
各オープン価格 (1点からでもお気軽にお問い合わせください )

tel/fax  078-955-0735

こちらの商品は受注生産品となっておりますので、ご注文個数により納期が変動いたします。
(1 週間～ 1ヵ月程度。分納も承っております。)
材料の在庫状況により若干のデザイン変更をさせていただく場合がございます。

兵庫県神戸市中央区
熊内町4-4-12　K’s MAISON 1F

〒651-0056

注文方法：注文用紙に商品名を記入のうえ、メールにてご注文ください。

※ドライフラワーの性質上、お届けした際に花材の一部が取れてしまうことがございます。

ホワイト

ベージュ ピンク

レッド ブルー

◆コームタイプになっているので取付も簡単です



<取付方法 >
白い壁面に対して少し張る程度に引っ張りながらタッカーなどで壁に貼り付けます。
( 下地がコンクリートなどの硬い素材の場合は両面テープなどで貼り付ける等になります )

展示会などにて多くのお客様より販売のお問合せをいただいておりました
PSDオリジナルのエイジングクロス ( 生地 ) となっております。
塗装や壁紙では出せない独特な素材感が非日常的な空間を演出してくれます。
イルミネーション LED, アンティーク家具などさまざまな小物と合わせやすく、オリジナリティも出しやすい
アイテムになっています。
取付方法もタッカーや押しピンなどで壁に貼るだけなので、低予算で簡単にスタジオの雰囲気が替えられます。

エイジングクロスと色を合わせたウォールフラワーとのセットでの販売となりますので届いたその日に
取付・撮影していただけます。

参考価格：高さ 2.5ｍ×幅 3ｍの場合　エイジング生地+ウォールフラワー (6 ～ 8個程度 )

　¥140,000-( 税別 )

※ウォールフラワーは在庫状況に合わせてご提案させていただくため、参考価格となっております。

※ご注文から 1週間～ 2週間程度での発送となります。
※不燃認定などの取得製品ではございませんので、ご使用の際はご注意くださいませ。

品番 <AGC-WH>
※幅は 1ｍ単位となります。　※ベンチ・クッションなどは付属していません。

価格 : ご希望の高さ、幅に合わせて別途御見積りいたします

AGED CLOTH & FLOWER

tel/fax  078-955-0735

兵庫県神戸市中央区
熊内町4-4-12　K’s MAISON 1F

〒651-0056

スタジオ背景装飾用のエイジング加工を施した生地とウォールフラワーのセットです。
白い壁に貼り付けるだけで、壁紙や塗装では出せない素材感の壁面にすることができます。

すぐに撮影に使用いただけるセットでの販売となっております。

注文方法：注文用紙に商品名を記入のうえ、メールにてご注文ください。



※こちらのページの商品はメーカー直送品となります以下の点にご了承のほどお願いいたします。
※ハンドメイドにつき個体差があります。

GIANT FLOWER

注文方法：注文用紙に商品名を記入のうえ、メールにてご注文ください。 tel/fax  078-955-0735

兵庫県神戸市中央区
熊内町4-4-12　K’s MAISON 1F

〒651-0056

手に持つだけで世界観がガラッと変わる大きなお花です。
さまざまなカラーバリエーションから、衣装・スタジオに合わせてお選びいただけます。

ジャイアントフラワー　ローズMサイズ (30cm)
¥9,500-( 税・送料別 )

coler
赤・白・ピンク・水色・黄緑・黄色・オレンジ・紫

ブライダルシーンなどで人気のジャイアントフラワー。
洋装にぴったりの薔薇をモチーフにしたタイプになります。
大きめのサイズ感がかわいらしい世界感を演出します。
※こちらは直径 30cmとなります。

( 茎の長さは約 50cmとなります。)
材料：紙

ジャイアントフラワー　ローズ Lサイズ (50cm)
¥11,000-( 税・送料別 )

coler
赤・白・ピンク・水色・黄緑・黄色・オレンジ・紫

ブライダルシーンなどで人気のジャイアントフラワー。
洋装にぴったりの薔薇をモチーフにしたタイプになります。
大きめのサイズ感がかわいらしい世界感を演出します。
こちらは直径 50cmとなります。

( 茎の長さは約 50cmとなります。)
材料：紙

ジャイアントフラワー　ダリアMサイズ (30cm)
¥9,700-( 税・送料別 )

coler
赤・白・ピンク・水色・黄色・オレンジ・紫

ブライダルシーンなどで人気のジャイアントフラワー。
和装にも合わせやすいダリアをモチーフにしたタイプになります。
大きめのサイズ感がかわいらしい世界感を演出します。
こちらは直径 30cmとなります。

( 茎の長さは約 50cmとなります。)
材料：紙

ジャイアントフラワー　ダリア Lサイズ (50cm)
¥11,500-( 税・送料別 )

coler
赤・白・ピンク・黄色・オレンジ・紫

ブライダルシーンなどで人気のジャイアントフラワー。
和装にも合わせやすいダリアをモチーフにしたタイプになります。
大きめのサイズ感がかわいらしい世界感を演出します。
こちらは直径 30cmとなります。

( 茎の長さは約 50cmとなります。)
材料：紙

①代引き不可となります。( その他メーカー直送品でない商品と合わせてご購入の場合は除く )
②欠品の場合がございます。( 在庫確認後、ご連絡をさせていただきます。)

品番 <GF-01- 色 >

品番 <GF-02- 色 >

品番 <GF-03- 色 >

品番 <GF-04- 色 >



※こちらのページの商品はメーカー直送品となります以下の点にご了承のほどお願いいたします。

GIANT WALL FLOWER

注文方法：注文用紙に商品名を記入のうえ、メールにてご注文ください。 tel/fax  078-955-0735

兵庫県神戸市中央区
熊内町4-4-12　K’s MAISON 1F

〒651-0056

ジャイアントフラワーを希望が多い壁掛けタイプにしました。
ピンに引っ掛けるだけの簡単仕様になっていますので、取付も楽々です。

ジャイアントウォールフラワー　ローズMサイズ ( 直径 30cm)

¥10,500-( 税・送料別 )

ジャイアントウォールフラワー　ローズ Lサイズ ( 直径 50cm)

¥12,000-( 税・送料別 )

ジャイアントウォールフラワー　ダリアMサイズ ( 直径 30cm)

¥10,700-( 税・送料別 )

ジャイアントウォールフラワー　ダリア Lサイズ ( 直径 50cm)

¥12,500-( 税・送料別 )

coler
赤・白・ピンク・水色・黄緑・黄色・オレンジ・紫

coler
赤・白・ピンク・水色・黄緑・黄色・オレンジ・紫

coler
赤・白・ピンク・水色・黄色・オレンジ・紫

coler
赤・白・ピンク・黄色・オレンジ・紫

※ハンドメイドにつき個体差があります。

①代引き不可となります。( その他メーカー直送品でない商品と合わせてご購入の場合は除く )
②欠品の場合がございます。( 在庫確認後、ご連絡をさせていただきます。)

品番 <GFW-01- 色 >

品番 <GFW-02- 色 >

品番 <GFW-03- 色 >

品番 <GFW-04- 色 >

材料：紙　※ピンは付属しておりません

材料：紙　※ピンは付属しておりません

材料：紙　※ピンは付属しておりません

材料：紙　※ピンは付属しておりません



ORDER SHEET

ご注文日　　　年　　月　　　日

この度はご注文頂きありがとうございます。
以下の空欄をご記入のうえ、メールまたは FAX にてにてご注文くださいませ。

追ってメールにて合計金額・納期のご連絡をさせていただきます。
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

注文先 FAX:078-955-0735　/　E-mail:info@photostudiodesign.com

※注文書確認後、送料・代引手数料を含めた合計金額をお知らせします。
※代引きでの発送になりますが、合計金額に応じてご相談させて頂きます。
※イメージ違いなどのお客様都合による返品・返金はご対応しかねますのでご了承ください。
※商品の色はブラウザやお使いの端末により見え方が異なりますのでご注意ください。

ご注文内容

※どちらかに〇をご記入くださいお支払い方法：　銀行振込　/　代引き　　

ご
依
頼
主
様

ご住所
〒

お電話

メール
担当：　　　　　　　　　様

ご希望配達時間帯・定休日などの受け取り出来ない曜日などございましたらご記入ください。

品番 商品名

備考

数量

送料 代引手数料 別途頂戴いたします。

兵庫県神戸市中央区熊内町 4-4-12-1F　
TEL:078-955-0735 / MAIL info@photostudiodesign.com


