
2021年7月24日 現在　入荷情報

商品名 商品名-2 ポット寸法

洋ラン 胡蝶蘭 白 3F8寸

洋ラン 胡蝶蘭 白 3F2L7寸

洋ラン グラマトヒヒマヌ ダブルハート 4F7寸

洋ラン グラマトヒヒマヌ ハート 2F7寸

花鉢 アナナス ファッシャータ斑入り 5寸

花鉢 ガーデンニューギニアインパチェンス 6寸

花鉢 ガーベラ 4寸

花鉢 リーガースベゴニア エラチオール 5寸

花鉢 リーガースベゴニア エラチオールバラ咲 5寸

花鉢 アスター ビクトリア 4寸

花鉢 ペンタス スタークラスター 5寸

花鉢 五色トウガラシ 夢祭り 4寸

花鉢 日々草 ビンカ 5寸

花鉢 サンタンカ ゴールデンジャイアント 4寸

花鉢 サンタンカ スーパーキング 4寸

花鉢 ハイビスカス ミセスユミ 5寸

花鉢 クロウエア サザンクロス 4寸

花鉢 アンスリューム ミシガン 5寸

観葉植物 アデニューム オベスム*砂漠のバラ 3.5寸

食虫植物 食虫植物 MIX 3寸

多肉植物 アガベ 笹の雪 4寸

多肉植物 亀甲竜 ディオスコレア、エレファンティペス 3寸

多肉植物 サキュレント MIX 3.5寸

花苗 アキランサス フィコイ 3寸

花苗 アルテルナンセラ 3寸

花苗 アンゲロニア セレニータ 3.5寸

花苗 カリブラコア 3.5寸

花苗 クラリンドウ ウォリッキー 3寸

花苗 五色トウガラシ アプロ 3寸

花苗 五色トウガラシ 観賞用 3寸

花苗 五色トウガラシ 観賞用みもとうがらし 3.5寸

花苗 コリウス 栄養系 3寸

花苗 コレオプシス ウリドリーム 3寸

花苗 サルビア ファリナセア 3寸

花苗 ジキタリス 3.5寸

花苗 ジニア プロフュージョン 3寸
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花苗 スカビオサ 松虫草 3.5寸

花苗 千日紅 切花用 3寸

花苗 ダブルインパチェンス 八重 3.5寸

花苗 ツルニチニチソウ 3寸

花苗 ツルバキア シルバーレース 3寸

花苗 トレニア 夏すみれ 3寸

花苗 日々草 夏みかん 3.5寸

花苗 日々草 ビンカ 2.5寸

花苗 日々草 混合 3寸、3.5寸

花苗 ハナトラノオ フィソスホワイト 3寸

花苗 ヒマラヤソケイ イエローバタフライ 2.5寸

花苗 ヒマワリ スマイルラッシュ 4寸

花苗 ベコニア 3寸

花苗 ベコニアセンパ MIX 3寸

花苗 ペニセタム セタケウムルブラム 3.5寸

花苗 ペンタス MIX 3寸

花苗 ポーチラカ 大輪・中輪・八重 3寸

花苗 マリーゴールド 八重 3寸

花苗 マリーゴールド MIX 3寸、3.5寸

花苗 メランポジューム 3寸

花苗 ユーフォルビア 花キリン 2.5寸

花苗 ユリオプスデージー ロング 3寸

花苗 ルエリア トロピックスター 3.5寸

花苗 ルドベキア トトゴールド 3寸

花苗 ワックスアイビー 2.5寸

ハーブ スイートバジル 3.5寸

ハーブ ローズマリー 3寸

野菜 アスパラガス 2.5寸

野菜 キュウリ ナルナル 3.5寸

野菜 キュウリ 北進 3寸

野菜 ネギ 下仁田 2.5寸

果樹 ブルーベリー ラビットアイ 4寸

果樹 一才山ブドウ 4寸

果樹 ジャボチカバ ブラジルの木 8寸

魚類 メダカ
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グラマとヒヒマヌダブルハート アナナス　ファッシャータ斑入 アンスリューム　ミシガン

ガーベラ リーガースベゴニア　バラ咲 サンタンカ　ゴールデンジャイアント

サンタンカ　スーパーキング アデニューム　砂漠のバラ 亀甲竜

多肉植物　サキュレント クラリンドウ　ウォリッキー 五色トウガラシ　アプロ

アンゲロニア ルエリア　トロピックスター ヒマワリ　スマイルラッシュ
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ジキタリス ワックスアイビー

ツルバキア　シルバーレース

ユリオプスデージー スカビオサ　松虫草

ヒマラヤソケイ

キュウリ ツルニチニチソウ

ハナトラノオ　ホワイト

アスパラガス 一才山ぶどう

ジャポチカバ
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