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flower jug vase 500
■ pink ref.no. EMO-0100-PK jan 4595640637052

price   / ¥3,300（¥3,000 +tax）
size   / approx. w134×d80×h189mm　
weight   / approx. 81g　
package size  / approx. w137×d82×h195mm　　　　　
package weight  / approx. 166g
capacity   / 500ml　　　
material   / polyethylene
made in CHINA

■ pink ref.no. EMO-0101-PK jan 4595640637069

price   / ¥3,850（¥3,500 +tax）
size   / approx. w136×d87×h289 mm　
weight   / approx. 134 g　　　
package size  / approx. w137×d89×h295 mm　　　　　
package weight  / approx. 239 g
capacity   / 1 L　　　　　　
material   / polyethylene
made in CHINA

flower jug vase 1000

＊ Some specifications may be changed without notice to improve the product. 
＊ The color shown here may not exactly match the actual color on product. 
＊ 製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。　
＊ 掲載商品につきましては印刷のためカラーが実物とは異なることがあります。

長さのある枝物から

小ぶりな花束まで

春を感じる

やさしい色合いのフラワーベース



Bring brilliance to life

The hole in the middle allows for beautiful,

well-balanced flower arrangements

A compact flower vase

that can also be used as a humidifier jug,

or as a watering jug for decorative plants

生活を華やかにしよう

中心にあいた穴で

バランス良く花を生けられます

加湿器や観葉植物への

水差しにも使える

コンパクトなフラワーベース



穴が持ち手にもなるので水を入れた
状態でも持ちやすく、加湿器や
観葉植物などの水差しにも使えます

The hole makes the vase easy to 
hold even when f i l led with water ,  
and it  can also be used as a 
humidif ier  jug,  or  as a water ing 
jug for decorat ive plants

Also usable as a jug

70% factory-recycled 
materials

工場内リサイクルを約70%実現した
材料を使用しています

Made using mater ials  that are 
approximately 70% recycled 
within our factory

The hole in the middle ensures 
that the f lowers on each s ide 
intersect each other ,  a l lowing 
you to enjoy wel l -balanced 
arrangements

中心にあいた穴で左右どちらかに
寄せたり、交差させたりと、
バランスよくアレンジを楽しめます

Intersecting 
arrangements

The design tapers off  towards the opening,  
result ing in the f lowers intersect ing each other 
and creating arrangement that are beautifu l  
f rom every angle

口に向かって細くなる形状と生けた花が交差する
構造で、360°どこから見ても美しく生けられます

360° of beauty

シックな印象で、オブジェの様に
置いておくこともできます

You can also s imply display the vase 
as an art ist ic  sculpture,  and enjoy i ts  
chic impression

Sculpture-like shape



f lower jug vase

emo [エモ]は感情を揺さぶる意味の「emotional」と、感動を強調する古語「えも」に由来しています。

70年以上樹脂製容器を作り続けてきた技術によって、暮らしの中に心を動かす生活製品を提案

するブランドです。

The name "emo" originates from both the word "emotional", which refers to one's 

sentiments and feelings being stirred, as well as the ancient term "emo", which 

emphasizes being deeply moved. With the technology to produce packages and 

other containers for more than 70years, the brand offers lifestyle products that 

leave customers emotionally moved in their everyday lives.

flower jug vase 500

■ beige ref.no. EMO-0100-BG jan 4595640637014

■ white ref.no. EMO-0100-WH jan 4595640637021

price  / ¥3,300（¥3,000 +tax）
size  / approx. w134×d80×h189mm　
weight  / approx. 81g

package size  / approx. w137×d82×h195mm　　　　　
package weight  / approx. 166g

capacity  / 500ml

material  / polyethylene

made in CHINA

■ beige ref.no. EMO-0101-BG jan 4595640637038

■ white ref.no. EMO-0101-WH jan 4595640637045

price  / ¥3,850（¥3,500 +tax）
size  / approx. w136×d87×h289 mm　
weight  / approx. 134 g

package size  / approx. w137×d89×h295 mm　　　　　
package weight  / approx. 239 g

capacity  / 1 L

material  / polyethylene

made in CHINA

価格  / ¥3,300（¥3,000 +税）
サイズ  / 約 w134×d80×h189 mm　
重量  / 約 81 g　　　
パッケージサイズ  / 約 w137×d82×h195 mm

パッケージ重量  / 約 166g

容量  / 500 ml

原料樹脂  / ポリエチレン
中国製

価格  / ¥3,850（¥3,500 +税）
サイズ  / 約 w136×d87×h289 mm　
重量  / 約 134 g　　
パッケージサイズ  / 約 w137×d89×h295 mm

パッケージ重量  / 約 239 g

容量  / 1 L

原料樹脂  / ポリエチレン
中国製

flower jug vase 1000
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＊ Some specifications may be changed without notice to improve the product. 
＊ The color shown here may not exactly match the actual color on product. 
＊ 製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。　
＊ 掲載商品につきましては印刷のためカラーが実物とは異なることがあります。
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