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商品名 商品名-2 ポット寸法

洋ラン 胡蝶蘭 V3 3F8寸

洋ラン 胡蝶蘭 セントレアほのか 3F7寸

洋ラン 胡蝶蘭 ホワイトエース 3F8寸

洋ラン 胡蝶蘭 ホワイトエース 3F2L8寸

洋ラン 胡蝶蘭 混合 1F3.5寸

洋ラン 胡蝶蘭 3F特級6寸

花鉢 ガーベラ 4寸

花鉢 エクセレントマム ピコ 4寸

花鉢 スプレー菊 セザンヌ 5寸

花鉢 ヨダーガーデンマム ウルスラ 7寸

花鉢 シクラメン クレヨン 4寸

花鉢 ペチニア 華劇 4寸

花鉢 アスター ビクトリア 4寸

花鉢 グロキシニア 4寸

花鉢 スピードリオン 4寸

花鉢 ゼフィランサス 3.5寸

花鉢 チョコレートコスモス スイートショコラ 5寸

花鉢 萩 6寸

花鉢 アンスリウム ケンタッキー 4寸

花鉢 カランコエ カランディーバ 5.5寸

花鉢 シャコバサボテン 6寸

花鉢 ジャスミン 3.5寸

観葉植物 ドラセナ ジェイドジュエル 尺

観葉植物 サクララン 6寸

観葉植物 ミニ観葉 2.5寸

庭木 ミモザ アカシア 6寸

庭木 レモンユーカリ 6寸

低木 紫式部 5寸

低木 白式部 5寸

花苗 アキランサス フィコイ 3寸

花苗 アスター ステラ 3寸

花苗 アンゲロニア セレナ 3.5寸

花苗 伊勢ナデシコ 3.5寸

花苗 ガーデンシクラメン 3寸

花苗 カリブラコア カリー 3.5寸

花苗 カレックス 3寸
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花苗 キキョウ アストラ 3.5寸

花苗 菊 3.5寸

花苗 球根ベコニア フォーチュン 3.5寸

花苗 金魚草 キャンディート 3寸

花苗 金盞花 冬しらず 3寸

花苗 クライミングセネシオ 3寸

花苗 ケイトウ セロシア 3.5寸

花苗 五色トウガラシ 観賞用 3.5寸

花苗 コレオプシス ウリドリ 3.5寸

花苗 コロニラ バレンティナ 3寸

花苗 サルビア サリーファン 3.5寸

花苗 サルビア レウカンサ 3.5寸

花苗 ジニア プロフュージョン 3寸

花苗 秋明菊 チャボ八重 3.5寸

花苗 宿根アスター ビクトリ 3寸、3.5寸

花苗 ジュリアン ポニー 3寸

花苗 白玉星草 2.5寸

花苗 チランジア 3寸

花苗 つりがね草 3寸

花苗 ナデシコ テルスター 3寸

花苗 日々草 タイタン 3寸

花苗 ねこのヒゲ ピンク 3寸

花苗 フィソステギア クリスタルピーク 3.5寸

花苗 フィットニア 3寸

花苗 ベビーサンローズ 3寸

花苗 ヘリクリサム シルバー 3寸

花苗 ペンタス グラフィティ 3.5寸

花苗 ペンタス 3寸

花苗 マーガレット ラブリー 3.5寸

花苗 マリーゴールド ホット 3寸

花苗 マリーゴールド 八重 3寸

花苗 ミニシクラメン ベラノ 3寸

花苗 メラコ ウグイス 3寸

花苗 友禅菊 パール 3寸

花苗 リンドウ ブルー 3.5寸

花苗 ラベンダー ピンナータ 2.5寸

ハーブ ミント 3.5寸
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野菜 イチゴ 女峰 3寸

野菜 イチゴ 章姫 3寸

野菜 イチゴ とちおとめ 3寸

野菜 イチゴ 幸の香 3寸

野菜 イチゴ 豊の香 3寸

野菜 キャベツ 四季獲キャベツ 3寸

野菜 キャベツ サクサク 3寸

野菜 芽キャベツ 子持ちキャベツ 3寸

野菜 赤キャベツ パワー 3寸

野菜 白菜 お黄にいり 2.5寸、3寸

野菜 白菜 3寸

野菜 ブロッコリー スティック 3寸

野菜 ブロッコリー ハイツS 3寸

野菜 ブロッコリー 緑嶺 3寸

野菜 ジャンボニンニク 6球

野菜 ニンニク ホワイト6片

野菜 ネギ 2.5寸

野菜 らっきょう 島らっきょう 3寸

魚類 メダカ

イチゴ各種 芽キャベツ 赤キャベツ

らっきょう 白菜　お黄にいり ハクサイ晴黄60
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ヨダーガーデンマム ミニシクラメン ガーベラ

菊 シャコバサボテン スピードリオン

ジャスミン チョコレートコスモス スプレー菊

エクセレントマム ゼフィランサス 白式部

紫式部 萩

ミモザ
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リンドウ 秋明菊

レモンユーカリ

フィットニア ラベンダー　ピンナータ 友禅菊　パール

つりがね草 白玉星草 サルビア　サリーファン

キキョウ　アストラ 金盞花　冬しらず

ニンニク　ホワイト6片（青森県産） ニンニク（新潟県産）
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