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　多肉植物とは、 乾燥した厳しい環境に適応するために、 水分や養分を葉や茎、 根に蓄え

乾燥に耐える機能をもつ植物の総称です。

　世界各地に 15,000 種以上が分布しているという多肉植物は、 交配等でつくられた園芸品種

も合わせると一般に流通しているものだけで、 数千種類はあるといわれています。

韓国多肉植物協会と契約生産

多肉植物は光・温度・水にたいへん敏感な植物です。同じ個体でも管理の差で色

や形に大きく違いが出てきます。韓国の生産現場では、豊富な経験と徹底した管

理技術により良質な苗を安定して生産し日本へ供給しています。

が作る多肉植物へのこだわり

培養土へのこだわり

日本の過酷な夏を乗り切るためのオリ

ジナルブレンド！熱を POTの外へ逃

がす為の熱伝達に優れた培養土です。

ポットへのこだわり

通気性と排水性がよく根がルーピング

しないスリット式を採用。

色はホワイトで夏場の熱の吸収を抑え、

蒸れを防ぎます。

管理のこだわり

多肉植物の生育に適した気候のなか、徹底し

た温度・日照・水管理により育った苗は、しっ

かり締まって肉厚です。お店でも良い状態で

長く販売いただける苗をご提供しています。

今や韓国は世界 1の多肉

植物の生産国と言われて

おります。その韓国の多

肉植物生産者で構成され

ている韓国多肉植物協会

と契約し、約 20 件の多肉

植物生産農場で委託生産しております。韓国

では新しい品種の品種改良も盛んで、毎年多

くの品種が作出されており世界中が注目する

多肉植物生産国となっています。

韓国多肉協会　会長

株式会社花ごころ製造

こだわりぬいた最高品質の多肉植物をあなたへこだわりぬいた最高品質の多肉植物をあなたへこだわりぬいた最高品質の多肉植物をあなたへ

We produce the highest quality succulent plant stuck for you.





ネルソルの使い方

準備する物

水やり

１　約 1 週間～ 2週間後、 根が発根したら植え込み後初めてお水を与えて下さい。１　約 1週間～ 2週間後、 根が発根したら植え込み後初めてお水を与えて下さい。

３　水やりのタイミングは多肉植物の状態を観察し下葉の水分がなくなり柔らかくなったりシワが３　水やりのタイミングは多肉植物の状態を観察し下葉の水分がなくなり柔らかくなったりシワが

　　寄ってきたらたっぷりと水を与えましょう。　　寄ってきたらたっぷりと水を与えましょう。

２　水やりは、 ネルソルが完全に乾いた状態では水をはじきやすい為、 ゆっくり長く与えます。２　水やりは、 ネルソルが完全に乾いた状態では水をはじきやすい為、 ゆっくり長く与えます。

　　または水を張ったバケツに植え込んだ部材ごと１０分程浸けて下さい。　　または水を張ったバケツに植え込んだ部材ごと１０分程浸けて下さい。

１　ネルソル１　ネルソル ３　植え込み部材３　植え込み部材 ５　はさみ５　はさみ４　水４　水２　多肉植物２　多肉植物 ６　割り箸６　割り箸

必要な材料を準備します必要な材料を準備します
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ネルソルを容器に入れますネルソルを容器に入れます

糸を引くくらい粘りがでたら糸を引くくらい粘りがでたら
使用できます使用できます

ネルソルを植え込み部材にネルソルを植え込み部材に
着けます着けます



多肉植物関連資材

ハンギングタブロー ・ バロックシリーズ

ハンギングタブロー ・ ナチュラルシリーズ

サキュレントベース

【000002000】

CT : 20LOT : 10

ウェービーⅡ THS-005

W195×H360×D55 4560103770065

材質 ： 木製

ネルソル付属 【000002000】

CT : 20LOT : 10

ガリア ST SMZB-002ST

W180×H120×D55 4560103774650

材質 ： レジン製

ネルソル付属 【000002000】

CT : 20LOT : 10

ガリア BK SMZB-002BK

W180×H120×D55 4560103774667

材質 ： レジン製

ネルソル付属 【000003000】

CT : 6

チェスター SMZB-003ST

W220×H170×D100 4560103774674

材質 ： レジン製

【000002000】

CT : 20LOT : 10

タラゴナ HTBS-004ST

W200×H200×D50 4560103774698

材質 ： レジン製

【000002000】

CT : 20LOT : 10

ヴォルビリス HTBS-00５WH

φ225×D50 4560103774704

材質 ： レジン製

【000001600】

CT : 20LOT : 10

デッキⅡ THS-006

W255×H195×D55 4560103770072

材質 ： 木製

ネルソル付属 【000002600】

CT : 20LOT : 10

ルーゴ HTMS-009M

W175×H225×D15 4560103774643

材質 ： レジン製

ネルソル付属 【000002600】

CT : 20LOT : 10

メリダ HTMS-008M

W175×H225×D15 4560103774636

材質 ： レジン製

ネルソル作品集

7 8

宮本　好江 田近　ゆかり 茶谷　絹絵

田畑　麻希 田近　ゆかり 原田　加奈 辻内　まゆみ

村田　雅美 渡邉　裕子 茶谷　絹絵

植木　清乃藤井　奈智子 山岡　淳子

忍田　恵子



 SeriesDesigners
You will enjoy showing off this artistic small house to your friends.

人気のモルタル造形をリアルにレジンで再現

ピースオブマインド 「加藤　孝幸氏」 が作る

モルタル造形の 「ミニチュアハウス」
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Piece of mind 代表　ガーデンデザイナー

加藤　孝幸　　1965 年生まれ

2002 年　ガーデン設計施工会社 Piece of 

2015 年　作品集 MINIATURE  SMALL  

2010 年　東京インターナショナル ・ フラワー＆

mind 設立

ガーデンショーゴールドメダル受賞

小さな小さな庭の家　発売GARDEN/

Designer

加藤 孝幸

【固まる土ネルソルを使用して植えています】

【000005000】

CT : 6

セカンドハウス POF-004H-YE

W170×H210×D170 4560103774759

材質 ： レジン製

【000005000】

CT : 6

セカンドハウス POF-004H-BR

W170×H210×D170 4560103774766

材質 ： レジン製

【000005000】

CT : 6

セカンドハウス POF-004H-BE

W170×H210×D170 4560103774773

材質 ： レジン製

【000003500】

CT : 6

ピースハウス POF-001H-YE

W160×H200×D130 4560103774568

材質 ： レジン製

【000003500】

CT : 6

ピースハウス POF-001H-BR

W160×H200×D130 4560103774711

材質 ： レジン製

【000003500】

CT : 6

ピースハウス POF-001H-BE

W160×H200×D130 4560103774742

材質 ： レジン製

サードハウス POF-005HｰPK

【000003800】

CT : 6

W170×H200×D160 4560103775039

材質 ： レジン製

【000003000】

CT : 6

ピースブック POF-006B-NB

W175×H235×D50 4560103775046

材質 ： レジン製

【000003000】

CT : 6

ピースブック POF-007B-NB

W175×H235×D55 4560103775053

材質 ： レジン製

サードハウス POF-005HｰOR

【000003800】

CT : 6

W170×H200×D160 4560103775022

材質 ： レジン製

ピースウォール POF-002H

【000003000】

CT : 6

W185×H250×D120 4560103774575

材質 ： レジン製

素材感を生かしたこだわりの仕上げ

細部のパーツも忠実に再現

REAL

 SeriesDesigners
2019NEW

2019NEW 2019NEW

2019NEW 2019NEW



【000002000】

LOT : 6  CT : 36

Jewel シリーズ JGS-001

φ115×H120 4560103774889

材質 ： レジン製

【000001800】

LOT : 6  CT : 36

Jewel シリーズ JGS-002

φ95×H115 4560103774896

材質 ： レジン製

【000001800】

LOT : 6  CT : 48

Jewel シリーズ JGS-003

φ105×H90 4560103774902

材質 ： レジン製

【000001800】

LOT : 6  CT : 24

AYUMi シリーズ JZS-001

W250×H250×D70 4560103774803

材質 ： 木製

【000001200】

LOT : 6  CT : 24

AYUMi シリーズ JZS-002

W200×H200×D40 4560103774810

材質 ： 木製

【000001200】

LOT : 6  CT : 36

AYUMi シリーズ JZS-003

W200×H130×D40 4560103774827

材質 ： 木製

【000001200】

LOT : 6  CT : 36

AYUMi シリーズ JZS-004

W105×H230×D115 4560103774834

材質 ： 木製

【000001000】

LOT : 6  CT : 48

AYUMi シリーズ JZS-005

W140×H85×D100 4560103774841

材質 ： 木製

【000000700】

LOT : 6  CT : 72

AYUMi シリーズ JZS-006

W120×H140×D55 4560103774858

材質 ： 木製

【000000700】

LOT : 6  CT : 72

AYUMi シリーズ JZS-007

W110×H120×D40 4560103774865

材質 ： 木製

【000000600】

LOT : 6  CT : 144

AYUMi シリーズ JZS-008

W70×H80×D40 4560103774872

材質 ： 木製

【000003300】

LOT : 6  CT : 24

Jewel シリーズ JGS-005W

W195×H375×D50 4560103774926

材質 ： 木 ・ レジン製

【000003300】

LOT : 6  CT : 24

Jewel シリーズ JGS-005B

W195×H375×D50 4560103774940

材質 ： 木 ・ レジン製

【000002800】

LOT : 6  CT : 24

Jewel シリーズ JGS-004W

W195×H315×D53 4560103774919

材質 ： 木 ・ レジン製

【000002800】

LOT : 6  CT : 24

Jewel シリーズ JGS-004B

W195×H315×D53 4560103774933

材質 ： 木 ・ レジン製
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Designer

You will enjoy showing off this artistic goods to your friends.

 SeriesDesigners

Designer

aco

Designer 

CREATIVE
ART REMAKE+

価値を創造するアーティスト

使われなくなったものに

命を吹き込み
ウッドアーティスト

廃材を利用した

JUNK な

木製品を作り出す

Series

Series
※ スペシャルボトルは 自立 ・ 壁掛け用金具付



エケベリア属

ザガローズ
Echeveria  ‘Zagarose’

エケベリア属

アリエル
Echeveria  ‘Ariel’

エケベリア属

シースルー
Echeveria  ‘See Through’

エケベリア属

ローラ sp.
Echeveria   ‘Lora hy.’

エケベリア属

メキシカンジャイアント
Echeveria corolata ‘Mexican Giant’

エケベリア属

モンロー
Echeveria  ‘Monroe’

ラウリンゼ

エケベリア属

Echeveria  cv. ‘Laulindsayana’

エケベリア属

シャンペーン
Echeveria  ‘Champagne’

エケベリア属

メキシコポールデンシス
Echeveria  ‘Mxican Poldensis’

エケベリア属

アメストロ
Echeveria  ‘Amesto’

エケベリア属

レディースフィンガー
Echeveria agavoides ‘Ladys Finger’

エケベリア属

ダークアイス
Echeveria   ‘Dark Ice’

エケベリア属

ルドルフ N0,3
Echeveria   ‘Rudolph No,3’

エケベリア属

ナナキャン
Echeveria ‘Nanacan’

ヤンジン

エケベリア属

Echeveria ‘Yangiin’

エケベリア属

サラボニー
Echeveria   ‘Sarabony’

エケベリア属

コロラータ
Echeveria  ‘Colorata’

エケベリア属

ロレナ
Echeveria  ‘Rorena’

エケベリア属

アイシーグリーン
Echeveria ‘Icy Green’

エケベリア属

サマードリーム
Echeveria  ‘Summer Dream’

エケベリア属

スイレン
Echeveria  ‘Suryun’

エケベリア属

黒爪ザラゴーサ
Echeveria ‘Cuspidata var. Gemmula’

エケベリア属

Echeveria  ‘Kisses’
キッセス

エケベリア属

Echeveria  ‘Pink Tips’
ピンクチップス

エケベリア属

Echeveria  ‘Tuxpan’
トゥクスパン

エケベリア属

ピンクザラゴーサ
Echeveria  ‘Pink Zaragosa’
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エケベリア　プレミアムサキュレント

エケベリア属

エボニー
Echeveria agavoides  ‘Ebony’

コロラータ　タパルパ

エケベリア属

Echeveria　‘Colorata tapalpa’

エケベリア属

コロラータ　ブランディティー
Echeveria　‘Colorata Brandtii’

エケベリア属

ベンバディス
Echeveria  ‘Ben Badis’

エケベリア属

Echeveria  ‘Tippy’
ティッピー

エケベリア属

Echeveria  ‘Nanahuku Mini’
七福美尼

エケベリア属

Echeveria  ‘Minima’
ミニマ

エケベリア属

Echeveria  ‘Violina’
バイオリーナ

エケベリア属

Echeveria  ‘Mosan’
モーサン

エケベリア属

Echeveria  ‘Laulensis’
アウレンシス

エケベリア属

Echeveria  ‘Avocadcream’
アボガドクリーム

エケベリア属

Echeveria  ‘Amistar’
アミスタ

グラプトベリア属

Graptoveria  ‘Amethorum’
アメトロム

グラプトベリア属

Graptoveria  ‘Lovely Rose’
ラブリーローズ

’



パキベリア属

リトルジュエル
Pachyveria glauca  ‘Little Jewel’

エケベリア属

ルンヨニー
Echeveria runyonii

エケベリア属

ホワイトライン
Echeveria  ‘White Line’

エケベリア属

フルールブラン
Echeveria  ‘Fleur Blanc’

エケベリア属

プリリンゼアナ
Echeveria  ‘Puli-Lindsayana’

セデベリア属

レティジア
Sedeveria  ‘Letizia’

セデベリア属

ダリーダール
Sedeveria  ‘Darley Dale’

エケベリア属

プリドニス ・ クリスエックス
Echeveria pulidonis  ‘Cris-X’

エケベリア属

スノーバニー
Echeveria  ‘Snou Bunny’

エケベリア属

ルブラ
Echeveria agavoides hy.  ‘Rubra’

エケベリア属

ティッピー
Echeveria  ‘Tippy’

エケベリア属

野バラの精
Echeveria  cv.’ Nobaranosei

エケベリア属

イードンスノー
Echeveria  ‘Edonsnow’

プリラータ

エケベリア属

Echeveria  Colorata hy.×Pulidonis

エケベリア属

メラコ
Echeveria  ‘Melaco’

エケベリア属

キュービックフロスト
Echeveria  ‘Cubic Frost’

エケベリア属

ピーチスアンクリーム
Echeveria  ‘Peaches and Cream’

エケベリア属

ミニケセル
Echeveria  cv. ‘Minigessei’

エケベリア属

スヨン
Echeveria  ‘Suyon’

エケベリア属

ロイライト
Echeveria  ‘Roylight’

エケベリア属

ラズベリーアイス
Echeveria  ‘Raspberry Ice’

セデベリア属

ピンクルルビー
Sedeveria ‘Pink Ruby’

エケベリア属

プリドニス （花うらら）
Echeveria pulidonis

シノクラッスラ属

スマロ
Sinocrassula yunnanensis

エケベリア属

ジェイドポイント
Echeveria cv.  ‘Jade Point’

エケベリア属

マッコス
Echeveria cv.  ‘Marcus’

エケベリア属

オウンスロー
Echeveria ‘Onslow’

ピンクフリル

エケベリア属

Echeveria ‘Pink Frills’

エケベリア属

フィオナ
Echeveria   ‘Fiona’

エケベリア属

デレンベルギー （静夜）
Echeveria  ‘Derenbergii’

エケベリア属

オリビア
Echeveria  ‘Olivia’

エケベリア属

ムーンガドニス
Echeveria ‘Moon Goddess’

エケベリア属

ローラ
Echeveria  ‘Lora’

エケベリア属

ピンクプリティー
Echeveria  ‘Pretty in Pink’

ジョアンダニエル

エケベリア属

Echeveria　cv. ‘Joan Daniel’

エケベリア属

カルポルニカクイーン
Echeveria　‘Californica Queen’

エケベリア属

プロリフィカ
Echeveria  ‘Prolifica’

エケベリア属

アルフレッド ・ ムーンフェアリー
Echeveria alfred(Moon Fairy)

エケベリア属

チワワリンゼ （桃太郎）
Echeveria  ‘Chihuahualindsayana’
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多肉植物スペシャルセレクト

グラプトベリア属

オパリナ
Graptoveria cv.  ‘Opalina’



（多肉植物トリオセット ・ 多肉植物バイキングポット ・ 多肉植物セダムミックス ・ カット苗）

セダム属

銘月
Sedum adolphi

エケベリア属

ハムシー
Echeveria harmsii

クラッスラ属

星の王子
Crassula conjuncta

セダム属

オーロラ
Sedum rubrotinctum cv.  ‘Aurora’

クラッスラ属

火祭り
Crassula cv.  ‘Himaturi’

セダム属

虹の玉
Sedum rubrotinctum

エケベリア属

久米の舞
Echeveria spectabilis

セダム属

乙女心
Sedum pachyphyllum

セデベリア属

スノージェイド
Sedeveria  ‘Hummellii’

セダム属

春萌
Sedum  ‘Alice Evans’

セダム属

黄麗
Sedum sp.

エケベリア属

群月花
Echeveria cv.  ‘Gungekka’

グラプトペタルム属

ブロンズ姫
Graptopetalum paraguayense cv.  ‘Bronze’

～
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多肉植物スタンダードセレクト

グラプトペタルム属

アワユキ
Graptopetalum cv. ‘Awayuki’

Sedum sp.

セダム属

サンライズマム

グラプトペタルム属

秋麗
Graptopetalum cv. ‘Shuurei’
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