
2021年11月27日 現在　入荷情報

商品名 商品名-2 ポット寸法

洋ラン シンビジューム ゴールドシップ、ワインシャワー 3F7寸アーチ

洋ラン シンビジューム ジューシーリップ、ビビアン 2F7寸アーチ

洋ラン シンビジューム 福娘、ピュアメモリー、リンダ 2F6寸

洋ラン シンビジューム コンフォーコ、夜想曲 2F6寸

洋ラン シンビジューム エメラルドフェザー 3F6寸

花鉢 ガーベラ 4寸

花鉢 シクラメン F1 5寸

花鉢 シクラメン シルバーエッジ 特級5寸

花鉢 シクラメン ドリーム 5寸

花鉢 シクラメン 香りのパリジェンヌ 特級5寸

花鉢 シクラメン 混合 5寸、6寸

花鉢 ブルーデージー 4寸

花鉢 プリムラ　メラコ 古都さくら 4.5寸

花鉢 リーガースベコニア エラチオール　バラ咲き 5寸

花鉢 プリンセチア MIX 7寸

花鉢 ポインセチア ノエル、赤 5寸

花鉢 カランコエ 5寸

花鉢 シャコバサボテン 混合 5寸

花鉢 花月 金の成る木 5寸

花苗 バコパ スコーピアピンク 3寸

花苗 パンジー パシオ、マトリックス 3寸

花苗 パンジー ヨクサクスミレ、虹色スミレ 3.5寸

花苗 ビオラ ペニー、ももか、バニーイヤーズ 3寸

花苗 ビオラ ブルーラビット、ピンクラビット 3寸

花苗 ビオラ フリル 3.5寸

花苗 プリムラジュリアン キャンディ、八重咲 3寸

花苗 プリムラポリアンサ 3寸

花苗 ガーデンシクラメン 3寸

花苗 アリッサム スーパープリンセス 3寸

花苗 金魚草 アンテリナム 3.5寸

花苗 イベリス 3.5寸

花苗 オキザリス 3.5寸

花苗 カンパニュラ ベルフラワー 3寸

花苗 ストック 一重、八重 3寸

花苗 ダリア 3.5寸

花苗 チェッカーベリー 3寸
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花苗 ナデシコ 3寸

花苗 ネメシア 3.5寸

花苗 宿根ネメシア 3寸

花苗 水仙 ティタティタ 3.5寸

花苗 白妙菊 シルバーダスト、ダスティーミラー 3寸

花苗 葉牡丹 フレアホワイト、萌花コレクション 3寸

花苗 葉牡丹 マルモドルチェ、光子ロイヤル、ブリキ 3寸

花苗 葉牡丹 萌花セッション、マーブル、ベイビーチュール 3寸

花苗 葉牡丹 ファルダノエル、ペティピーチ、ペティクリーム 3寸

花苗 葉牡丹 フリフリパーティ、グラソフィート、歓喜のあやか 3寸

花苗 葉牡丹 スパークリングネロ、スパークリングビアンゴ 3寸

花苗 葉牡丹 カクテルパーティ 3.5寸

花苗 葉牡丹（門松用） 丸葉（赤・白） 大

花木（苗） カリステモン ホワイトアンザック 4寸

花木（苗） 魚柳梅 八重ピンク、濃いピンク 3寸

花木（苗） たち梅 4.5寸

花木（苗） 紅梅 7寸

花木（苗） しだれ梅 ピンク 5寸

花木（苗） 桜 3.5寸

花木（苗） 河津桜 6寸

花木（苗） 雪椿 3寸

花木（苗） 椿 3.5寸

花木（苗） 侘助椿 3.5寸

花木（苗） 椿ナイトライダー 3寸

花木（苗） ストロベリーツリー 3.5寸

花木（苗） 牡丹 6寸

花木（苗） 源平しだれ桃 6寸

花木（苗） 源平桃 6寸

花木（苗） テルテ桃 赤・白・ピンク 6寸

花木（苗） カルミア 5寸

花木（苗） スモークツリーグレース ５寸

花木（苗） 満月ロウバイ 6寸

花木（苗） サンシュ 6寸

花木（苗） ドウダンツツジ 4寸

花木（苗） アカシア 3.5寸

果樹 アケビ 五つ葉 4.5寸
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多肉植物 チランジア チランドシ 2L

多肉植物 ハオルチア 2.5寸

多肉植物 オベサ

多肉植物 ランポウギョク

多肉植物 恩塚ランポー玉

下草 リュウノヒゲ コクリュウ 3.5寸

盆栽 松竹梅 寄せ植え

盆栽 五葉松

鉢木 三河黒松 3寸

庭木 ユーカリ ポポラス 4寸

【葉牡丹のいろいろ】

光子ロイヤル フェルダノエル ペティピーチ

マーブル 歓喜のあやか ブリキ

マルモドルチェ スパークリングネロ グラソフィート
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ストロベリーツリー

水仙 椿ナイトライダー

カリステモン 雪椿

満月ロウバイ

アケビ　五ツ葉 カルミヤ

コクリュウ

アカシア チェッカーベリー

松竹梅

チランジア ランポウギョク ハオルチア
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