
2021年3月6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

花鉢 アンスリューム 6寸

花鉢 ウォーターマッシュルーム 2寸

花鉢 オステオスペルマム 5寸

花鉢 ガーベラ ガルビネア 4寸

花鉢 カランコエ カランディーバ 5.5寸

花鉢 カンパニュラ ベルフラワー 5寸

花鉢 クレマチス テッセン 6寸

花鉢 サイネリア 4寸・5寸

花鉢 サイネリア 大輪 6寸

花鉢 サイネリア カーニバル 5寸

花鉢 ゼラニウム 5寸

花鉢 プリムラ　オブコニカ タッチミー 5寸

花鉢 プリムラ　ポリアンサ 肥後

花鉢 ペチュニア ｻﾌｨﾆｱｱｰﾄ　ももいろハート 5寸

花鉢 マーガレット 混合 5寸

花鉢 マーガレット ﾌｪｱﾘｰﾀﾞﾝｽｼﾝﾌﾟﾘｰｺｰﾗﾙ 4寸

花鉢 ミニガーベラ 3.5寸

花鉢 ラナンキュラス 4寸

花鉢 リーガースベコニア 4寸・4.5寸・5寸

観葉植物 アスプレニウム レズリー 6寸

観葉植物 アルテシーマ 曲がり5寸

観葉植物 オーガスタ 尺

観葉植物 観葉セット 3.5寸

観葉植物 テーブルヤシ チャメヤシ 4寸

観葉植物 フィカス　カシワバゴム バンビーノ 尺

観葉植物 フィカス鉢 3.5寸

観葉植物 ミエミツヤシ 7寸

多肉植物 ビザールプランツ 3.5寸

サボテン 花キリン 八福神 5寸

花苗 アネモネ

花苗 アリッサム 白 2.5寸

花苗 アリッサム 2.5寸

花苗 アルメリア 3寸

花苗 アルメリア バレリーナ 3.5寸

花苗 イベリス 3寸

花苗 オーブリエチア 3.5寸
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花苗 オステオスペルマム 3.5寸

花苗 オダマキ 折り紙 3.5寸

花苗 ギガンチューム （球根芽出し） 3.5寸

花苗 金魚草 アンテリナム 3寸

花苗 キンセンカ カレンジュラ 3寸

花苗 キンセンカ オレンジ 3寸

花苗 キンセンカ カレン 2.5寸

花苗 クリサンセマム ノースポール 3寸

花苗 四季咲きナデシコ 3寸

花苗 シロタエギク ダスティーミラー 3寸

花苗 ストック 3.5寸

花苗 耐寒マツバギク 3.5寸

花苗 チューリップ （球根芽出し） 3寸

花苗 チロリアンデージー 3寸・3.5寸

花苗 ネメシア 3寸

花苗 ネモフィラ 3寸

花苗 ネモフィラ インシグニスブルー 3寸

花苗 バーベナ 3.5寸

花苗 バコパ 3寸

花苗 パンジー 3寸

花苗 ビオラ 3寸

花苗 プリムラ　オブコニカ タッチミー 3.5寸

花苗 プリムラ　ポリアンサ 3.5寸

花苗 フロックス 3寸

花苗 ペチュニア エコチュニア 3寸

花苗 マーガレット 3.5寸

花苗 マーガレット キューティマイス 3.5寸

花苗 マリーゴールド 3寸

花苗 ムルチコーレ 3寸

花苗 もみじ葉ゼラニウム バンクーバーセンティニア 3.5寸

花苗 ユリオプスデージー ボビー 3寸

ハーブ スープセロリ キンサイ 3寸

ハーブ ステビア 3寸

ハーブ ハーブ 2.5寸・3寸

ハーブ ブロッコリー ピクセル 3寸
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樹木名(ポット寸法） 高さ 幅

シンボルツリー オリーブ 3.0m 1.5m

シンボルツリー サトミ　ヤマボウシ 4.5m 2.5m

シンボルツリー 仙台しだれ桜 3.0m 1.5m

シンボルツリー 四海波　椿 2.0m 1.1m

庭木 シラカバ 4.0m 2.0m

庭木 チャボ 2.7m 1.0m

庭木 ドーソンリバー　ブラシの木 1.5m 0.5m

庭木 マキ 1.7m 1.6m

庭木 マンサク

庭木 金モクセイ 1.1m

庭木 源平タレ　桃 1.3ｍ、1.4m、1.8ｍ

庭木 青シダレモミジ 3.0m 2.0m

庭木　低木 カシワバアジサイ 0.5ｍ

庭木　低木 アンナローズウイットニー(西洋しゃくなげ） 0.9ｍ 0.6ｍ

庭木　低木 サツキ 1.4ｍ 1.3ｍ

庭木　低木 ドウダン 1.0ｍ

庭木　低木 ハナズオウ

庭木　低木 フィリフィラオーレア 0.25ｍ

庭木　低木 ボケ 0.5ｍ 0.4ｍ

庭木　低木 ボケ 0.7ｍ 0.4ｍ

庭木　低木 ボケ 0.8ｍ 0.6ｍ

庭木　低木 ボタン 0.5ｍ、0.8ｍ

庭木　低木 ボタン（6寸、7寸、8寸）

庭木　低木 大花レンギョウ 0.6ｍ

庭木　低木 沈丁花　赤 0.3ｍ～0.5ｍ

庭木　低木 クチナシ(4寸)　一重(実成り)・八重

下草 オモト 0.3ｍ

下草 シャクヤク　（6寸）

下草 トクサ 0.7ｍ

果樹 ユズ 1.8ｍ 0.7ｍ

果樹 シシユズ 1.6ｍ 1.2ｍ

果樹 セミノール 2.0m 0.9ｍ

果樹 ブラッドオレンジ 2.3ｍ 0.9ｍ

果樹 温州みかん

果樹 清見オレンジ 2.0m 0.9ｍ

果樹 とげなしレモン　（6寸） 0.9ｍ

果樹 レモン 0.7ｍ、1.1m、1.8ｍ

H2.0mW1.3ｍ、Ｈ1.0ｍ
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