
2020年12月19日 現在　入荷情報

商品名 商品名-2 ポット寸法

クリスマス用品 プラチーナ 3寸

正月用品 門松 7寸

正月用品 福寿草 芽

正月用品 松竹梅 8寸

正月用品 松竹梅 尺

正月用品 松竹梅 尺2

正月用品 オタフクナンテン 3寸

正月用品 黒松 4寸

正月用品 黒松 3寸

正月用品 花梅 道知辺（みちしるべ） 8寸

正月用品 コケ 寄せ植え用

洋ラン シンビジューム インザムード 5F6.5寸

洋ラン シンビジューム エリス 2F6寸

洋ラン シンビジューム キッシングトーク 5F7寸

洋ラン シンビジューム ゴールドシップ 3F7寸・4F7寸

洋ラン シンビジューム サニーサイドレッドクリフ 5F6.5寸

洋ラン シンビジューム にじおと（ピンク） 4F8寸

洋ラン シンビジューム ピンクペルぺチュエル 2F6.5寸・3F7寸・4F7寸

洋ラン シンビジューム マイピーチ（ピンク） 5F7寸

洋ラン シンビジューム 福娘（濃桃） 3F8寸

洋ラン シンビジューム ハニーキャット 5F7寸

洋ラン デンドロビューム ピーチボーイ 7寸

洋ラン 胡蝶蘭 ホワイトエース 3F8寸

和蘭 シンビジューム 6寸

花鉢 ガーベラ 4寸

花鉢 ヨダーガーデンマム ジジ 4寸

花鉢 クリスマスローズ 交配種 5寸

花鉢 クリスマスローズ プレミアム 5寸

花鉢 シクラメン クラシカルドレス 5寸

花鉢 シクラメン セピア*ココア 5寸

花鉢 シクラメン ビクトリア 5寸

花鉢 シクラメン ピュアホワイト 6寸

花鉢 シクラメン フェアリーピコ 5寸

花鉢 シクラメン リップスオレンジ 8寸

花鉢 シクラメン レハール 6寸

花鉢 シクラメン MIX 5寸

花鉢 シクラメン 混合 4寸・5寸・6寸

花鉢 シクラメン 冬桜 4寸

花鉢 シクラメン カーリー 5寸

花鉢 シクラメン ライチ 5寸

花鉢 ヒヤシンス 4寸
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花鉢 オブコニカ タッチミー 4寸

花鉢 オブコニカ 5寸

花鉢 プリムラ ポリアンサ 4寸

花鉢 プリムラ メラコ 5寸

花鉢 リーガースベコニア 5寸

花鉢 マーガレット 混合 4寸

花鉢 マーガレット デイジ 5寸

花鉢 水仙 ティタティタ 4寸

花鉢 ラナンキュラス 4寸

花鉢 レウシア 3.5寸

花鉢 ジャノメエリカ 4寸

花鉢 ミニバラ 3寸

花鉢 ポインセチア アンタレス 5寸

花鉢 魚柳梅 八重　ピンク 4寸

花鉢 ハボタン お江戸小町 6寸

花鉢 ハボタン スタンド 4寸

花鉢 カランコエ カランディーバ 6寸

花鉢 カランコエ クイーンローズ 8寸

庭木　低木 満月ロウバイ 6寸

ハーブ レースラベンダー 3寸・4寸

多肉植物・サボテン チランジア イオナンタ ｴｱｰﾌﾟﾗﾝﾂ

多肉植物・サボテン サボテン バニーカクタス 2寸・3.5寸

多肉植物・サボテン 花月 金の成る木　きらめき 5寸

多肉植物・サボテン 花月 金の成る木 4寸

多肉植物・サボテン 多肉植物 ハオルチア

多肉植物・サボテン 多肉植物 サキュレント　M 2.5寸

多肉植物・サボテン 多肉植物 サキュレント　MIX 2寸

多肉植物・サボテン 多肉植物 サキュレント　 2.5寸

花苗 パンジー イエロー 3寸・3.5寸

花苗 パンジー ヨクサクスミレ 3寸

花苗 パンジー ヨクサクスミレ　　3 3.5寸

花苗 パンジー ヨクサクスミレ　　M 3.5寸

花苗 パンジー 虹色スミレ 3寸・3.5寸

花苗 ビオラ うさぎの家族 3.5寸

花苗 ビオラ ビビスカーレット 3寸

花苗 ビオラ ビビラベンダー 3寸

花苗 ビオラ ピュアホワイト 3寸

花苗 ビオラ ふくろうももか 3.5寸

花苗 ビオラ ももか 3寸・3.5寸

花苗 ビオラ るびーももか 3.5寸

花苗 ジュリアン キャンディ 3寸
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花苗 プリムラ ジュリアン 3寸

花苗 プリムラ ジュリアン　バラ咲き 3寸

花苗 プリムラ ポリアンサ 3寸

花苗 メラコ キューティー 3.5寸

花苗 メラコ 3寸・3.5寸

花苗 ガーデンシクラメン ファンタジア 3寸

花苗 ガーデンシクラメン ミニMIX 3寸

花苗 ガーデンシクラメン エレガンス 3寸

花苗 アリッサム ピンク 3寸

花苗 アリッサム 3寸・3.5寸

花苗 金魚草 アンテリナム 3寸

花苗 イベリス

花苗 オキザリス 3寸

花苗 クリサンセマム スノー 3寸

花苗 ストック 一重 3寸

花苗 ストック 八重 3寸

花苗 チェイランサス シュガーラ 3寸

花苗 チロリアンデージー 3.5寸

花苗 ネメシア ピンク 3.5寸

花苗 フキタンポポ 3寸

花苗 マーガレット MIX 3寸

花苗 ムルチコーレ 3寸

花苗 ユリオプスデージー ボビー 3寸

花苗 ユリオプスデージー 3.5寸

花苗 ルピナス ピクシーデライト 3.5寸

花苗 ナデシコ 四季咲き 3寸

花苗 シバザクラ ダニエルクッション 3寸

花苗 ハボタン ウィンターチェ 3.5寸

花苗 ハボタン サンゴ　紅 3寸

花苗 ハボタン サンゴ　白 3寸

花苗 ハボタン 切花用 2.5寸

花苗 ハボタン 楊貴妃 3.5寸

花苗 ハボタン ムーンドロップ 4寸

花苗 ハボタン 2F3.5寸

花苗 ハボタン フレア 3寸

花苗 ハボタン ミスティーロゼ 3.5寸

野菜苗 イチゴ 2.5寸
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門松 松竹梅 松竹梅

尺2 尺

松竹梅 正月用品 ピックいろいろ

8寸

シンビジューム シンビジューム シンビジューム

キッシングトーク ゴールドシップ にじおと（ピンク）

 

シンビジューム シンビジューム シンビジューム

ピンクペルペチュエル マイピーチ 福娘（濃桃）

シンビジューム シンビジューム デンドロビューム

和蘭 エリス ピーチボーイ
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シンビジューム クリスマスローズ ガーベラ

ハニーキャット

シクラメン シクラメン シクラメン

リップスオレンジ

プリムラ マーガレット ラナンキュラス

ミニバラ カランコエ レースラベンダー

チランジア 花月 花月

イオナンタ　ｴｱｰﾌﾟﾗﾝﾂ 金の成る木　きらめき 金の成る木
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多肉植物 パンジー パンジー

プリムラ ガーデンシクラメン フキタンポポ

ジュリアン

ハボタン ハボタン ハボタン

ナデシコ メラコ

キューティー
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