
〒104-0061  東京都中央区銀座 5 丁目8-20 銀座コア１F
TEL 03-6264-6076
WEB www.sobiflowers.com
Email info@sobiflowers.com
　　　　　@sobi_flowers
LINE ID  @570jzlyf 



お花で皆さんに少しでも微笑み、ほっとするひ
と時、笑顔をお届けしたい。プリザーブドフラ
ワー専門店 GINZA SOBI FLOWERS はそ
の思いを胸に国内外のお花屋さんやホテル、
レストランに 20 年以上ご支持頂いているデザ
イナー達によるアトリエ直営店です。
ブーケ、ウォールデコレーション、フラワーテー
ブル・・・一つ一つこだわりを持って素材・
デザインを自社オリジナルで作り上げています。
ガラスの器は、自社オリジナルの他、ヨーロッ
パより仕入れ、フレームやテーブルは弊社オリ
ジナルのデザインを飛騨高山の家具の協力工

房などで制作し、最後に全てのお花のアレン
ジメントは自社デザイナーたちが心を込めてお
作りしております。

一輪一輪、さらには花びら一枚一枚が、デザ
イナーにより整えられ、五分咲き、八分咲き、
満開というように様 な々お花の表情を楽しんで
頂けるようアレンジされています。一つとして同
じものはございません。湿気や乾燥など外気
の変化により表情がゆっくりと移り変わるところ
もまた見所です。

GINZA SOBI FLOWERS
本店では季節により多様な
種類のプリザーブドフラワー
やアレンジメントをご用意して
おります。数多くお作りしてい
るアレンジメントの中から一
部になりますが、今季おすす
めのアレンジメントをご案内
申し上げます。お客様オリジ
ナルのアレンジメントも製作
致しますのでご希望の際は
お申し付けくださいませ。

ご案内
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ヨーロッパのインポートの器を使用したアレンジメントです。
お手持ちのお気に入りの器に合わせても、アレンジ致します。

bc-11372  LL
各 ¥63,800（税込）
サイズ
23×23×28（NUDE）

bc-8431  L
各 ¥55,000（税込）
サイズ 
20×20×26（NUDE）

bc-8431  M
各 ¥44,000（税込）
サイズ
 18×18×21（NUDE）

bc-11372  LL-Dark Pink

bc-12536  ¥286,000（税込）  サイズ 33×22×90
  Henry Dean（ベルギー）花器

bc-12681
¥85,800（税込）
サイズ
24×18×30
LSA（UK）
花器

bc-8431M-Red

bc-13191  各 ¥14,850（税込） 
サイズ 13×12×22 LSA（UK）花器

bc-12806
各 ¥33,000（税込）
 サイズ 26×20×34

Dean Flowers（ベルギー）花器

O

R

P

P

bc-12953  
¥60,500（税込）
サイズ
22×20×47 
SERAX

（ベルギー）花器

GINZA SOBI FLOWERS の デ ザイ
ナーの中でも数人しか作ることのない
高度な技術を必要とするブーケアレンジ

「プルミエ」。水の様に見えるのは硬
いゼリーの様なもので、生花と同じ様
に見せるだけではなく、お花を綺麗な形
で固定する為のとっても重要な役割を
果たしています。プリザーブドフラワーでこ
の様なアレンジができるのは（知るかぎ
りでは）世界で SOBI FLOWERS だけ。
そんな、スペシャルなアレンジメントです。

GINZA SOBI FLOWERS の
シグニチャーブーケ「プルミエ」

Pe

Dark Pink-Red

Pi

Multi

Y-P

NP

B

Red

Wh-L
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35×20×60
35×32×8　￥42,800 〜

￥4,400 〜

キャスケードブーケ
¥66,000（税込）〜

ラウンドブーケ
¥49,500（税込）〜

ラウンドブーケ
¥57,200（税込）〜

サイズ幅約 22cm

φ約 21cm  ￥57,200 〜

φ約 21cmφ約 17cm

結婚式当日より
３ヶ月〜１ヶ月
前までにはご相
談下さい。

ハクレイ

Wedding Bouquet

 Corsage
ウェディングブーケに合
わ せるブートニアやコ
サージュ、ハクレイもウェ
ディングブーケ同様お好
みのデザインで承ります。

bc-13000
 ¥330,000（税込）
サイズ 60×45×45

bc-12995  ¥330,000（税込） 
サイズ 60×18×68
重量約 5.3kg

bc-13128  ¥27,500（税込）  サイズ 17×10×23

bc-16500  ¥24,200（税込）  サイズ 23×22×23
（イーゼル付き、壁にはかけられません）

bc-13084  ¥396,000（税込）
 サイズ 67×20×78　重量約 4.9kg

bc-13082  ¥220,000（税込）
サイズ 45×14×45　重量約 4.1kg

アクリル付き

HP Cassis

フレンチクラシカル
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U-PU-ORU-B

Tall 

Short 

Medium 

P

P

P

Y

Y

O

O

O

G

G

G

G

B

B

B

B

Tall bc-10893  各 ¥19,800（税込） 
BOX サイズ 9.5×9.5×56.5

Short bc-10895 各 ¥8,360 （税込） 
BOX サイズ 7×7.5×23

Medium bc-10894 各 ¥14,300（税込） 
BOX サイズ 8.2×8.7×40.3

Dozen  Roses

bc-13133  各 ¥22,000（税込）  サイズ 24×12×18

bc-12952  各 ¥9,350（税込）  
サイズ 24×12×18 花器ベルギー製

bc13138  各 ¥6,050（税込）  ケースサイズ 12×12×24.5

R P

NEW!専用クリアケースお作り致しました。
Medium、Short のみ  各 ¥550（税込） 

bc-13137-L  各 ¥7,700（税込）  
サイズ 17×17×16

bc-13137-M
各 ¥4,950（税込）  
サイズ 13×13×13

bc-13212  各 ¥8,250（税込）  
サイズ 12×10×17

R

R

PL PuNP

グリーンに囲まれて
　爽やかな雰囲気をお楽しみください

PB YO

8 9



バラが咲き誇る
　華やかなブーケ・アレンジ
お誕生日に、プロポーズ、ギフトに、
ご自分の部屋に！！

Standing Bouquet

Bouquet
3 輪  ¥5,500（税込） 
7輪  ¥12,980（税込） 
12 輪（DOZEN）  　　
　　 ¥22,000（税込） 

bc-13223
サイズ 15×10×28　

bc-4830  ¥22,000（税込）  
サイズ 17×12×18.5　

bc-13220 各 ¥33,000
（税込）  サイズ 30×22×39　

bc-13217  各 ¥16,500（税込）   サイズ 17×16×26

bc-13218  各 ¥11,000（税込）   サイズ 17×14×28
bc-13219  各 ¥5,500（税込）   
サイズ 11×10×15

R

R

B

B

O

P
P

大小 ROSEとグリーン類のエレガントなブーケ
カラフルでキュートなブーケ

大輪の ROSEとヘデラ。シンプルでシックなブーケ。
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大切なあの方に想いを馳せて…お供えのお花のご案内

bc-12957  ¥11,000（税込）お花のみ
サイズ 17×10.5×28 お花まではH20
bc-12960  ¥22,000（税込）器込み
サイズ 17×10.5×36 

Memory  Boxes
思い出を閉じ込めて・・
木製で、ブラウンホワイトのアンティーク仕上げです。
左側にお好きな写真や絵葉書等を飾ることができます。

（左枠はハガキサイズ 100×148mm）

桐製のメモリーボックスです。ブラウンブラックのアンティーク仕上げです。

bc-12813  ¥8,250（税込）
期間限定 ¥6,820（税込） 
サイズ 24×7×17

bc-12820 ¥6,820（税込） サイズ 24×7×17

O

R

P

L
P

L

O

L

bc-13192  ¥4,950（税込）
サイズ 8×8×15

bc-13193  ¥11,000（税込）
サイズ 16×14×27

B OY

P

G

L

B

B

R
R

LC

bc-10977
各 ¥6,050（税込）
ケースサイズ
13×13×13

bc-9955 bc-10977

Crystal Rose

クリスタルの器の輝
きとクリスタルが美
しい、ダイヤモンド
の様なアレンジメ
ント。一つあるだ
けで、空間がとて
も華やかになりま
す。アクリルケース
はアレンジメントの
底面に接着してお
りますので、取り外
してお楽しみ頂き
たい方は黒いボッ
クスにお入れします。

（黒ボックスは bc-
9955 のみ可）

透明感あふれる
　　　アレンジメント

R Y G BPuP ChNB

M：bc-12311  ¥16,500（税込）  サイズ 11×11×28　Ｓ：bc-12312  ¥8,250（税込）    サイズ 8×8×15.5

bc-13135  各 ¥8,800（税込） 
ケースサイズ 13×13×13

bc-9955  各 ¥3,960（税込） 
ケースサイズ 9.8×9.8×9.8

bc-13194  ¥5,500（税込）
サイズ 9×8×18

O

Pu

Pi

L

Y

LB

LP
Wh

LG
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Maison de Ferme

P

PP O

bc-12951  ¥8,250（税込）  サイズ 23×5×23 bc-12426  ¥19,800（税込）  
サイズ 29×8×29

bc-12500  ¥27,500（税込）  
サイズ 24×7×30（ガラス付き、重量約 1.2kg） 

壁にかけられます

O
PuP

bc-4100  各 ¥27,500（税込）
サイズ 24×7×30（ガラス付き  重量約 1.2kg）

壁にかけられます。 

Fiorenza

Nature

Pa

Multi

R

L

B
HP

クリスマスに
限らず幸せ
を運ぶ象徴
として親しま
れてきたリー
スアレンジメ
ントです。

bc-12499  ￥66,000（税込）ガラス付き
サイズ 31×8×39 重量 2.76kg（台座は付きません）

bc-12950  ￥16,500（税込）
サイズ 18×8.5×18  重量 0.85kg

bc-12498  ￥38,500（税込）サイズ 24×7×30 
重量 1.5kg（台座は付きません）

PL

LC

Pa

LC  Moss

O R

桐製のフレームで前面はガラスで覆
われています。アンティークブラウン
の塗装がシックなボックス感覚のアレ
ンジメントです。壁にもかけられます。

N

O

R

bc-10948 各¥13,200（税込） サイズ 18×8.7×18  重量約360g 
（ガラス付き、壁にかけられます）

bc-13190- 庭園 ￥137,500（税込）
ブラックウォールナットテラリウム
サイズ 37×22×26 アクリル付き

bc-13195  ￥137,500（税込）

bc-12958  ￥165,000（税込）
くるみ無垢のテラリウム

サイズ 40×25×20 低反射高透過ガラス付き

bc-13190- 牧場  ￥137,500（税込）

趣のある山桜のフレームとお花のコンビネーションをお楽しみ下さい。
桜の無垢の専用の台は別売税込 5,500円です。低反射高透過ガラスご
希望の場合は bc-12498 は別途 5500円、bc-12499 は別途 7700円
となります。ブラックウォールナットでも製作できます。

置いて楽しむ、 かけて楽しむアレンジメント

壁にかけて楽しめるフレームアレンジです。
A4 サイズで ” 大きすぎなくて ” ちょうどいい
サイズ。前面はガラスで保護されています。
縦向きでも横向きでも飾れます。
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bc-12241
サクラ無垢耳付き時計　花時

¥38,500（税込）   30×11×21-25cm

bc-13198
ブラックウォールナット

無垢プランツ  ローズ
¥22,900（税込）

サイズ 30×17×12

bc-12251
ブラックウォールナット無垢耳付き時計
¥38,500（税込）  30×11×21-25cm

bc-12684 ブラックウォールナット
無垢フレーム ¥165,000（税込） 

45×11×45 
（低反射高透過ガラス付き） 重量 3.9kg

bc-12248 ブラックウォールナット
無垢時計 MOSS¥49,500（税込） 
29.5×9.5×29.5cm 重量 1.2kg

bc-12812 ブラックウォールナット
無垢フレーム ¥352,000（税込） 

60×11×60
（低反射高透過ガラス付き） 重量 4.4kg

bc-12240
サクラ無垢フレーム

MOSS
¥88,000（税込）

35×11×35cm
重量 2.7kg

bc-12243
サクラ無垢耳付き時計　

サクラの小道
¥38,500（税込）

30×11×29cm

サクラ無垢テーブル
（天板厚み 4cm）

bc-12301 （4 本脚）
¥170,500（税込）

80×40×70cm
bc-12302（2 本脚）

¥242,000（税込）
120×70×70cm

畔〜ほとり〜

枯山水〜かれさんすい〜

BC-11634 “ 椿 ” ¥165,000（税込） 
サイズ 45×11×45

（低反射高透過ガラス付き） 重量約 3.9kg

BC-11574  ¥352,000
サイズ 60×11×60

（低反射アクリル付き）重量約 4.4kg

Ange

〜椿〜

BC-11632 ¥96,800（税込） 
サイズ 35×11×35

（低反射高透過ガラス付き） 重量約 2.4kg

BERRY-35

BC-12944 ¥96,800（税込） 
サイズ 35×11×35

（低反射高透過ガラス付き） 重量約 2.4kg

清花

bc-13196
ブラックウォールナット
無垢プランツ  苔
¥29,700（税込）
サイズ 50×17×12

bc-13199 ブラックウォールナット無垢フレーム 窓の向こうに
¥110,000（税込） サイズ 45×107×30

飛騨高山の提携工房で作られている無垢の木の
温かみが光るフレームと時計。
時間と共に変わりゆく木の表情とナチュラルなお
花に囲まれた豊かな時間をお楽しみください。
木の種類はサクラ、オーク、くるみ、ブラックウォールナッ
トなどからお選び頂けます。
フレームは反射が少なく透明度の高い特殊な低
反射高透過ガラスを使用しており、フレーム内の
お花をしっかり守りながらも美しくお花を見られる
様に工夫をしています。

bc-13195 ブラックウォールナット無垢プランツ  枯山水
¥29,700（税込）サイズ 50×17×15

壁にも取り付ける
ことができます。

無垢時計
それぞれの木の個性が最も表れる丸太の一番外側の部分を職
人の手により丁寧に削られた＝耳付きの無垢時計シリーズで
す。時計の針まで無垢の木で作りました。小花を添えたアレ
ンジは絵本の世界観に吸い込まれる様な魅力があります。
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bc-13056
ブラックウォールナット

無垢フレーム
各 ¥220,000（税込）

35×11×90cm 
（低反射高透過ガラス付き）

重量 7kg

飛騨高山の提携工
房で作られている無
垢の木の温かみが
光るフレームと時計。
時間と共に変わりゆ
く木の表情とナチュ
ラルなお花に囲まれ
た豊かな時間をお
楽しみください。
木の種類はサクラ、
オーク、くるみ、ブラッ
クウォールナットなどか
らお選び頂けます。
フレームは反射が少
なく透明度の高い
特殊な低反射高透
過ガラスを使用して
おり、フレーム内の
お花をしっかり守り
ながらも美しくお花
を見られる様に工
夫をしています。

ブラックウォールナット無垢フレーム

Rose-Garden-90
bc-1 1642 
¥550,000
（税込）
サイズ
 90× 1 1×90
重量約8.6kg
（低反射
　アクリル付き）

伊波〜いなみ〜

BC-12961  
¥176,000

（税込）
サイズ 

31×10×90 
重量約 3.4kg

Vague

bc-12690
ブラックウォールナット無垢フレーム

 ¥176,000（税込）
35×11×60cm 重量 3.9kg

bc-12943
ブラックウォールナット無垢フレーム

 ¥176,000（税込）
35×11×60cm 重量 3.9kgbc-12931ブラックウォールナット

無垢フレーム  ¥385,000（税込）
50×11×80cm  重量 7kg

① ② ③風音〜かざね〜 彩華〜さいか〜ポルトボヌール

低反射高透過ガラス付き（①〜③）

Red
Moss Red Moss

BC-11570  
¥198,000

（税込）
サイズ
 31×15×114
重量約 4.6kg
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bc-12945
¥880,000

（税込）
オリジナルアレ
ンジの場合は
¥880,000〜
¥1,265,000

（税込）となります。
サイズ
115×26×115
重量約 11kg

Be l Canto Verd i

bc-11422 ¥110,000（税込）
サイズ 45×8.9×45 重量約3.1kg

低反射アクリル仕様 ¥129,800（税込）

bc-2369 ¥121,000（税込）
サイズ 45×8.9×45 重量約3.1kg

低反射アクリル仕様 ¥140,800（税込）

レッド＆ピンク

bc-11651  ¥132,000（税込）
サイズ 60×15×60 重量約 2.5kg

bc-12819  ¥96,800（税込）
サイズ 45×11×45  重量約 1.8kg

R

渦の道

庭

幻想

bc-12956  ¥550,000（税込）
サイズ 90×20×90  重量約9.7kg

川の音 bc-11270  ¥220,000（税込）
サイズ 35×8.5×90 重量約 4.7kg

低反射アクリル仕様 ¥242,000（税込）

Be l lezza
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Green

Garbera M - Rond -

Multi

Moss

Moss M

Garbera S

BC-11694  ¥88,000〜（税込）  サイズ 45×10×45
重量 1.5kg   凱旋門の小道

bc-10898 L  φ 45cm 重量約 2.8kg
bc-10900 M  φ 30cm 重量約 1.1kg
bc-10903 S  φ 15cm 重量約 240g

BC-11692
¥55,000〜（税込）
サイズ M φ30 
重量約 1.1kg
Dear マロン

BC-11693  ¥55,000〜（税込）  サイズ M φ30
重量約 1.1kg　セーヌ川に佇んで

L-15 L-16

〜オリジナルアレンジのご紹介〜

お客様のデッサンやお写真に基づいてアレンジ致します。
詳しくはお問い合わせくださいませ。

M-4

M-9

S-2

S-4

S-12

¥35,200（税込）  ¥33,000（税込）  

¥9,350（税込）  

¥9,350（税込）  

¥9,350（税込）  

¥35,200（税込）  

¥66,000（税込）  ¥66,000（税込）  

M-7
bc-13221  ¥88,000（税込）〜

サイズ 31×8×39  低反射高透過ガラス付
重量約2.76kg（台座は付きません）

bc-13202  ¥71,500（税込）〜
サイズ 30×7×24  低反射高透過ガラス付

重量約1.5kg

ネコちゃんフレーム
bc-13216  ¥55,000（税込）〜
サイズM 30φ  重量約1.1kg

大切なワンちゃん、ネコちゃん、
イニシャル等、様 な々ご要望に
お応え致します。

珍しい丸い形のフレームです。壁掛けインテリアとしても、テーブルの上にも置いて頂けます。
和モダンな雰囲気のお部屋にぴったりです。
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特許取得済

bc-10000   ¥880,000（税込）
サイズ 60φ×75

bc-10000   ¥880,000（税込）サイズ 60φ×75

bc- 1 2540 
¥715,000（税込）

（左）オーク
直径 1 1 0cm

（上）ウォールナット
直径 1 00cm
高さ70cm（共通）

Luna ダイニング 3点セット
RAMS   ¥850,000（税込）
RESORT  ¥965,000（税込）

Luna（Table）
このテーブルのやさしい丸みは
とてもエレガントです。

RAMS（Chair）
一度座ったらくせになる座り心地。
とても軽く、生活が楽になります。

RAMS bc- 1 1 695  オーク、ウォールナット、チェリー　座面：黒本革
¥79,200（税込）サイズ 58×52×72.5

bc-10006   ¥1,100,000（税込）
サイズ 75φ×75

bc-10006   
¥990,000（税込）
サイズ 75φ×75

bc-10472  ¥96,800（税込）
サイズ 58×67×78
本革製 
ブラック・レッド

RESORT
bc- 132 1 5

ウォールナット・ 本 革 （ オ レ ン ジ ）
¥133,100（税込）
サイズ 66×54×7 1 .5CHESS 60 Rose

CHESS 60White-Pink

Luna 〜ルーナ〜

椅子

CHESS 75 Rose 椅 子

椅 子

CHESS 75 Moss

R

Flower Tables
GINZA SOBI FLOWERS のテーブルはプリザーブドフラワーを綺麗に保つことができるテー
ブルの作りで特許も取得しています。長年プリザ ーブドフラワーを専門に取り扱ってきた技術・
経験・工夫を活かして新たなお花の楽しみ方をご提案します。フラワーテーブルはホテル・
レストランはもちろん。ご家庭でもお楽しみ頂けます。

人気の箱庭風アレンジ

ドイツ製低反射高透過ガラス使用・特許取得済
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ROMANESQUE（Table）bc- 1 2764  φ75×75×70
ブラックウォールナット ￥715,000（税込）

RAMS（Chair）
ブラックウォールナット（黒本革）  ￥79,200（税込）

ROMANESQUE  ダイニング３点セット¥860,000（税込）

Torch（Table）bc- - 1 28 10  φ70×H70
ナラ（秋田産）¥737,000（税込）

RAMS（Chair）
オーク（黒本革）¥79,200（税込）

Torch  ダイニング３点セット ¥880,000（税込）
Torch・RAMS共にブラックウォールナットもございます。

Cube

Torch（Table）
オリンピックの松明より命名しました。秋田産「ナラ」
の風合いと森の中を散歩しているイメージのお花のアレ
ンジがとてもリラックスできます。
毎日座ることが楽しみになります。

bc- 13 158  80×80×45
¥528,000（税込）
ブラックウォールナット

G

¥462,000（税込）

bc-10834
45φ×h55cm

SOPPA

Cube bc- 13 157  80×80×45 ¥638,000（税込）
手前部分は引き出しが二つついています。
ブラックウォールナット

ソファ  ブラックウォールナット
くるみでも製作可能です。
bc- 13 157  奥行き74×高さ89
SH-36 AH-50

シングル bc- 13 165  幅84
¥308,000（税込）
ダブル bc- 13 166  幅 1 42
¥418,000（税込）
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無垢の木のかもしだす様 な々表情とお花のアレン
ジのハーモニーがとてもリラックスした特別な時を
楽しませてくれます。

テーブルの木の種類
オーク、さくら、くるみ、ブラックオールナットなど
それぞれ無垢で対応できます。

プリザーブドフラワーアレンジ
各色ローズ、苔、アジサイ、リーフなど
テーブルの雰囲気、お客様のご希望に合わせて
アレンジいたします。

美琴（Table）bc- 1 2400
¥880,000（税込）  サイズ W140~160×D85~90×H70

（¥1,150,000（税込）  美琴ダイニング 5 点セット W140~160）
¥968,000（税込）  サイズ W180~200×D90~100×H70

（¥1,260,000（税込）  美琴ダイニング 5 点セット W180~200）

RAMS（Chair）オーク（黒本革）  ￥79,200（税込）

bc- 132 14
¥396,000（税込）
サイズ W100×D60×H45

写真は W140×D85×H70　
オークテーブル

美 琴

テーブル 〜パーソナル〜

￥396,000（税込）
サイズ 90× 約 50× 高さ 70  

Chair  〜 RAMS 〜　￥79,200（税込）
　仕様　チェリー黒本革 
　　　　チェリーあずき本革
　　　　ブラックウォールナット黒本革
　　　　オーク黒本革

テーブルイスセット価格 ￥435,000（税込）

さくら無垢 優しい色合いと木目を楽しむさくらテーブルで
安らぎのひととき。

人気の高いブラックウォールナット無垢。 力強いオーク無垢の木目は生命力を感じます。

Red-Moss

耳付きの無垢の木でもお作り致します。

Cafe

テレワークやあなただけの癒しの
空間におすすめの一人用サイズ
のテーブルです。
bc- 1 2543
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bc-10005  ¥638,000（税込）
サイズ 45φ×55 特許取得済

MARBROUND

Gold

bc- 1083 1
¥440,000（税込）
サイズ 45φ×h55

bc- 132 1 5
エリザベスチェア
黒革
¥781,000（税込）
サイズ W45×D77×H72

UNIVERSE

Red

イヴ・コフォード・ラーセンの作品。「エリザベス女王」も購入した事で、エリザベスチェアと言われています。
そのライセンスを持っている工房で製作しています。

銀座コア１F 入口店舗の様子

銀座コア１F 奥側店舗の様子
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SOBI2303  カタログ有効期限 2023年8月31日納品分まで　価格は税込み価格です 

器やお花の色、アレンジのサイズなど若干変更になる場合がございます。

bc-13203  １枚板テーブル
ご要望の木、大きさ、形でお気に入りの１枚板テーブルをお作りします。
様 な々脚の形、素材（スチール、木製、etc）、テーブルの高さもお好みで。


