
2021年5月7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 ハルカゼ 3F

洋ラン 胡蝶蘭 はるか 3F

洋ラン 胡蝶蘭 2FL5寸・3F6寸

洋ラン グラマトフィラム ラブリーハート 2F6.5寸

洋ラン フォーミ 竜馬 2F4寸

花鉢 ラベンダー 5寸

花鉢 ニューギニア・インパチェンス 5寸

花鉢 カーネーション ロマンス 4寸・5寸

花鉢 カーネーション 5寸

花鉢 ゼラニウム 5寸

花鉢 テッセン クレマチス 5寸

花鉢 オステオスペルマム 4寸

花鉢 バーベナ スーパーベナ 5寸

花鉢 ベゴニア バレンチノ 5寸

花鉢 リーガースベゴニア エラチオール 5寸

花鉢 カリブラコア スーパーベル 5寸

花鉢 ユリ 5寸

花鉢 ベビーサンローズ ハナツルソウ　アプテニア 5寸

花鉢 ウツボカズラ ネペンテス 3寸

花鉢 蓮 4.5寸

花鉢 ケイトウ カシミヤデコレーション 7寸

花鉢 アジサイ 5寸・7寸

花鉢 アジサイ 花火凛花 4寸

花鉢 アジサイ リップル・ピーチ姫・ポップコーン 5寸

花鉢 アジサイ コットンキャンディ・ディープパープル 5寸

花鉢 アジサイ レッドエンジェル 8寸

花鉢 ミニバラ スターローズ 5寸

花鉢 ブーゲンビリア 4.5寸

水草 ウォーターコイン 4寸

観葉植物 ミニ観葉 2.5寸・3寸

観葉植物 ヘデラ（斑入り） 3寸

花苗 ポーチラカ 花すべりひゆ 3寸

花苗 サルビア 赤 3寸

花苗 サルビア レウカンサ 3.5寸

花苗 マリーゴールド 3寸

花苗 マリーゴールド アフリカンマリーゴールド 3寸

花苗 日々草 混合 3寸
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花苗 カリブラコア 3.5寸

花苗 バーベナ 3寸

花苗 ベゴニア 3寸

花苗 アメリカンブルー エボルブルス 3寸

花苗 インパチェンス 赤 3寸

花苗 イソトマ 3寸

花苗 ガザニア 3寸

花苗 菊 大輪菊・大菊厚物 2.5寸

花苗 金魚草 3寸

花苗 コリウス 3寸

花苗 ハーブゼラニウム 蚊香龍 3.5寸

花苗 トレニア 夏すみれ 3寸

花苗 ジニア プロフュージョン 3寸

花苗 ジニア リネアリス 3.5寸

花苗 ペンタス 3.5寸

花苗 ロベリア 3寸

花苗 五色トウガラシ（観賞用） 3.5寸

花苗 デュランタ 宝塚 3.5寸

花苗 ブラキカム 3寸

花苗 チョコレートコスモス 3.5寸

花苗 ランタナ 3寸

花苗 クフェア 3寸

花苗 ストック 3寸

花苗 ミムラス モンキーフラワー・ミゾホオズキ 3寸

花苗 ナスタチューム キンレンカ 3.5寸

花苗 カスミ草 3寸

花苗 ケイトウ セロシア 3寸・3.5寸

花苗 アスター 3寸

花苗 コキア ほうき草 3.5寸

花苗 千日紅 ストロベリーフィールド・クイズカーマイン 3寸

花苗 メランポジューム 3寸

花苗 イブキジャコウソウ 3寸

花苗 ヘリクリサム シアンスチャニカム 2.5寸

花苗 カーネーション プリティ 3.5寸

花苗 カーネーション プリティいちご 3寸・3.5寸

花苗 アンゲロニア セレニータ 3.5寸
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山野草 茶花 3寸

ハーブ レースラベンダー 3寸

ハーブ ハーブ バジル・タイム他 3寸

多肉植物 セダム 2.5寸

花木・低木 つるバラ 3.5寸

野菜 ミニトマト シュガーランプ・千果・レジナ・アイコ 3寸

野菜 トマト レッドオーレ 2.5寸

野菜 トマト 桃太郎・フルティカ 3寸

野菜 接木トマト 桃太郎 3寸

野菜 ピーマン 京みどり 2.5寸

野菜 ピーマン 京波 3寸

野菜 接木ナス 千両二号・庄屋大長ナス 3寸

野菜 ナス 千両二号 3寸

野菜 キュウリ シャキット・フリーダム・ケンシロウ 3.5寸

野菜 接木キュウリ 夏すずみ 3寸

野菜 ミョウガ 3寸

野菜 ニガウリ ゴーヤ・太レイシ 3寸

野菜 接木スイカ 夏武輝 3寸

野菜 接木黒瓜 3寸

野菜 接木プリンスメロン 3寸

野菜 青シソ 3寸

野菜 枝豆 3寸

野菜 ズッキーニ ダイナー 3寸

野菜 オクラ アーリーファイブ・エメラルド 3寸

野菜 細ネギ 3寸

野菜 カボチャ 栗坊 3寸
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グラマトフィラム　ラブリーハート グラマトフィラム　３Ｆ８寸 ケイトウ

サフィニアアート　江戸しぼり カーネーション　ロマンス ベゴニア　バレンチノ

アジサイ　花火凛花 ミニバラ　スターローズ ゼラニウム

バーベナ　スーパーベナ テッセン ユリ

ベビーサンローズ ミニ観葉 ヘデラ
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ウォーターコイン 五色トウガラシ（観賞用） ケイトウ　セロシア

ペンタス イブキジャコウソウ カスミ草

ランタナ クフェア カーネーション　プリティいちご

ストック マリーゴールド チョコレートコスモス

ブラキカム アンゲロニア デュランタ　宝塚
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サルビア　レウカンサ カリブラコア 大菊厚物

イソトマ つるバラ セダム

ハーブ ハーブゼラニウム　蚊香龍 トマト

ミョウガ ニガウリ 青シソ

カラーピーマン 細ネギ
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