
BOUQUET
AFTER
The GreenRoom Atelier 由花



⼤切な想い出の花を
ひとつひとつ⼼を込めて⼿作りしてます

グリーンルームのこだわり

結婚式のブーケやプロポーズフラワーなど、お⼆⼈と⼀緒に幸せな時間を過ごした花だから残す
意味があると思います。多少傷がついてもお⼆⼈の思い出のお花です。
レカンフラワーとは、「花の宝⽯箱」という意味があります。⾃然本来の⾊を⽣かした独⾃のド
ライフラワーです。お預かりしたブーケを特許技術の乾燥⽅法で美しいレカンフラワーにします。

グリーンルームアトリエ由花は、代表兵藤由花を中⼼に専⾨教育
をうけた当社スタッフが、常にお客様の思いに寄り添い、⼼温ま
る幸せな瞬間の花を、ずっと咲き続け残せるように制作します。

Lecrin Flower

杉野宣雄プロュース 〜花と緑の研究所〜
「⾃然の美しい⾊が美しい押し花」
35年前から植物の⾃然美を追求し続ける押し花界の第⼀⼈者です。
押し花電報やブライダルブーケ、芸術作品など多様な分野に押し花を広げています。
メディア出演多数。世界押花芸術協会会⻑。レカンフラワー協会会⻑。
英国押花クラフトギルド名誉会員など。

＜業界最多の特許出願＞
押花、レカンフラワーなど、美しい乾燥花を作る技術【特許 4938363号】
美しい乾燥花の退職を防ぐ技術【特許4999478号】
他にも業界最多の優れた技術があります。



レカンフラワー
商品一覧
立体タイプ

Premium
プレミアムホワイトフレーム

580×420×120㎜
\ 178,000（￥195,800 税込)

壁掛け・置き型

プロポーズフラワーで⼈気の
108本の花束を残すことができる

Elegance108 シリーズです。
花の⼤きさにより

80〜100輪程度の花数が可能

Elegant white
エレガントフレーム ブロンズ

540×380×110㎜
￥157,000（\172,700 税込）

壁掛け・置き型

Elegant bronze
エレガントフレーム ホワイト

540×380×110㎜
￥157,000（\172,700 税込）

壁掛け・置き型 2

Elegant white Elegant bronze



Metallic white
メタリックホワイトフレーム

450×390×100㎜
￥140,000（\154,000 税込）

壁掛け・置き型

Elegant white coco

メタリックホワイトフレーム
450×390×100㎜

￥140,000（\154,000 税込）
壁掛け・置き型

70 輪程度の花を残すことができる
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Elegant bronze coco

Elegant white coco

Elegant bronze cocoMetallic white

Elegance108シリーズココサイズ



レクタンギュラー
ホワイトボックス

300×390×135㎜
￥77,000（\ 84,700 税込）

置き型のみ

花を敷き詰めたり、
キャスケードブーケ
も再現できます。
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Rectangler whitebox
奥⾏きのあるボックス型

キャスケードブーケを再現できます

Before
After



奥⾏きのあるフレームは⽴体的な
ブーケの形を再現できます。

⽴体的なデザインを表現できます。

Square cube

スクエアキューブ
ホワイトボックス

特殊デザイン ¥ 3000（税込￥3300） 5

花束型

ラウンドブーケ型

例）パールを別途購入

Square cube

特殊デザイン ¥ 3000（税込￥3300）

245×245×132㎜
\ 63,800（税込 ￥70,180）

置き型のみ



Natural flame
ナチュラルフレームホワイト

300×300×100㎜
￥62,000（￥68,200 税込）

壁掛け・置き型

6



Romantic silver
いつでも夢を叶えたい
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ロマンティックシルバー
300×300×100㎜

￥62,000（￥ 68,200 税込）
壁掛け・置き型

ロマンティックシルバー



Metalic
クールでゴージャス感のあるメタリック

メタリックフレーム
300×300×100㎜

￥62,000（￥ 68,200 税込）
壁掛け・置き型8

メタリックフレーム
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ナチュラルフレームグレー
300×300×100㎜

￥62,000（￥ 68,200 税込）
壁掛け・置き型

Dozen rose box
12本のバラがちょうど⼊るサイズ

〜Warm gray〜

〜Cashmere〜

〜Chocolat〜

ダーズンローズボックス全３⾊
240×185×80㎜

\43,000(\ 47,300 税込）

１２本のバラの意味
愛情・情熱・感謝・希望・幸福・永遠・尊敬・努⼒・栄光・誠実・信頼・真実
これら１２の想いを込めて「このすべてをあなたに誓います」という意味でプロポーズにバラを贈ります。
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Natural gray
シンプルと上品さをあわせもつナチュラルグレー

ナチュラルフレームグレー
300×300×100㎜

￥62,000（￥ 68,200 税込）
壁掛け・置き型

ブーケの伝説
ヨーロッパでは、古くから

「花には思いが宿る」
と⾔われてきました。
祝福のブーケには、お⼆⼈の幸せな想い、
ご両親の思い、参列されたかたの思いが宿っています。



White Brown Flame
花の⾼さが3センチまでの薄い額

ホワイト・
ブラウンフレーム

276×276×57㎜
￥30,000（\ 33,000 税込）

額⽴て付属品
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~ Green ~

Natural wood 
flame

~ Orange ~

~ Beige ~

~ White ~

ナチュラルウッド 全8⾊
153×153×85㎜

￥38,500（\ 42,350 税込)
壁掛け・置き型

~ Pink ~

~ Green ~ ~ Orange ~

~ Beige ~

~ White ~

~ Pink ~



Colum dome
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Regina dome

レジーナドーム
155×H205㎜

￥48,000（\ 52,800税込）

コラムドームコラムドーム
172×138㎜

￥46,000(\ 50,600税込）

Colum dome

Regina dome
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へミスフィアドーム
180×145㎜

￥43,000（\ 47,300税込）

Hemisphere dome
ガラスドームで⼈気No.1

結婚式のブーケの雰囲気をそのまま残せる



Tiara dome
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ティアラドーム
140×H160㎜

￥35,000（\ 38,500 税込）
＊複数購⼊割引あり

￥63,000（￥69,300 税込）/2個
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Dreem dome
ガラスの模様が美しいコンポート型

ドリームドーム(数量限定)
153×H85㎜

\24,000 （￥26,400 税込）
＊複数購⼊割引あり ￥47,520 /2個

Hemisphere mini
乾燥剤がパワーアップしてリニューアル

へミスフィアミニ
105×H80㎜

\25,000（￥27,500 税込）
＊複数購⼊割引あり

\45,000 (￥49,500 税込) /2個

Dream dome
ガラスの模様が美しいコンポート型



Blooming bottle

ブルーミングボトル⼤
100×H195㎜

￥40,000（\ 44，000税込）

ブルーミングボトル⼩
100×H125㎜

￥34,000（\ 37，400 税込）
＊複数購⼊割引あり
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17
Compote domeコンポートドーム

95×106㎜ ￥12,000（\ 13,200 税込） ＊複数割あり

Accesary clum
アクセサリーコラム⼤

100×H215㎜ ＊複数割あり
購⼊者特別価格￥12,000 (\13,200 税込)

通常価格￥15,000 (\16,500 税込)
アクセサリーコラム⼩

75×H145㎜ ＊複数割あり
購⼊者特別価格￥9,000 (\9,900 税込)

通常価格￥12,000 (\13,200 税込)

少しでも花を残したい…
こちらは他の商品と⽐べて
乾燥剤の効きが弱い商品です。

Compote dome



複数制作事例

スクエアキューブホワイトボックス
ダーズンローズボックス（カシミヤ⾊）

へミスフィアドーム



ドライフラワーの花束を
⻑く持たせるには

保存加⼯がおススメです

⼈気のドライフラワーのブーケは、
そのまま飾っていると、

⾍がついてボロボロになります。
⾍はドライフラワーから、

布・服、穀物類に移っていくので厄介です。
⻑く保存するために、

ブーケフレームがおススメです。



Pre-remakebox
造花、プリザーブドフラワーの保存加⼯

BeforeAfter
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結婚式で使ったプリザーブドフラワーのブーケ・・・
プロポーズでもらった花束・・・

外気に触れないように、ケースに⼊っていれば
永久に保ちますが、そのままでは3年ほどで
埃や油でベトベトになってしまいます。

そうなる前に、プリザーブドフラワーブーケも
フレームの中に⼊れて保存することで、
飾りやすくなりいつまでも楽しむことができますよ。

※こちらの商品は密封しません

名前 !"
レキュタンギュラーホワイトボックス(RC) !"#$%##&
スクエアキューブホワイトボックス(SC) !''$###&
ティアラドーム !(#$("#&
へミスフィアドーム !(($###&
レジーナドーム !("$(##&
コンポートドーム !)"$%##&
ブルーミングボトルS !*"$'##&
ブルーミングボトルL !(#$+##&
ミニヘミスフィア !)+$,##&
ドリームドーム !)+$,##&
ホワイト・ブラウンフレーム !**$###&
ダーズンローズボックス !''$###&
ナチュラルウッド !(#$+##&
ナチュラル・ロマンティックシルバー・
メタリックフレーム・ !%*$+##&

メタリックホワイト/エレガントココ !)**$)##&
エレガントフレーム(ホワイト・ブロンズ） !)(%$(##&
プレミアムホワイトフレーム !)"%$###&
アクセサリーコラム ⼤ !)"$%##&
アクセサリーコラム ⼩ !))$###&



Option  選べるオプション

1 ネームプレート ￥2200
ゴールド・シルバーからお選びいただけます。
全ての商品にお⼆⼈のお名前と⽇付をお⼊れします。
※押し花商品の「プチ・ゴールド」には、ネームプレートは付きません。

2 スワロフスキークリスタル 無料サービス
レカンフラワーにきらめきをプラスします

3 リボン・ラッピングおすすめパック ￥550・￥1100

4 花パック（カスミソウ）￥550・￥1100・￥2200
カスミ草の花⾔葉は「幸福」「清らかな⼼」ブライダルにぴったり

5 花パック（デルフィニウム）￥550・￥1100・￥2200
サムシングブルーで代表されるデルフィニウム
＝花⾔葉「永遠」100年経っても⾊が変わらない

6 花おすすめパック.�￥660・￥1650・￥2200
お任せは、リボン，カスミソウ、デルフィニウム、
ブルースター，カーネーションなどお任せで追加します

7 特殊デザイン キャラクター再現・ハート など ￥3300

8 納品時 郵送 全国⼀律 ￥3000
19



選べるバックカラー お任せの場合は、お花に似合うカラーをこちらでセレクトします。

押し花
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バックカラー「英⽂字」の⽂章（訳）

愛は寛容であり、愛は情深い。
また、ねたむことはしない。
愛は⾼ぶらない、誇らない。
不作法をしない、⾃分の利益を求めない、
いらだたない、恨みをいだかない。
不義を喜ばないで真理を喜ぶ。
そして、すべてを忍び、すべてを信じ、
すべてを望み、すべてを耐える。
コリント⼈へ第⼀の⼿紙 第13章から

ホワイト ピンク ブルー

⽣成り ネイビー

ブロンズ

英⽂字

ホワイト

レカンフラワー



結婚式ブーケ保存加⼯専⾨サロン
・フラワースクール

名古屋駅本店
愛知県名古屋市中村区則武1丁⽬13-9
チサンマンション第3名古屋307
＜名古屋駅から徒歩5分＞
TEL：052-526-8701
定休⽇：毎週⽕曜⽇

フラワーギフト・ハンドメイド雑貨販売
・フラワースクール
・結婚式ブーケ保存加⼯専⾨店

名古屋東店
名古屋市名東区上社1丁⽬412
天照レジデンス1F
＜上社駅から徒歩3分＞
TEL.052-737-6430
定休⽇：不定休

グリーンルームアトリエ由花


