
2021年3月21日　現在　入荷情報

樹木名 高さ 幅

シンボルツリー サルスベリ 2.8m

シンボルツリー ヒメシャラ 2.0m

庭木 シダレ桜 4.0m

庭木 青シダレモミジ 3.3m

庭木 ボケ　東洋錦 2.0m

庭木 キンモクセイ 4.0m

庭木 マンサク 3.5m

庭木 花桃ピンク 2.8m

庭木 源平桃　シダレ 1.8m

庭木 源平桃 2.3m

庭木 岩根椿 1.2m

庭木 八房五葉松 0.5m 0.8m

庭木 ゴールドライダー（コニファー） 1.3m

庭木 エメラルド（コニファー） 1.3m

庭木 ポプシー（コニファー） 2.6m

庭木 ドラセナ 1.1m

庭木 ナナカマド 2.5m

庭木 プルプレア（銀葉アカシア） 2.3m

庭木・低木 クルメツツジ 0.8m

庭木・低木 ミツバツツジ 1.8m

庭木・低木 白南天 1.5m

庭木・低木 アセビ 0.8m～1.2ｍ

庭木・低木 コルジリネ 0.4ｍ

庭木・低木 サツキ玉 0.8ｍ

庭木・低木 キンメツゲ　玉 0.3ｍ

庭木・低木 平戸玉 0.6ｍ

庭木・低木 レモンライム（プリペット） 0.5m

下草 玉竜

庭木・果樹 キイチゴ 1.0ｍ

果樹 セミノール（みかん） 2.0m

果樹 デコポン 1.2m

果樹 とげなしレモン 0.9m

果樹 ビックリグミ 1.8m

果樹 ブラッドオレンジ 2.0m

果樹 レモン　6寸 1.2m

果樹 清見オレンジ 2.2m
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2021年3月21日　現在　入荷情報写真

青シダレモミジ シダレ桜　 姫シャラ　

ボケ　東洋錦 源平桃　シダレ サルスベリ

八房五葉松 キンメツゲ玉

白南天

ゴールドライダー 清見オレンジ

(コニファー） デコポン
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2021年3月21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 フォアゴットンフルーツ(濃茶） 5F7寸・7F7寸

洋ラン デンドロビューム 5寸

洋ラン 胡蝶蘭 混合 2FL5寸

洋ラン 胡蝶蘭 白 3F2L7

洋ラン 胡蝶蘭 V3 3F7.5寸

洋ラン 胡蝶蘭 湖衣姫 3F2L8寸

洋ラン 胡蝶蘭 恋姫 3F

花鉢 ガーベラ 3.5寸・4寸・5寸

花鉢 サイネリア 5寸

花鉢 ぺラルゴニウム 混合 4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 5寸

花鉢 ヘリクリサム かんざし姫 5寸

花鉢 ローダンセマム クレールローズ 4寸

花鉢 アジサイ ダンスパーティー 5寸

花鉢 アザレア 混合 4.5寸

花鉢 バラ 大輪3寸

花鉢 木香バラ 4寸

花鉢 ブーゲンビリア 6寸

花鉢 アンスリューム 5寸

花鉢 観葉寄せ植え鉢 5寸・6寸

観葉植物 マドカズラ 4寸

観葉植物 サンセベリア 5寸・6寸

観葉植物 アジアンタム 3.5寸

観葉植物 コルジリネ アウストラリス　レッドスター 4寸

観葉植物 コルジリネ ダズラーディライト 4寸

観葉植物 パキラ 4寸

観葉植物 ポトス 5寸

観葉植物 シェフレラ アクティノフィラ　アルパイン 8寸

観葉植物 カラテア 6寸

観葉植物 アルテシーマ 5寸

観葉植物 オーガスタ 尺

観葉植物 フィカス 8寸

観葉植物 フィカス キアティスティプラ 8寸

観葉植物 ミニ観葉 2.5寸・3寸

観葉植物 観葉セット 3.5寸・4寸

果樹 クラブアップル 6寸
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商品名 商品名-2 ポット寸法

花苗 パンジー 3寸

花苗 ビオラ 3寸

花苗 ビオラ オレンジ 3寸

花苗 マリーゴールド 3寸

花苗 ペチニア 3寸

花苗 カリブラコア 3.5寸

花苗 バーベナ 3寸・3.5寸

花苗 ベコニア ダブレット 3.5寸

花苗 アリッサム 3寸

花苗 金魚草 アンテリナム 3寸

花苗 花かんざし アクロクリニウム 3.5寸

花苗 ヒナソウ ホウストニア・トキワナズナ 3寸

花苗 オステオスペルマム 3寸・3.5寸

花苗 チロリアンデージー 3寸

花苗 紫蘭 4寸

花苗 クリムソンクローバー 3寸

花苗 ネメシア 3寸

花苗 ラナンキュラス 3.5寸

花苗 ストック 3.5寸

花苗 デモルフォセカ 3寸

花苗 ナスタチューム キンレンカ 3寸

花苗 ネモフィラ 3.5寸・4寸

花苗 アルメリア 3.5寸

花苗 金盞花 カレンジュラ 3寸

花苗 マーガレット 3寸

花苗 フロックス 3寸

花苗 アスター 3寸

花苗 オブコニカ タッチミー 3.5寸

花苗 カーペットカスミ草 セラスチオイデス・オノエマンテマ 3寸

花苗 芝桜 ダニエルクッション 3寸

花苗 クリサンセマム ムルチコーレ　アップライトイエロー 3寸

花苗 ユリオプスデージー ボビー 3寸

花苗 金盞花 カレン 3寸

花苗 ダリア ハーレクイーン 3寸

花苗 ハーブ レモンバーム・ミント・タイム・カモミール 2.5寸

花苗 フレンチラベンダー 3寸

花苗 ラベンダー パープルサマー 3.5寸
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商品名 商品名-2 ポット寸法

花苗 つるバラ 3.5寸

花苗 アレナリア 3寸

花苗 バラ 中輪房咲き・大輪 3.5寸

野菜苗 絹さやエンドウ 3寸

野菜苗 エンドウ 3寸

野菜苗 砂糖エンドウ 2.5寸

野菜苗 コシアブラ 3.5寸

野菜苗 セロリ 3寸

庭木 大手毬 6寸

庭木 花水木 クラウドナイン 6寸

庭木 花海棠 垂糸海棠 6寸

庭木 庭梅 6寸

胡蝶蘭　V3

胡蝶蘭　白 胡蝶蘭　湖衣姫

デンドロビューム クレマチス ぺラルゴニウム

2021年3月21日　現在　入荷情報写真

2021年3月21日　現在　入荷情報
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アジサイ

ガーベラ アザレア アンスリューム

観葉セット サンセベリア

シェフレラ

オーガスタ マドカズラ カラテア

アジサイ　ダンスパーティー

2021年3月21日　現在　入荷情報写真
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アジアンタイム ミニ観葉 バラ　大輪

つるバラ バラ　四季咲き大輪

フレンチラベンダー ネモフィラ コシアブラ

絹さやエンドウ 砂糖エンドウ ハーブ

レモンバーム・ミント・タイム・カモミール

2021年3月21日　現在　入荷情報写真
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