
2021年9月19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 パープルエレガンス 3F

洋ラン 胡蝶蘭 ルビー 3F8寸

洋ラン 胡蝶蘭 恋姫 3F33輪

花鉢 ヨダーガーデンマム ジャックリーン 6寸

花鉢 菊 ダンテ 4寸

花鉢 コスモス 4寸

花鉢 サンタンカ イクソラ 3寸

花鉢 バラ 混合 4寸

花鉢 アンスリウム シロシマウチワ 4寸

観葉植物 観葉セット 3寸

観葉植物 チランジア チランドシア L苗

観葉植物 ガジュマル 6寸

観葉植物 コウモリラン 4寸

観葉植物 アスプレニウム ユニコーン 5寸

観葉植物 ユーフォルビア ラクテア綴化 6寸

多肉植物 シャコバサボテン デンマークカクタス 5寸

多肉植物 サキュレント 3寸

庭木 キンモクセイ 花芽付 6寸

花苗 初雪カズラ 3寸

花苗 パンジー 3寸

花苗 ビオラ 3寸

花苗 サルビア サリーファン 3.5寸

花苗 マリーゴールド 八重 3寸

花苗 日々草 タイタン 3寸

花苗 日々草 ロング 3寸

花苗 ガーデンシクラメン 3寸

花苗 アルテルナンセラ パープル 3.5寸

花苗 インパチェンス 3寸

花苗 ガザニア 3寸

花苗 菊 3.5寸

花苗 金魚草 アンテリナム 3寸

花苗 クリサンセマム ノースポール 3寸

花苗 ジニア プロフュージョン 3寸

花苗 ペンタス 3寸

花苗 ウィンターコスモス イエローキューピット 3.5寸

花苗 キャットテール レプタンス 3寸
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花苗 クジャクアスター 八重咲　大輪 4寸

花苗 クレロデンドロン ブルーウィング 3寸

花苗 ケイトウ プチキャンドル 3.5寸

花苗 ストック ダブル八重 3.5寸

花苗 ダスティーミラー 3寸

花苗 ナデシコ スープラ 3寸

花苗 ナデシコ スイートブラックチェリー 3寸

花苗 ナデシコ 初恋 3寸

花苗 ナデシコ ダイアンサス 3寸

花苗 マーガレット 3.5寸

花苗 ユーパトリウム チョコラータ 3寸

花苗 ユリオプスデージー 3寸

花苗 レモンユーカリ 3寸

花苗 黄花コスモス 3.5寸

花苗 五色カズラ 黄金錦 3寸

花苗 五色トウガラシ ハロウィンプレミアム 3.5寸

花苗 千日紅 3寸

花苗 冬サンゴ 3.5寸

花苗 アメジストセージ 3.5寸

花苗 カルーナ ブルガリスガール 3寸

花苗 大文字草 3寸

下草苗 ヘデラ 3寸

下草苗 ハラン MIX 5寸

ハーブ ラベンダー ピンナータ 2.5寸

ハーブ ローズマリー 青 4.5寸

野菜 エシャロット 3.5寸

野菜 カリフラワー 野崎早生 3寸

野菜 キャベツ 四季獲キャベツ 3寸

野菜 キャベツ 春波 3寸

野菜 ネギ 2.5寸

野菜 ブロッコリー スティックセニョール 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 リーフレタス 2.5寸

野菜 芽キャベツ 子持ちキャベツ 3寸

野菜 白菜 タイニーシュッシュ 3寸
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野菜 白菜 黄ごころ85 2.5寸、3寸

野菜 白菜 金将2号 3寸

果樹 ブルーベリー（サザンハイブッシュ系） ガルフコースト、クーパー、ピロキシー、B・サンプソン 5寸

果樹 ブルーベリー（ラビットアイ系） ブライトウェル、グロリア、パウダーブルー、ブルーシャワー 5寸

果樹 ブルーベリー（ノーザンハイブッシュ系） ブリジッタ、ブルークロップ、ダローブルー 4.5寸

果樹 ブルーベリー（ノーザンハイブッシュ系） スパスタンブルー、ネルソン、ディューク 4.5寸

果樹 ブドウ シャインマスカット、ネオマスカット、ピオーネ、巨峰 4.5寸

果樹 梨 ジャンボ梨　新高 4.5寸

果樹 柿（渋柿） 富士柿 4.5寸

果樹 柿（甘柿） 太豊 4.5寸

果樹 あんず おひさまコット 4.5寸

果樹 プルーン シュガープルーン 4.5寸

果樹 リンゴ 津軽リンゴ、ふじリンゴ 4.5寸

果樹 サクランボ 佐藤錦、高砂 4.5寸

果樹 ざくろ 大実ザクロ 4.5寸

果樹 桃 白鳳、あかつき 4.5寸

果樹 梅 南高梅、豊後梅 4.5寸

果樹 すもも 貴陽 4.5寸

果樹 なつめ 4.5寸

キャベツ リーフレタス カリフラワー

エシャロツト ブロッコリー 　　白菜
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シャコバサボテン バラ サンタンカ

観葉セット アスプレニウム　ユニコーン ユーフォルビア

五色カズラ ウインターコスモス

ガジュマル

ビオラ パンジー ナデシコ

ナデシコ　スープラ ナデシコ　スイートブラックチェリー ナデシコ　初恋
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ユリオプスデージー ストック　ダブル八重 サルビア　サリーファン

キャットテール ヘデラ 大文字草

ブドウ 桃、スモモ あんず、ザクロ

プルーン、りんご 梨、柿 梅、サクランボ

サクランボ、ナツメ ブルーベリー各種 ブルーベリー各種
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