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幅424.4mm×高さ297mm
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NAVEL GREEN collection “Offrir Un Premier”

ネーブルグリーンは北九州の中心部から直線で約５キロ圏内にあります。
あえて郊外ではなく、街中にお店があるのは普段の生活の中の一部でありたい、という創業者の願いから。
「わざわざ行くというよりも、気軽にアクセスしやすい場所にあることで、用事がなくてもふらりと立ち寄ったり、
季節の移り変わりや花や緑をいつも目にして、忙しい日常からふっと一息ついてほしい。」
そんな想いで、小倉北区高坊にて日々お客様をお迎えする準備をしています。“自然と共に楽しく生きる”暮らしの
中に私たちの空間が身近な存在になれたら。ここでしか感じられないことを体感しにおいでください。

Navel Green is located just 5 km from central area of Kitakyushu City. Our founder wanted us to be a part of people's daily lives, rather than 
out in the suburbs. The easily accessible location makes it easy for our customers to drop by at their leisure. If you're passing through the 
Takabo area of the Kokura-kita ward, why not take a break from your busy lifestyle and come and see nature's seasonal change and our 
flowers and greenery. Our doors are open for you to become familiar with our store, and we hope to share the joy in living with flowers and 
plants.
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NAVEL GREEN collection “Offrir Un Premier”

大きな窓から柔らかく心地よい日差が射しこむ明るい雰囲気の店内。
芝生のテラスからは季節を感じるお庭が見えてとても開放的なヘ
アーサロンです。ダメージレスで髪をいたわる施術は多くの方から支
持されています。

火・水・木・金／カット受付 9:30～18:30
日／カット受付 9:30～12:00
定休日／月曜日・土曜日・第１火曜日・第３火曜日

GROOOVY boutique
TEL.093-932-9000

グルービーブティック

カジュアルな洋風レストラン。ファミリーにも人気のお店です。

● Lunch 11:30～15:00 （14:30 OS） ※価格はすべて税込
パスタコース￥1,700／ハーフコース￥2,000
フルコース￥2,500／ルクールコース￥3,000

● Dinner 18：00～22：00 （21:30 OS） ※価格はすべて税込
アラカルト（1品料理）￥400～￥3,000
コース料理￥3,500～

Le Coeur et 心
TEL.093-952-1500

ル・クール・エ・ココロ

食事を楽しんだ後にヘアサロンで髪を整え、帰りにお花を
買って帰るといったスペシャルな１日を過ごすこともできる
場所が街にあったらステキだよね、という想いから私たちは
フラワーショップ、ガーデニング、カルチャー、フレンチレス
トラン、ヘアサロンからなる複合施設としてBIBURYを運営
しています。このBIBURYという名前は、イギリスコッツウォ
ルズ地方にある「イギリスで最も美しい村」と呼ばれてい
る、急勾配に調節された屋根を持つはちみつ色の17世紀の
石造りのコテージが立ち並ぶ村の地名にちなんで名付けら
れました。

お庭を眺めながら食事をしたり、お茶を飲んだりお庭の見
えるコンサバトリーでくつろいだり、ガーデニング教室で趣
味のあう仲間と学んだり、自分なりの楽しみ方を見つけて
ほしい。ガーデニング教室には10年以上通う方も多く、み
んな集まると親戚みたいな感じ。時にお友達と遊びに来た
り、家族を連れて来てくれたり。そんな場所です。

BIBURY バイブリーについて

要予約
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ORDER COLOR CHART

ブーケ（花束）やアレンジメントの制作は事前にスタッフからお客様にヒアリングを行いますが、どんな感じに仕上げてい
くのか、の目安としては上記のようなカラーチャートをご用意しています。お好みの色から選んでみるのはいかがでしょう
か？（あくまでもイメージ付けなので、この写真と同じお花が必ず入るというわけではありません。）

オーダーの目安となるカラーチャート

ABOUT OUR BOUQUET/ARRANGEMENT ブーケとアレンジのオーダーについて

DELIVERY 市内配送と配達について

BOUQUET

PASTEL
パステル

PINK
ピンク

CHIC
シック

BLUE
ブルー

ORANGE
オレンジ

WHITE&GREEN
ホワイト＆グリーン

● 北九州市内（配達） ※配達は3,300円以上の商品となります。 ※お時間の指定はお受けしておりません。

● 北九州市外について ： 配送で対応しています。アイテムと送り先によって料金は異なりますのでお問い合わせください。

小倉北区
500円

小倉南区
500円

戸畑区
700円

門司区
700円

八幡東区
700円

八幡西区
800円

若松区
800円

北九州空港･平尾台
700円

At Navel Green, we prepare bouquets of all sizes carefully 
considering the customer's needs and their purpose. Our 
experienced designers are able to create arrangements in a variety 
of styles.

ネーブルグリーンでは1輪のお花から、ブーケ（花束）までお
客様の用途や伝えたい想いにあわせて、ご用意いたします。
経験豊富なデザイナーが様々なスタイルでのアレンジメント
に対応可能です。

お店に並ぶ花たちはバイヤーが東京、大阪または地元の
市場から買い付け、その日のうちに届いた新鮮な花です。
お花の入荷日は月・水・金。関東関西からわざわざ仕入れる
のは全国の産地から出荷される花の中でも特級品はその
ほとんどが東京や大阪に留まり九州までは入って来ない
からです。山形県のダリア、岩手県のゆり、オーストラリア
のワイルドフラワー、オランダの新品種など季節に合わせ
た花をセレクトして集めます。もちろん地元で良い品を育
ててくれる生産者もたくさんいますので地元の市場も欠か
せません。そしてフローリストが束ねるお花を1本ずつセ
レクトしていきます。

私たちは１つひとつのギフトをとても大切に考えています。
だからこそ、ブーケをつくる前に色々なことをお客様に質問
いたします。プレゼントのシーン、渡す人のイメージ、好きな
色、どんな気持ちを贈りたいのか、などをお伺いした上で、
お花選びを行い、100のギフトに100通りのアレンジメント
をご用意しています。

「これは何だろう」ネーブルグリーンのブーケは、受けとる方
がはじめて目にするような珍しい花材を取り入れています。
花を贈る喜びと、花をもらう嬉しさを知っていただきたいと
思っています。

なお、花材はシーズンによって異なりますが、その季節の最
高のお花を仕入れています。（もし、花材の指定がある場
合、1か月ほど前までにご予約いただければ対応することも
可能です。）入荷日は基本、月･水・金です。ブーケ・アレンジ
メントのオーダーは受取日の3日前が予約〆切となります。
前日・当日のご予約ですと、花材の都合などで対応ができな
いこともございます。早めのご予約を何卒お願いいたしま
す。そのほか、ご要望等ございましたらお気軽にご相談いた
だければ、できる限り対応をさせていただきます。
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元気をもらうような色と形の花材を使い、もらった人がぱっと笑顔
になるように。
［SAMPLE：イエロー×ブルー×パープル／ゴールデンスティック･オキシペタラム･ドラ
イオレンジ･ミスカンサス］

Colorful Bouquet カラフルブーケ　H35×W35　¥5,500

想いを添えて大切な人へ贈る、気持ちを代弁してくれるようなブー
ケです。
［SAMPLE：ホワイト×グリーン／クリスマスローズ･キャンディタクト･スカビオサ］

French Bouquet フレンチブーケ　H30×W30　¥3,300

とっておきの香りのバラを使ったり、今だけの季節のお花を使った
りして、小さくても記憶に残るブーケを仕上げます。
［SAMPLE：カリビアンピンク×グリーン／イブピアジェ･ビバーナムティヌス］

Mini Bouquet ミニブーケ　H25×W25　¥2,300

記念日やお誕生日、御礼やお祝いの時ばかりではなく、なんでもな
い日にこそ大切な方に一輪のお花を贈ってみませんか？

Single Flower 一輪の花　H40×W12　¥600

ただ可愛いだけではなく、花材にグリーンや枝物を混ぜていくこと
で大人の雰囲気をもたせたブーケです。
［SAMPLE：パウダーピンク×パリスピンク／ラナンキュラス･チューリップ･ヒアシンス･
レースフラワー］

［SAMPLE：ホワイト×ボルドー／ミラービフローラ･マトリカリア･チョコレートコスモ
ス･ベロニカ］

Elegant Bouquet エレガントブーケ　H40×W40　¥8,800

フランス語で「農村風」といわれる小花や草花、ツルなど可憐な花々
でつくる上品なブーケです。

Champêtre Bouquet シャンペトルブーケ　H40×W35　¥6,600

華麗なる美という花言葉をもつ、凛とした花「カラー」を主役に茎の
美しさが際立つようなシンプルなアレンジで。
［SAMPLE：ホワイト×グリーン／カラー･タニワタリ･ミスカンサス］［SAMPLE：パープル×モーブピンク／チューリップ･アネモネ･ブルーレースフラワー･ク

ロモジ］

Simple Bouquet シンプルブーケ　H70×W40　¥13,000

春をそのまま切り取って抱えてきたような花束は、シルバーリー
フをあわせてアンティーク風に。

Antique Bouquet アンティークブーケ　H50×W40　¥11,000

気分が向上するオレンジや黄色を中心に、躍動感あふれる、気持ち
が明るくなるようなブーケです。
［SAMPLE：イエロー×オレンジ／エデンロマンチカ･ミモザ･ユーカリ･ブプレウルム］

［SAMPLE：オーシャンブルー×グリーン／デルフィニウム･ハイドランジア･グロリオサ･
オーニソガラム］

Vitamin Color Bouquet ビタミンカラーブーケ

お祝いのシーンに華やかさをそえる、爽やかな真っ青な花を主
役にしたボリューム感のあるブーケです。

Special Bouquet スペシャルブーケ　H80×W40　¥16,000

H50×W50　¥22,000
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香り高いオリエンタルリリーと美しいランの高級感あふれるブーケ。ひと抱えあるサイズ感はパーティーシーンをはじめ、
様々な場面を彩ります。

Luxury Bouquet ラグジュアリーブーケ　H100×W60　¥30,000

［SAMPLE：ヒューシャピンク×ホワイト／カサブランカ･コチョウラン･バンダ･アンスリウム･グロリオサ･コデマリ］

大切にしたい一日の記念にバラの花束を。本数に
よって伝えたいメッセージがあります。

40本
50本
99本
108本
365本

･････
･････
･････
･････
･････

真実の愛を誓います
偶然の出会いを祝って
永遠の愛
結婚してください
あなたが毎日恋しい

Anniversary Bouquet 記念日の花束

H80×W55　¥45,000（108本）
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ARRANGEMENT
Our staff will talk with you in order to determine the prefect arrangement, and 
we'll use guides such as a color chart which will help us determine how to finish 
the bouquet.

Natural Arrangement

手のひらサイズの小ぶりなアレンジメント。お水を補給するだけで
手が掛かりません。
［SAMPLE：ラベンダー×ライラック／ブルーレースフラワー･トルコキキョウ］

ナチュラルアレンジメント SSサイズ　H15×W15　¥2,000

Simple Arrangement

小ぶりなアレンジは置く場所を選びません。カジュアルなお花を
使用したアレンジは、ちょっとしたお土産におすすめです。
［SAMPLE：オレンジ×グリーン／ガーベラ･テマリソウ］

シンプルアレンジメント SSサイズ　H20×W15　¥2,600

お見舞いやお誕生日など幅広くご利用いただけます。ナチュラル
なバスケットには優しい色合いのピンク系が人気です。
［SAMPLE：ベビーピンク×チェリーピンク／ラナンキュラス･キャンディタクト･アス
チルベ･サクラこまち］

ナチュラルアレンジメント Sサイズ　H20×W20　¥3,400

お見舞いやお誕生日など幅広くご利用いただけます。黄色とグリー
ンの組合わせで明るく元気なイメージにお作りします。
［SAMPLE：ミモザイエロー×グリーン／ゴールデンスティック･ラナンキュラス･アイ
ビー･ユーカリ］

ナチュラルアレンジメント Mサイズ　H23×W23　¥4,500

シンプルな器に合わせて白とグリーンでスッキリと仕上げます。
男性へのプレゼントにもおすすめです。
［SAMPLE：グリーン×グリーン／アンスリウム･アルビフローラ］

シンプルアレンジメント Sサイズ　H23×W15　¥3,400

ワインレッドの印象的な花でおしゃれにまとめます。グリーンの装
飾でモダンなイメージに仕上げます。
［SAMPLE：ワインレッド×バーガンディ／アネモネ・カーネーション］

シンプルアレンジメント Mサイズ　H25×W20　¥4,500

季節の花を使ったナチュラルなアレンジです。旬の花材やグリーンが
ギュッと詰まっています。大切な方へのプレゼントにおすすめです。
［SAMPLE：ホワイト×グリーン／スノーボール・リュ―ココリーネ・ダスティミラー］

ナチュラルアレンジメント Lサイズ　H25×W25　¥5,800

モダンな空間にぴったりのアレンジです。お好みやその場所の雰囲
気、イメージに合わせて仕上げていきます。
［SAMPLE：ブラウン×ダークブラウン×オレンジ／ダリア･マオラン･アンスリウム］

シンプルアレンジメント Lサイズ　H25×W25　¥5,600

ブーケ（花束）やアレンジメントの制作は、事前にスタッフがお客様にヒアリングを行いますが、どのような感じに仕上げていくのか、の
目安としてはカラーチャートをご用意しています。［ページ6参照］

ABOUT ARRANGEMENT アレンジメントのオーダーについて

Natural-SS

Natural-M

Natural-L

Natural-S

Simple-SS

Simple-S

Simple-M

Simple-L
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シンプルだけど華のあるデルフィニウムを使った背丈のあるアレ
ンジメントは床置きでも台置きでも場所に映えます。
［SAMPLE：ブルー×バイオレット／デルフィニウム･チューリップ･アジサイ･モンステラ･
タニワタリ］

Modern Arrangement
モダンアレンジメント　H100×W35　￥8,400

自然に生えるオクラレルカの葉と雪柳をイメージし、足元の苔を加
えることで生け花風に仕上げたアレンジメントです。
［SAMPLE：サンシャインオレンジ×モスグリーン／ダリア･オクラレルカ･モクレン･グ
ロリオサ］

Japanese Modern Arrangement
和モダンアレンジメント　H80×W50　￥16,000

お気に入りの器を選んでいただき、そこからイメージを広げていく
ような自由なアレンジメントも当店が得意とするスタイルです。
［SAMPLE：リッチブラウン×クラシックブラウン／チョコレートコスモス･ユーカリ･クロ
モジ］

Glass Arrangement ガラスアレンジメント　H40×W35　¥13,000

蓋を開ける時のワクワクと開けた時の驚きがダブルで楽しめる
ボックスフラワーはギフトとして人気があります。

Box Flower Arrangement ボックスフラワーアレンンジメント

H13×W13Sサイズ ¥2,700 H17×W17Mサイズ ¥3,800
H29×W29Lサイズ ¥10,000

［L SIZE］

明るく華やかなピンク色を主体として、花の表情を幅広く楽しめる
ようなアレンジメントです。
［SAMPLE：ビビットピンク×ビビットピンク／桜･アネモネ･イブピアジェ･ビオラ］

Wide Wide Arrangement
ワイドワイドアレンジメント　H60×W70　￥15,000

甘いピンクの花を背の高い器にアレンジ、お祝いのシーンに
ぴったりです。

Glass Base Arrangement
ガラスベースアレンジメント　￥18,000

パリの工房で作られている「アスティエ・ド・ヴィラット」の食器。繊細
な中にある陶器の柔らかさと使い心地の良さにすっかり魅了されま
す。とっておきの贈り物に。

Astier de Villatte
アスティエのピッチャーに季節の花を添えて

ミントグリーン･オリーブ色･鶯色･若竹色といった多彩なグリーン
を豊かにまとめたアレンジメントです。
［SAMPLE：アップルグリーン×ライムグリーン／あじさい･ユーカリ･オリーブ･ヒペリ
カム･ブプレウルム］

Natural Basket Arrangement
ナチュラルバスケットアレンジメント　H35×W40　￥11,000

まるでパリのシャンゼリゼ通りのショップにディスプレイしてあるような上品な香りの漂うアレンジメントです。ご贈答品
としてもきっと喜んでいただけます。

Round Arrangement ラウンドアレンジメント　H70×W55　¥35,000

［SAMPLE：ホワイト×ライトグリーン／アバランチェ･トルコキキョウ･レースフラワー］

ピッチャー＋フラワーアレンジメント　￥43,000
カフェオレカップ　￥13,000　エスプレッソカップ　￥9,000
ソーサー　￥71,000

［S SIZE］

［M SIZE］
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BRIDAL
A wedding bouquet brings color into the most special day of our lives. We have 
joyfully been making them for our customers for 20 years. We will work closely 
with you to create an arrangement that will match your special moment, a 
bouquet based on your wonderful life experiences together. 

20年来、お付き合いのあるお客様の娘さんへ結婚式のブーケを作る幸せ。
人生の特別な日を彩る大切なブーケ。お二人が一番輝くその瞬間のために選ぶお花の打ち合わせ。お二人のエピソードや
想いを一緒に形にするための大切な時間です。お式の1か月前から3か月前を目安にご来店のご予約をお願いいたします。
チャペルのバージンロードを緑でいっぱいにした森のような演出、お嫁さんの手書きカードに添える小さな花、ウェルカ
ムスペースの飾りにこだわったり、両親へのプレゼントを記念樹にされたり、新郎から新婦へのサプライズも・・・。数えれ
ばキリがない、どれも幸せと優しさ溢れる結婚式。花と緑でお手伝いします。ご結婚後もご来店されるお二人にお会いで
きることを嬉しく思います。

ABOUT BRIDAL ブライダルのオーダーについて
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DISPLAY
We decorate open spaces with artificial flowers, in addition to 
putting up displays that make use of plants. We design the decor 
for events and window panels with the primary tone of Naval 
Green.

生花や植物を使ったディスプレイはもちろん、アーティフィシャルフラワーなどを用い空間装飾も施工します。イベント
やウィンドウディスプレイなど、ネーブルグリーンの世界観で空間をデザインします。花と緑は人を惹きつける特別な力
を秘めており、コラボすることでとっておきの演出となることをお約束します。デザイナーまでご相談ください。デザイ
ンパースやお見積もりなどご提案いたします。

ABOUT DISPLAY 空間装飾ディスプレイについて

KEI Hayama PLUS

アパレルブランドとのコラボショップ オフィス家具ショップ

KEI Hayamaとネーブルグリーンによるデパートのウィンドウ
ディスプレイ。

デパートの婦人服フロアに期間限定ショップ、アレンジメントのワーク
ショップを開催。

左上から「南仏をテーマにしたイベントの生花による室内装飾」「化粧品メーカーのクリスマスパーティーの装飾（ブランドイメージに合わせたオリジナルクリス
マスツリー）」「癒やしをテーマにした展示会装飾」「商業施設のウィンドウディスプレイ」

オフィス専用家具ショールームでのインドアグリーンのコーディネート。



19 20CorporateNAVEL GREEN collection “Offrir Un Premier”

Introduction
Bouquet

Bridal
D

isplay
C

orporate
Indoor G

reen
G

ardening
A

bout U
s

Preserved &
 A

rtifical
A

rrangem
ent

CORPORATE
We mindfully create arrangements for a variety of business needs. We accept 
many kinds of requests from our corporate clients including potted flower 
displays, tribute flowers, and ceremonial displays.

様々なビジネスシーンでのお花を、心を込めてお作りします。お取引先の開店祝い、自社の展示会、福利厚生、送別・退職
祝い、また、お悔やみ、お供えなどの様々なアレンジメントを承っております。県外へのお届けも可能です。お届けしたお
花の画像をお送りするサービスは、お取引先様からもご好評いただいております。どのようなシーンにも合わせてご提
案いたします。大切な法人様の贈り物にご利用いただけます。

資料、お見積書の作成をいたします。（必要であれば現地にてお打ち合わせさせていただきます）
取引実績により、末締め翌末支払の請求が可能になります。
商品画像のmailサービス（一部対応不可）
年間ご利用額に応じて特典をご用意しております。
毎週、毎月の切花定期お届けサービス（1か月毎の請求可）
法人様の社屋花壇や鉢植えの植替えを行います。ガーデナーが現地に出張作業をします。時季、費用につきましては要相談
（有料サービスです）
花や緑のある豊かな働く環境づくりのお手伝い。パソコンなど無機質なオフィスに緑のご提供。
大切なクライアントや従業員様の記念日にお花をお届けするご提案など。
配送料サービス／法人登録していただいた法人様には、ご購入金額に応じて配送料のサービスがあります。北九州市内
（￥16,200以上配送料無料）※ 重量物については別途費用がかかります。

・
・
・
・
・
・

・
・
・

ABOUT CORPORATE SERVICE 法人様ご対応について

サービスが色々揃った、法人登録をされませんか？

開店、開業などのお祝いはもちろん、就任、栄転、受賞のお祝いなどのシーンにお薦めです。3本立ち～5本立ちでご準備いたします。私ど
もの胡蝶蘭は輪数も多く、花持ちの良い厳選した最高の株を、ご注文をいただいてから生産者より仕入れ、お届けするため鮮度も良く、
お届け後もお花を長く楽しんでいただけることでもご定評いただいております。ご予算の目安は概ね、¥22,000～¥55,000ほどです。
ご注文後、入荷まで3～5日ほどお日にちをいただいております。詳細はお問い合わせください。

【法人向け各種サービス一覧】

PHALAENOPSIS ORCHID 胡蝶蘭

定期活け込みは月2回以上、フローリストがご自宅やお店に伺いお手持ちの器に活け込みします。1回の費用は¥11,000から承ります。
活ける内容と箇所によって金額が異なりますのでご相談ください。また、単発のご依頼につきましてはご相談ください。

DISPLAY ARRANGEMENT 定額活け込み

OTHER ARRANGEMENT その他の装飾サービス

胡蝶蘭（3本）　¥16,500～¥27,500
※輪数によって異なります ※輪数によって異なります

カウンターやテーブルへの活け込み　
¥5,500～（H50～100）

お正月門松：生花を組み合わせたオリジナル門松
1本 ¥16,500～¥55,000／対 ¥33,000～¥110,000

パーティー装飾
¥100,000～ ※プランをご相談ください

オープニングのウェルカムフラワー
¥50,000～ ※フローリストが現地にて活け込みます

坪庭に投げ入れの活け込み
¥16,500～（H120～180）※器代別途

店内の入口、通路、お手洗いなどの装飾
¥2,500～（H20～50）※一箇所につき

店内装飾としての活け込み
¥11,000～

胡蝶蘭（5本）　¥33,000～¥55,000
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※ご葬儀やご法事では、祭壇に合わせ対に配置する場合もございます。
※１基からご注文を承ります。詳しくはご相談ください。
※会場によっては、サイズに規定がある場合がございます。
※持ち込み料が発生する会場もございます。
※屋外に設置可能です。
※名札は縦書きか、横書きをお選びいただきます。
※1対のご注文の場合は同じ物を2基お作りします。
※デザインスタンドには花台にアイアンや陶器を使用します。
※器や名札等の備品は全てレンタルです。（レンタル料含む）

ネーブルグリーンではお届け先会場での
装花･スタンド作成も行っています。

1段：￥16,500（税込）～
2段：￥22,000（税込）～
1段：￥22,000（税込）～
2段：￥33,000（税込）～

菊を中心とします。
菊を中心とします。
洋花やランが入ります。
洋花やランが入ります。

・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・

SYMPATHY FLOWER お悔やみのフラワーディスプレイ

お通夜や告別式の会場にお届けいたしますお供え

お供えアレンジメント

CONGRATULATORY FLOWER お祝いのフラワーディスプレイ

● 生花スタンドの違い（1基の価格）

大きさの目安 ¥16,500（1段）

約150cm

¥22,000（1段） ¥22,000（2段） ¥33,000（2段） ¥16,500（デザインスタンド※）

葬儀スタンド2段　H170前後　¥27,500～

洋花、色入アレンジメント　H23×W23　
¥4,400

洋花、パステルアレンジメント　H30×W25　
¥5,500

洋花、カラーアレンジメント　H45×W35　
¥8,800

洋花デザインアレンジメント　H30×W25　
¥11,000

葬儀スタンド2段名札有　H170前後　¥22,000～
（写真は¥27,500）

49日や初盆などの法事にお供えするアレンジメントです

葬儀スタンド白上がり2段　H180前後　¥33,000～

ホワイト系ナチュラルアレンジメント　
H50×W30　¥11,000

お供えアレンジメント　H70×W40　
¥13,200

お供えアレンジメント　H65×W50　
¥16,500

祝いスタンド（1段）　H160前後　¥16,500～
一般的な生花スタンドの1段タイプ。名札を縦書き、横書きの
両方で付けられます。屋外設置可能。

祝いスタンド（2段）　H180前後　¥33,000
高さとボリュームのある生花スタンド2段タイプ。名札を縦
書き、横書きの両方で付けられます。屋外設置可能。

演奏会等向けスタンド
ステージや演台を季節の花で彩ります。会終了後には、お花を
お持ち帰りいただく際の包装紙もご用意可能です。

開店祝いスタンド　H160前後　¥17,600～
大型陶器でスタイリッシュな陶器に、白とグリーンですっき
りとしたコーディネート。

開店祝いスタンド　H180前後　¥16,500～
アイアンのシンプルな土台にグリーンを中心としたナチュラ
ルなアレンジ。

デザインスタンド　H110前後　¥22,000
深紅のバラを使ってインパクトのあるアレンジに。（花材は
シーズンやお好みに合わせてお選びいただけます）

※花台にアイアンや陶器を使用し、イメージに合わせて制作します



23 24ArtificalPreserved

Introduction
Bouquet

Bridal
D

isplay
C

orporate
Indoor G

reen
G

ardening
A

bout U
s

Preserved &
 A

rtifical
A

rrangem
ent

ARTIFICAL アーティフィシャルフラワーPRESERVED プリザーブドフラワー

どこから見てもバラの顔が美しい華やかなラウンド型のアレンジ
メントです。

Round Preserved ラウンドプリザ H30×W20 ¥32,000

赤とシルバーのクールなアレンジ。お客様をお出迎えする玄関やエ
ントランスにぴったりです。

Square Preserved
スクエアプリザ H15×W30 ¥26,000

プリザーブドフラワーは器を選ばず、例えばこんなガラスを使うな
ど幅広くアレンジすることができます。

Glass Preserved ガラスプリザ H25×W18 ¥11,000

プリザーブドフラワーもアレンジ次第では、このように背を高くし
て凛とした雰囲気を演出することができます。

Tall Preserved
トールプリザ H23×W12 ¥8,000

シンプルな器にお好きな色でアレンジ。ビタミンカラーやビビット
なピンク系が人気。手頃で長持ちします。

Simple Preserved シンプルプリザ H20×W12 ¥5,600

プリザーブドフラワーはお手入れの手間がかからず、長く生花の風合いを残しつつ楽しむことができる、ギフトなどで人気が高いアイテ
ムです。長持ちするからこそ、アレンジセンスが高い当店のアイテムはいかがでしょうか。

最近品質が上がり色形の豊富なアーティフィシャルフラワーは、長期間飾ることができる人気の素材です。分譲マンションや、オフィス
ビルのエントランスなど生花では管理の難しい場所にお勧めしております。本物のようなクオリティの高いアーティフィシャルフラ
ワーを用い、オブジェのようにアレンジします。また、植物が育ちにくい環境にも設置でき、インテリアの幅が広がります。

モデルルームリビングモデルルームリビング マンションギャラリー テラスディスプレイ

マンション エントランススペース

モデルルーム 和室アレンジメント モデルルーム パウダールームアレンジメント

グリーンの演出で明るい雰囲気に。

大型アレンジメントがエントランスを照明と組み合わせることで高級感ある演出に。

華やかなティータイムの演出。

普段使わない客間にアーティフィシャルフラワーを設置。 お手洗いなどの植物を育てることが難しい場所にはアーティ
フィシャルフラワーのアレンジメントがオススメです。

花と緑のある生活を提案します。

テーブルアレンジ 1～3万円／大型アレンジ ①ミドルサイズ 6万円より ②ハイサイズ 10万円～／グリーンコーディネート 3万円より／室内装飾 10万円より

モデルルーム リビングルームアレンジメントモデルルーム リビングルームアレンジメント
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1年間で2～3回沖縄より100本以上入荷して、店内がジャングル化し
たのもつかの間、あっという間に各ご家庭やお店に嫁入りしてしまう
観葉植物達は入荷待ちのお客様が常にいらっしゃるほどです。通常の
観葉植物は1～2年以内に出荷される物が多いのですが、こだわりの
生産者さんは幹の太さや樹形、全体のバランスや葉の仕上がりまで細
部に手を入れ、植え替え、剪定を何度も繰り返し、短いもので３年、長
いものでは5年、10年と時間と愛情をかけて1本の観葉植物を育てま
す。同じ種類でも1本ずつ表情の違う植物達を現地にて仕入れ担当者
がさらに厳選して仕入れを行っております。

弊社で取り扱いのある観葉植物の多くは熱帯雨林、亜熱帯、温暖湿潤気候に生息する寒さが苦手な植物です。また、生産地は沖縄
と暖かい気候で育った植物は寒い冬に輸送すると枯れたり弱ったりするリスクが高くなります。そのため温暖な気候の4月～
10月と期間を決めて仕入れを行っております。植物は置かれた場所にゆっくりと時間をかけて馴染んでその環境に対応してい
きます。ですから暖かい時期から育て始める事が上手に育てるポイントです。初めて育てる方はぜひスタッフまでお気軽にご相
談ください。

樹液を吸って植物を弱らせ、枯れる原因になります。カイガラムシを見つけた時は歯ブラシでこすって落とします。葉の裏
に白い点々がありベタベタする場合は濡れた布巾で拭き取ります。乾燥するとカイガラムシがつきやすくなるので、霧吹
きや加湿器などが効果的です。定期的に葉を濡れた布で拭いてあげましょう。

置き場所：明るく風通しの良い場所を好みますが、居心地の良い場所は、それぞれ植物によって違います。その子に合った居場
所を見つけてあげてください。

ABOUT OUR INDOOR GREEN 観葉植物などについて

INDOOR GREEN
We receive over 100 flowers and plants from Okinawa two to three times a 
year, and our store for a moment becomes like a jungle. But these popular 
items are quickly bought by the many households and shops who eagerly 
await their arrival. 

肥料は生育期に与えます。顆粒の物や液体の物があります。必要に応じて散布します。

夏→５～7日に1回
春・秋→６～8日に1回
冬→８～10日に1回

※暖房が入っている場合は、春・秋と同じです。
※空気が乾燥している時は、２～3日に1度霧吹きたっぷり。
※植物によっては、水を好むタイプも居れば、逆もあります。その植物の性格を良く理解する事が大切です。
※葉がしんなりとする状態の時は、お水をたっぷりあげると元気になります。

カイガラムシ

葉から樹液を吸って樹木を弱らせます。0.3～0.8㎜ととても小さく、発見が難しいですが、葉の色が悪いときや、蜘蛛の巣の
ような物が見つかった時はハダニがいるかもしれません。葉の両面をよく観察し、濡れた布巾で拭き取りましょう。また殺
虫剤なども効果があります。乾燥しないように葉に霧吹きなどをして予防しましょう。

ハダニ

500ml 500ml

※鉢サイズ10号（30cm）想定

【カイガラムシ】 【ハダニ】 【枝枯れ】 【水落ち】

血豆のようなもの

葉の裏に白い点々と
ベタベタ

一部の枝だけ
枯れてしまう

葉がしんなりとする
状態。水をあげると
元気になります。

水を捨てる 乾かす
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リュウケツジュ属。原産地はアフリカなどの亜熱帯。葉の美しい色
が特徴で多くのバリエーションがあります。

Dracaena ドラセナ・コンシンネ H135×W60 ¥6,800

写真の鉢／¥16,000　（H34×W35）

ウコギ科・シェフレラ属。原産地はニューカレドニア。半日蔭でも育
ちやすく、繊細な葉姿が人気です。

Aralia アラレア H130×W65 ¥6,800

写真の鉢／DOMANI　¥17,300　（H26×Ｗ25）

イチジク属。原産地は南アジア。独特の樹形とハート型の大きな葉
が特徴。10度以上の明るい部屋で育ててください。

Ficus Jumbo Leaf フィカス ジャンボリーフ H208×Ｗ97 ¥23,000

写真の鉢／DOMANI　¥46,400　（H44×Ｗ43）

フィカス属。原産地は熱帯アフリカ。大きめのハートの形の葉が美
しく、どのような空間でもナチュラルな雰囲気になります。

Umbellata ウンベラータ H170×W77 ¥8,000

写真の鉢／¥9,000　（H37×W37）

クロトンノキ属。原産地はマレー半島。赤や黄色などカラフルな光
沢のある美しい葉が特徴で、日光を好みます。

Croton クロトン H105×W60 ¥5,000

写真の鉢／¥2,400　（H38×W27）

¥23,000

フィカス属。原産地は東南アジア。小ぶりな葉を茂らせるベンジャ
ミンは樹形や葉の色にバリエーションが多く、人気の植物です。

Benjamin ベンジャミン H208×Ｗ97

写真の鉢／¥18,000　（H40×Ｗ35）

リュウゼツラン科。原産地はアジア･アフリカ。青々とした葉が生き
生きと伸びるリフレクサはオフィスなどにも人気です。

Reflexa リフレクサ H209×W95 ¥12,000

写真の鉢／¥9,500　（H36×Ｗ41）

マメ科･ピトヘケロビウム属。原産地は東南アジア。自生地では湿潤
で明るい森で育っているため、明るい室内で管理してください。

Ever Fresh エバーフレッシュ H135×Ｗ109 ¥8,500

写真の鉢／¥8,900　（H35×W37）
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ウコギ科。原産地はマレー半島やインド。伸びやかに大きく成長し
ますが、増殖が難しく流通が少ない稀少な植物です。

Tupidanthus ツピタンサス H227×W130 ¥48,000

写真の鉢／DOMANI　¥86,500　（H48×Ｗ69）

フィカス属。フィカス・ベンガレンシスやベンガル菩提樹とも呼ば
れています。肉厚の葉と深い緑色が特徴です。

Bengal Gum ベンガルゴム H227×W130 ¥18,000

写真の鉢／¥7,500　（H41×Ｗ44）

ウコギ科･ウコギ属。原産地はオーストラリア、ニューギニア。艶の
ある葉は、日光に当てるとより美しくなります。

Brassaia ブラッサイア H270×W130 ¥39,000

写真の鉢／DOMANI　¥92,500　（H47×W60）

アオイ科･パキラ属。原産地は中南米。葉に斑入りの物もあり、人気
の高い観葉植物です。

Pachira パキラ H287×W181 ¥38,000

写真の鉢／DOMANI　¥42,400　（H35×W50）

Blue Candle
竜神木（綴化）･H40×W20･￥16,000（鉢込）

Succulents 
多肉植物･H14×W13･￥2,500（鉢込）

Dolphin Necklace 
ドルフィンネックレス･H15×W12･￥2,000（鉢込）

Euphorbia 
ユーホルビア ラクテア クリスタータ･H58×W30･￥3,500

Shoujyou-maru 
猩々丸･H42×W27･￥10,000（鉢込）

Asagirikaku
朝霧閣サボテン･H36×W17･￥13,600（鉢込）

Bikakushida
ビカクシダ（コウモリラン）･H30×W30･￥6,800

Fern 
シダ･H22×W20･￥4,200（鉢込）

Rhipsalis 
リプサリス･H20×W20･￥3,000（鉢込）

Avonia Papyracea 
白蛇殿（アボニアアピラケア）･H20×W14･￥5,490（鉢込）

Alluaudia 
アローディア（亜竜木）･H82×W25･￥10,000

Blue Candle
コーデックス（塊根植物）･H25×W15･￥28,000

[鉢］／DOMANI･H16×W15･￥5,400 Cryptanthus
クリプタンサス ブラック･H31×W30･￥720

[鉢］／DOMANI･H16×W15･￥5,400

Suikangyoku
翠冠王･H20×W15･￥13,000

[鉢］／DOMANI･H16×W15･￥5,400 Ferocious
金冠竜･H20×W13･￥16,000

[鉢］／DOMANI･H10×W13･￥4,400Euphorbia lactea Cristata 
ユーホルビア ラクテア クリスタータ･H30×W20･￥3,600

[鉢］／DOMANI･H25×W25･￥23,000

[鉢］／DOMANI･H15×W15･￥5,400

Kasei-jin
火星人（フォッケア）･H30×W20･￥11,000

[鉢］／DOMANI･H17×W17･￥5,500 [鉢］／DOMANI･H27×W23･￥7,900

Mesen 
H15×W12･￥3,000（鉢込）／H12×W10･￥1,600（鉢込）

メセン
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お店の奥の扉を開くとガーデンが広がり、イギリスの石を使ったアプローチや花壇には四季折々咲く花が楽しめます。ガー
デンの奥には小川があって小さな魚も泳いでいる子供たちにも大人気な場所。花や緑の匂い、水の音、五感で感じリラック
ス。どんな季節に見ても植物たちの息吹が感じられます。
お庭に植えた花の苗はお店で購入できます。全国の生産者の方から仕入れた植物たちはどれも珍しく、お庭に少し植えるだ
けでも素敵な雰囲気に変わります。宿根草や脇役の常緑低木、カラーリーフ。育種家による希少品種の1年草など入荷の
シーズンを待ちわびる人も多くいます。育て方や植える場所等詳しくは専門のスタッフまでご相談ください。

ABOUT OUR GARDENING ガーデニングについて

GARDENING
Open our back door and discover our vast garden where you can enjoy our 
seasonal flowers and a pathway made from English pebbles. The stream 
flowing at the back of the garden is populated by small fish and very popular 
with children. 

Plants create such a lovely scene, 
and have such a beautiful affect on our souls
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It may be challenging to recreate nature, 

but we know the splendor of plants

We all find joy just looking at grass

Let these delightful plants coexist in your garden, 

and make your life richer

There's a story behind the design of any garden
We are drawn to places which attract our souls

There are some things that complement the plants 

They eventually become one with the plants

as they exist together
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Plants have the power to attract 
people's souls

We should use that power, 
as it's stronger than anything else

People desire greenery wherever they are

Nature is always watching over us. 

Day or night, on sunny days and rainy days

Share your precious indoor space with your plants

This is the Garden Life
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Garden & Exteriorの作り方・植物の育て方、土作り、北九州近辺の庭めぐり、世界の庭めぐり等を開催します。カルチャーセ
ンター主催のガーデニング教室の講師も務めている経験豊かな講師による、初心者の方でも安心して受講していただけます。
教室がオシャレな雑貨に囲まれ、明るい光が差し込むコンサバトリースペースということも人気の理由です。

少しでもお庭に悩みのある方は、一度ご相談ください。
前向きにお庭の工事をご希望の方は、まずご相談ください。
設計料（相談料）は、ご成約時にご返金いたします。できる限り現状の状
態が分かる図面や写真をご準備ください。現地の写真、気になる部分の
写真、ご希望のイメージ写真などあればご準備ください。
まずはじっくりとヒアリングをいたします。お庭に対しての思い、夢の話、
もし現状お庭をお持ちでしたらご不満や不便を感じている点などをお聞
かせください。
内容に応じて、まずは現地調査や測量をいたします。
ご希望、現地の状況、デザイナーの考えをもとにプランニングを進めてい
きます。プランが固まるまでは何度か打合わせを重ねていきます。
プランとお見積もりを合わせてご提示いたします。ご希望のプランになっ
たかご検討や疑問点のご質問などを色々とお話しします。
プランにご納得いただきましたら、ご契約をさせていただきます。
工事日の打合わせなどを進めて作品づくりを進めていきます。
新しいガーデンライフをスタートし、メンテナンスを含めて長いお付き合
いのスタートです！

①
②
③

④

⑤
⑥

⑦

⑧
⑨
⑩

初級～上級のクラス毎に季節のテーマに合わせた内容で製作を行うクラスを年90回ほど開催しています。初めての方から、
レベルアップを目指す方まで幅広く学べます！受講内容についてはホームページをご覧ください。

［費用］
● 講習費：￥2,000／1回（5回単位でのお支払いとなります。）
● 材料費：初級：￥2,500前後／中級：￥3,000前後／上級：￥3,500前後（1回毎のお支払いとなります。）

ABOUT OUR CLASS ガーデニング教室について

CONSTRUCTION PROCESS ガーデニング施工の流れ

ネーブルグリーンガーデニング教室Gardening Classroom

企業での販促イベントや、地域の交流イベントなどでの出張クラスにも対応しています。例えば住宅展示場での集客イベン
トであったり、地域交流会での催し等として豊富な対応実績があります。まずはお気軽にご相談ください。

［目安］※ご予算や参加人数など、詳細についてはご相談ください。
● 時間：1時間～2時間（製作＆レクチャー)
● 最低催行人数：15名（参加人数が多い場合は、2回に分けて実施も可能)
● 講習費：出張教室講師料：￥20,000／1回＋アシスタント料：￥10,000／1回
● 材料費：￥3,000～

出張ネーブルグリーンガーデニング教室Delivery Gardening Classroom

夏を涼む苔玉 クリスマスオブジェ 教室の様子春の寄せ植え

芽出し球根の寄せ植え 多肉植物の寄せ植え グリーンで魅せるリース華やかなバスケット

Why doesn't everyone plant trees in front of their houses?

It makes the home so lovely...

They'd see it if they just lived together with the trees...
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ABOUT NAVEL GREEN
Flowers and plants have the power to revitalize us, heal us, and bless us with 
peace of mind and plenitude. They are a special and necessary existence, as to 
filling your life with flowers will lead to enrichment. Our mission is to share this 
secret with all our customers.

花や緑は人に力を与え、生活者の心を癒やし和ませ、日々の生活に安らぎや潤いを与える存在です。くらしの中に緑や花を取り入れるこ
とによって生活は豊かになります。私たちは、そんな植物の良さや必要性をお客様に伝え、暮らしに取り入れる工夫をご提案しています。
また、植物を育てることで環境保全、地球温暖化対策にも取り組んでいます。

生花やグリーンの販売とあわせて私たちの業務の柱になっているのはガーデニング施工、お庭づくりです。この仕事は高いレベルの感
性を生涯もち備えるための環境づくり、だと認識しお客様にとっての頼れるパートナー・アドバイザー・時には友人として一緒に庭づくり
を時間をかけて手がけたいと考えています。

私たちのお店は10号線沿いの街中にあります。扉を開くと目の前に飛び込んでくるのは毎日ディスプレイされた季節の花たち。色のグ
ラデーション別にレイアウトされた花は色の組み合わせを見るだけでも心を豊かにしてくれます。また、店内の至るところにはフランス
やイギリスから輸入した家具と花、雑貨を組み合わせ、毎週変わる店内を来る人に楽しんでもらえるようにディスプレイしています。

木漏れ日さしこむ森のような店内を、ぜひ植物の枝葉を掻き分けながらお進みください。スタッフがご案内します。お時間のある方には
お茶のサービスを行っております。花と緑あふれる空間でゆっくりお過ごしいただければ幸いです。スタッフ一同、グリーンが本当に心か
ら大好きで日々楽しくお仕事をさせていただいています。

OUR VISION ネーブルグリーンが目指す未来

2007年
2010年
2011年

ユニソンフォトコンテスト入賞
第2回ひろしま街づくりデザイン賞　街並み部門（ボーレザン サロンドカフェ：壁面緑化）①
ガーデニングワールドカップフラワーショー2011国内予選3位 ②
ガーデニングワールドカップ世界大会　銅メダル ③

AWARDS ネーブルグリーン受賞歴

① ② ③
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社名
役員
沿革

事業内容

株式会社ネーブルグリーン
代表取締役 平山由夏
平成5年12月設立
平成13年 ： オープンガーデン北九州設立
平成19年 ： 新社屋移転
平成23年 ： NPO法人オープンガーデン北九州設立
造園 ［福岡県知事 許可 般-20 第102984号］
設計・施工
フラワーショップ
雑貨販売･家具販売
ガーデニングスクール

〒802-0053 
福岡県北九州市小倉北区高坊2-9-1 BIBRY内1F
（JR城野駅より徒歩５分）
店舗横に駐車場完備

営業時間／10：00～19：00
店休日／月曜日(ガーデニング・造園部は営業)
TEL.
FAX.
E-mail  info@navelgreen.co.jp

www.navelgreen.co.jp

CORPORATE PROFILE ネーブルグリーン会社概要

JR城野駅

↑至 小倉駅 ↑至 足立山

↓至 小倉南区

→至 湯川

北九州総合病院

10
322 264

著作権上の例外をのぞき、本誌の全部または一部を複写複製（コピー）することは禁じられています

Printed in Japan.

July, 2019 First Edition.

NAVEL GREEN
2-9-1 Takabou Kokura-kita-ku, Kiakyushu-city, Fukuoka 802-0053

www.navelgreen.co.jp

¥500

093-932-1187
093-932-1299
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