
  



  

デザイナー、リテイラー、ベストセラー作家 女性実業家

イギリス人である アビゲイル アハーン は、フェイクグリーンのパイオニアとして世界的に有名なインテリアスタイリストです

彼女が作り出すシーンは常に前衛的で、英国ユーモアを含んだウィットに富んだスタイルが特徴です

アメリカでインテリアデザイナーとしてキャリアを積んだ アビゲイル は 2003年イギリスに帰国後、フェイクグリーンを主としたリ

テールビジネスを始めました

彼女が各国からセレクトしたコレクションやフェイクグリーンを並べた ロンドンにある自身のショップは、イギリスのデザインブ

ティックとして人気を集め  イギリストップクラスのショップとなります

2008年 プロダクトデザインを始めた彼女は、アニマルランプのデザインで非常にポピュラーとなります。このユニークなセラミック

のライティングシリーズは アビゲイル アハーン のアイコニックなアイテムとして定着しました

2015年には アビゲイル アハーン としてブランドを立ち上げ、独特なスタイルとして多くのプレスで特集されました

彼女のコレクションは家具や照明、小物 テキスタイルやアートからフェイクグリーンまで多岐にわたります

今日では、彼女のスタイルやプロダクトはグローバルに拡がっています

彼女はライフスタイルブロガーとしても高名で、彼女が打ち出すインテリアデザインやコーディネートは非常に影響力を持ち、自身

のスタイルに関する本も出版されています

湖の底のようなダークカラーと多彩なテイストが混ざり合うユニークで 大胆なスタイリングが魅力的な彼女のコーディネートは、洗

練された彼女独特のスタイルが確立しています



  

彼女のマニッシュな色使いや斬新で美しいコーディネートは、落ち着いた またどこか散らかったようなスタイルが特徴です　彼女の

スタイルにはロカビリーのポップな風合いが感じられますが、落ち着いたトライバルやボヘミアンスタイルにも強く影響され、エキ

ゾチックなスタイルにボタニカルをうまく取り入れています

彼女は、家と庭との垣根を取り払ったアイディアに強くインスパイアされ、自然の植物に深く根付いた 全ての感覚が研ぎ澄まされる

ような体験を創造できる空間づくりをコンセプトとしています

彼女はインサイドとアウトサイドの境界を曖昧にしたスタイルを作り出しました

アビゲイル アハーン のフェイクグリーンは、新鮮でクリエイティブ および革新的をコンセプトに、他とは異なるコレクションが特徴

です

コンテンポラリーでトレンドを感じさせるアイテムは 伝統的なアプローチを覆し、モダンでハイクオリティに仕上がっています

驚くほど丁寧にペイントされたアイテムは全てハンドメイドで作られ、花びらを蝋のテクスチャーで覆い 両面の手触りを変え、美し

く繊細なステムやブランチ、花々はまるで今しがた庭から積んできたようなクオリティです

このようにして アビゲイル は 今まで難しいとされていた 様々なフェイクグリーンのデザインに成功しました

本物を模しているので、一つずつに個体差が生まれ 儚げで不完全な美しさが魅力です

今回の春夏コレクションでは 丘や道端に咲く 野生の花々や草木に深くインスパイアされています。そのため蕾からしおれた花の各ス

テージの美しさを表現しています



  

SCABIOSIA

ほのかに赤く色づいた蕾と爽やかなグリーンの葉がシックな

Scabiosiaは自然な風情が感じられます

ユニークな花形とソフトな色合いが魅力的です

SCABCOSCA

size : H.76

price :  ¥4.800 



  

MASTERWORT

星のような形をした花びらが可憐なアストランティア

ふんわりと優しい雰囲気があり、落ち着いた深い味わいのある

美しさが特徴です

MASTERWORT SPRAY

size : H.63.5

price :  ¥6.900 



  

ALLIUM

丸いポンポンのような花をつけるアリウムのフェイクグリーン

落ち着いたパープルのカラーがかすかに色付けられ

粋な装いが感じられます

ALLCUM

size : H.72

price :  ¥2.500 



  

RED WILLOW

繊細で鮮やかなカラーが美しいレッドウィローは

ポイントカラーとしてブーケに華麗なインパクトを与えます

RED WCLLOW

size : H.80

price :  ¥5.900 



  

YARROW

爽やかな夏をイメージさせる晴れやかなカラーがエレガントな

ヤロウは非常に優しくフェミニンな雰囲気

YARROW

size : H.76

price :  ¥2.700 



  

SALTBUSH

淡く色づいた赤みが趣のあるソルトブッシュ

落ち着いた味わい深いスタイリングに仕上がります

SALTBUSH

size : H.70

price :  ¥2.600 



  

MIMOSA WHITE

シックで趣のあるミモザのブランチは

落ち着いたデザインが奥深さを感じさせます

WHCTE MCMOSA

size : H.45

price :  ¥4.600 



  

BOSTON FERN SPRAY

シンプルなグリーンが涼しげなボストンファーンは

オリエンタルでナチュラルなスタイルを作り出します

BOSTON FERN

size : H.68.5

price :  ¥6.500 



  

ASTILBE

優雅でユニークなアスチルべは、可憐な羽を思わせる

ブーケやベースにまとめて活けても華やかな印象に

ASTCLBE CREAM

size : H.82.5

price :  ¥2.800 



  

SUMMER WILLOW

麗らかなグリーンが清々しいフェイクブランチは

様々なスタイルやブーケを引き立てます

SUMMER WCLLOW

size : H.640

price :  ¥5.800 



  

FOXGLOVE

繊細で美しいベル形の花姿が特徴のジギタリス

上品でエレガントなスタイルに仕上がります

FOXGLOVE

size : H.72

price :  ¥3.800 



  

HYDRANGEA

初夏を彩るアジサイは麗しい雰囲気を醸し出します

ローズやピオニーとは違う粋で美々しいスタイルが特徴です

HYDRANGEA GREEN

size : H.43

price :  ¥4.700 



  

HYDRANGEA

初夏を彩るアジサイは麗しい雰囲気を醸し出します

ローズやピオニーとは違う粋で美々しいスタイルが特徴です

HYDRANGEA WHCTE

size : H.43

price :  ¥4.400 



  

無垢で清らかな印相を与えるホワイトローズはふんわりとした

優しいエレガントなスタイルが魅力です

ROSE

size : H.45

price :  ¥3.700 

ROSE



  

落ち着いたオリーブカラーがシックなユーカリのブランチ

ナチュラルでモダンな雰囲気を醸し出します

EUCALYPTUS

size : H.68.5

price :  ¥2.800 

EUCALYPTUS



  

EVERGREEN FOLIAGE

モダンでスカルプチュアルなシェフレラはシンボルツリーとして

空間を明るく彩ります

EVERGREEN FOLCAGE

size : H.43

price :  ¥7.900 



  

MOSS BRANCH

渋いカラーのモスブランチは味わい深い雰囲気が特徴です

洗練された和風のスタイリングにも見合います

MOSS BRANCH

size : H.665

price :  ¥5.500 



  

EVERGREEN BERRY

夏らしい実をつけたEVERGREEN BERRYは

シーズナルなムードがあります

EVERGREEN BERRY

size : H.70

price :  ¥5.200 



  

EUPHORBIA CACTUS

ユニークなスタイルのユーフォルビアカクタスは

美しい彫刻的シルエットがポイントです

EUPHORBCA CACTUS

size : H.56

price :  ¥26.000 



  

STAGHORN

鹿の角のようなデザインが特徴のボリュームのある

スタグホーンプランツはさりげない色合いが美しい

STAGHORN

size : H.58

price :  ¥62.00 



  

THE BOREDON

size : H.58

BOUQUETS COLLECTION

アビゲイル アハーンのブランチやフラワーを使った

ブーケのコレクションを発売する予定です

エレガントで洗練されたアレンジが魅力

 

THE BUCKLEBURY

size : H.60

THE ALDBURY

size : H.58

 

THE HADLOW

size : H.60



  

WEB STORE

弊社では、御見積もりをウェブ見積もり管理システムで対応させていただいていま

す。ホームページから簡単にご登録いただける便利なツールです。

www.iig-interior.com

1.ホームページ右上My pageより各項目を入力いただけます

2.営業日2-3日以内にパスワードをご登録いただいたメールアドレスにお送りさせて

いただきます。

3.パスワードが届いた後、サイド上記ホームページのMy pageよりID パスワードを

ご入力いただくと御社入れ納品価格（下代）が各商品に表記されています。

4.御見積 在庫確認されたい商品は、各商品詳細ページから簡単にご依頼いただけま

す

5.後日弊社営業担当から御見積書と在庫譲許のご連絡をメールでお知らせさせていた

だきます



  

STEP. 1

まずは、メールかお電話にて、弊社大阪事務所まで、お問い合わせ下さい 

STEP. 2 ヒアリング

お電話・メール・もしくは直接お会いして、ヒアリング致します

インテリアスタイルや、家族構成、趣味、ご予算等お聞きします

ご準備頂くもの （平面図 / パーズ等イメージ / 造作図面 / 家具・照明等、スペック表）等

STEP. 3 コーディネートプラン / お見積り作成ご予算・ヒアリングを元に、プランを作成致します

＊通常、作成に2-3週間ほどお時間を頂いております (プランは無料となります)

 プランの規模や、時期等にもより異なります 都度ご確認下さい

 基本、弊社取り扱い商品にて、PLANさせて頂きます。

 商品は、掛け売りにてお渡しさせて頂きます。通常掛け率65％ ＊一部対象外有り

STEP. 4 お打ち合わせ / 決定

プランを元に最終のお打ち合わせを行います。ご希望に沿わない場合は

修正も致します

STEP. 5 納品 / セッティング

ご希望日に合わせて、商品をお送り致します場合により、弊社にてスタイリングも可能です

詳しくは、お問い合わせ下さい

MOODA SOAMEの小物を使った コーディネートのご提案

ヒアリングの上、パースや図面ご予算を元に、トータルでコーディネート提案致します。

世界各国からセレクトしたこだわりのインテリア小物.デザイン家具.ヴィンテージ家具など

を多数とりそろえ、他にはないコーディネート、また様々なテイストのインテリアコーディ

ネートが可能です。

住宅展示場,マンションモデルルーム,ホテル,商業施設にいたるまで、幅広いニーズにお応

えします。

＊コーディネート料金は無料 詳しくはお問い合わせ下さい



  

お問い合わせ先

株式会社 MOODA SOAME

TOKYO 107 0062 東京都港区南青山3.10.17 2F TEL.03 6447 4855

OSAKA 550 0014 大阪市西区北堀江1.23.9 TEL. 06 6536 4680
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