
2021年10月9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 ホワイトエース 3F8寸

洋ラン 胡蝶蘭 ヤマトタケル 3F特級L7

洋ラン 胡蝶蘭 恋姫 3F36輪

花鉢 ヨダーガーデンマム ジジ 3.5寸

花鉢 菊 カクテルマム 5.5寸

花鉢 シクラメン 5寸

花鉢 リーガースベコニア 5寸

花鉢 アスター 3.5寸

花鉢 ダリア マキシ 4寸

花鉢 フジバカマ 5寸

花鉢 野ボタン 7寸

花鉢 ハーブ鉢 3.5寸

花鉢 バラ ジュナ 3.5寸

花鉢 プリンセチア オペラ 5寸

花鉢 プリンセチア MIX 4寸

花鉢 シャコバサボテン 5寸

観葉植物 ベンガレンシス ベンガル菩提樹 尺、8寸

花苗 パンジー フリズルシズル、MIX 3寸

花苗 パンジー ヨクサクスミレ、りんごちゃん 3.5寸

花苗 ビオラ MIX 3寸

花苗 ビオラ バナナミルク 3.5寸

花苗 ジュリアン キャンディー 3寸

花苗 メラコ 耐寒マラコイギス、ウグイス 3寸

花苗 ガーデンシクラメン 3寸

花苗 球根ベコニア フォーチュン 3.5寸

花苗 アルテルナンセラ ツルノゲイトウ 3.5寸

花苗 アリッサム ピンク 3寸

花苗 金魚草 アンテリナム 3寸

花苗 テルスター 3寸

花苗 トレニア 夏すみれ 3.5寸

花苗 パンダスミレ ツルスミレ 3寸

花苗 ジニア ザハラ、プロフュージョン 3.5寸

花苗 アスター リボン・シリーズ赤　他 3寸

花苗 オキザリス 桃の輝き 3寸

花苗 ガーベラ 3.5寸

花苗 ケイトウ きもの 3寸

花苗 コレオプシス 3.5寸

花苗 ナデシコ クリムソン、ダッシュクリムソン 3寸
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花苗 ナデシコ 八重 3.5寸

花苗 ヒトミ草 リンデルニア 3寸

花苗 ペニセタム パープルファウンテングラス 3.5寸

花苗 ユーフォルビア ダイアモンドフロスト 3寸

花苗 リッピア 姫岩だれ草 2.5寸

花苗 金盞花 オレンジ 3寸

花苗 宿根アスター 3寸

花苗 千日紅 ストロベリーフィールド 3.5寸

花苗 冬サンゴ 3.5寸

花苗 姫ヒマワリ ゴールデン 4寸

花苗 浜菊 3寸

花苗 アルテルナンセラ 3寸

花苗 プミラ サニーホワイト 3寸

ハーブ レースラベンダー 3.5寸

下草 ヘデラ 3寸

下草 シマ笹 2.5寸

シダ類 トキワシノブ 吊り

庭木 ウメモドキ 紅白　大納言 5寸

庭木 トキワマンサク 黒美人 4寸

庭木 ウイルマ 3寸

庭木 コニファー いろいろ 3寸

庭木 コニファー ゴールドクレスト 鉢

盆栽 五葉松 3.5寸

野菜 小松菜 3寸

野菜 食用菊 もってのほか 3.5寸

野菜 イチゴ とちおとめ プランター

果樹 ポポー 6寸

果樹 レモン リスボン 5寸

果樹 葡萄 デラウェア、キャンベルスアーリー 5寸

果樹 キウイ ジャンボイエロー（オス・メス） 5寸

果樹 花ゆず 6寸

果樹 種なしゆず 6寸

果樹 ライチ 7寸

果樹 とげなしレモン シシリアン 7寸

果樹 レモン 6号 6寸

果樹 びわ 茂木 5寸
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胡蝶蘭

左:ホワイトエース　　　中央:恋姫　　　右:ヤマトタケル

ダリア　マキシ シクラメン リーガースベコニア

菊　カクテルマム バラ　ジュナ プリンセチア

シャコバサボテン 浜菊 菊　ヨダーマム

ジュリアン　キャンディ 冬サンゴ パンダスミレ
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ユーフォルビア ビオラ

千日紅

ガーベラ オキザリス　桃の輝き

ベンガレンシス

コニファーいろいろ ヘデラ

野ボタン

レースラベンダー ゴールドクレスト

ウイルマ
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イチゴ　とちおとめ 食用菊

花ゆず

ライチ レモン6号

とげなしレモン

キウイ　ジャンボイエロー レモン　リスボン

びわ　茂木

ポポー 葡萄
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