
2021年5月15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 2FL5寸

花鉢 ガーベラ 4寸

花鉢 ゼラニウム ゼラニューム・アメリカーナ 5寸

花鉢 クレマチス テッセン 5寸

花鉢 バーベナ スーパーベナ 5寸

花鉢 ベゴニア リーガースベゴニア 5寸

花鉢 ペチュニア カリブラコア・サフィニア 5寸

花鉢 ユリ 透かしユリ 6寸

花鉢 ヨウシュコバンの木 4寸

花鉢 グロキシニア 4寸

花鉢 ダリア 4寸

花鉢 アヤメ 4寸

花鉢 菖蒲 4寸

花鉢 スカビオサ 松虫草 4寸

花鉢 キャットテール メメ 3.5寸

花鉢 サンブリテニア スカーレット赤・他 6寸

花鉢 ヒマワリ スマイルラッシュ 4寸

花鉢 アジサイ 恋路ケ浜 5寸

花鉢 アジサイ 華あられ 特A5F5寸

花鉢 ハイビスカス 大輪5寸

花鉢 ブーゲンビリア 4.5寸

花鉢 ホクシャ 5寸

花鉢 アンスリューム 6寸

花鉢 カランコエ 5寸

花鉢 ジャスミン マダガスカル A4寸

花鉢 ポリガラ 4寸

多肉植物 サボテン 柱サボテン 尺・8寸

多肉植物 ベビーサンローズ ハナツル草 3寸

多肉植物 セダム 2.5寸

花木・低木 クチナシ ガーデニア 5寸

花木・低木 ベンガレンシス ベンガル菩提樹 尺

花木・低木 綿（わた） 2.5寸

花木・低木 ソラナム ラントネッティー 3寸

花木・低木 ガーデンブーゲン 2.5寸

花木・低木 バラ レオナルドダビンチ 4.5寸

花木・低木 バラ ホホエミルージュ 3.5寸

花木・低木 スモークツリー グレース 4.5寸
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花木・低木 ヒネムの木 3.5寸

花木・低木 はてなの木 3寸

花木・低木 ユーカリ グニー 3寸

花木・低木 紅サラサドーダン 4寸

花木・低木 シモツケ ゲンべ 5寸

花木・低木 アジサイ 万チキン柏葉 4.5寸

花木・低木 グレビレア ココナッツアイス 9寸

花木・低木 金宝樹 8寸

観葉植物 ドラセナ コンパクタ 8寸

観葉植物 ストレチア ストレリチア　ノンリーフ 8寸

観葉植物 観葉セット 3寸

観葉植物 ウンベラータ 尺・7尺

観葉植物 ポトス 3寸

花苗 ダチュラ 3.5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 マリーゴールド 赤・イエロー・アフリカン・オレンジ 3寸

花苗 日々草 ビンカ 2.5寸・3寸

花苗 日々草 タイタン 3寸

花苗 ペチュニア 混合 3寸

花苗 ペチュニア カリブラコア・カリブラコア八重・夢のしずく・華劇 3.5寸

花苗 バーベナ 宿根バーベナ 3寸・3.5寸

花苗 ベコニア ベコニアセンパ・白・赤・ピンク 3寸

花苗 インパチェンス 3寸

花苗 ガザニア 3寸

花苗 宿根ガザニア 2.5寸

花苗 金魚草 アンテリナム 3寸

花苗 ゼラニウム 3.5寸

花苗 ジニア プロフュージョン 3.5寸

花苗 ペンタス 3寸

花苗 ニゲラ 3寸

花苗 カランドリニア アンデスマツ 3.5寸

花苗 ゴテチャ 3寸

花苗 クフェア 2.5寸・3寸

花苗 ガーベラ 3.5寸

花苗 カスミ草 3寸

花苗 アゲラタム 3寸
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花苗 マーガレット 3寸

花苗 芝桜 モスフロックス 3寸

花苗 松葉牡丹 3寸

花苗 松葉菊 3寸

花苗 アスター 3寸

花苗 メランポジューム 3寸

花苗 ヘリクリサム 3寸

花苗 サンビタリア 3寸

花苗 ケイトウ 久留米ケイトウ 3寸

花苗 千日紅 バディ・ラベル苗 3寸

花苗 千日紅 白 3.5寸

花苗 姫岩だれ草 カネスケンス 3寸

花苗 姫ナデシコ 3寸

花苗 ケイトウ スマートルック 3.5寸

花苗 アンゲロニア セレニータ 3.5寸

花苗 松葉牡丹 ハッピーアワー 3寸

花苗 ヒマワリ 高性 3寸

花苗 ほおずき 大株 3.5寸

花苗 トルコキキョウ 一重咲・フリル咲・マジシャンボーイ 3寸

花苗 コスモス 高性 3寸

花苗 菊 8月咲き中輪・9月咲小菊 2.5寸

花苗 ジニア 高性コロン（小輪） 3寸

花苗 朝顔 西洋・曜白 2.5寸

花苗 アスター 松本 3寸

花苗 アメリカンブルー 3寸

花苗 ペンタス 3寸

花苗 ツワブキ 浮雲錦 4寸

花苗 アガパンサス サマーラブブルー・混合 4寸

下草苗 ツタ 斑入りアメリカヅタ 3.5寸

下草苗 風知草 3.5寸

水生植物 睡蓮（スイレン） ミニ

水草 ホテイアオイ

ハーブ バジル 3寸

ハーブ シルバータイム 3.5寸

野菜 ミニトマト 千果（オレンジあり）・レジナ・アイコ 3寸

野菜 ミニトマト イエローアイコ 3寸

野菜 ピーマン 京みどり 3寸
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野菜 唐辛子 万願寺 3寸

野菜 ヘチマ 3寸

野菜 ナス 加茂ナス 3寸

野菜 接木ナス とげなし千両2号 3.5寸

野菜 枝豆 3寸

野菜 キュウリ 北進・夏すずみ 3寸

野菜 接木キュウリ 夏すずみ 3.5寸

野菜 冬瓜 3寸

野菜 オクラ ベターファイブ 3寸

野菜 トマト ホーム桃太郎・フルティカ 3寸

野菜 銀泉マクワウリ 3寸

野菜 サツマイモ 鳴門金時・紅あずま 3寸

野菜 空芯菜 エンサイ 3寸

野菜 デルモンテトマト フルーツルビーEX・ぜいたくとまと 3寸

野菜 パセリ パンチパセリ 3寸

野菜 トウモロコシ ゴールドラッシュ 3寸

野菜 パプリカ フルーツパプリカ 3寸

果樹 オリーブ 8寸

果樹 ブルーベリー 常緑・ノーザン・サザン 3寸

果樹 ブルーベリー ラビットアイ 4.5寸

サボテン

　　　　　　　オリーブ 　　　　　　ストレチア

ミニ観葉 　　ウンベラータ
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ガーベラ ゼラニウムアメリカーナ テッセン

ヨウシュコバンの木 リーガースベゴニア バーベナ

透かしユリ スカビオサ カランコエ

グロキシニア キャットテール　メメ ダリア

アンスリューム あじさい　恋路が浜 サンブリテニア　スカーレット
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ジャスミン ハイビスカス ポリガラ

ヒネムの木 綿（わた） はてなの木

ツワブキ クチナシ スモークツリー

グレビレア　ココナッツアイス かしわ葉あじさい バラ　ホホエミルージュ

紅サラサドーダン ユーカリ　グニー

金宝樹
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ジニア メランポジューム マリーゴールド　アフリカン

ケイトウ アゲラタム ヘリクリサム

サンビタリア ベビーサンローズ トルコキキョウ

アガパンサス アヤメ 菖蒲

睡蓮 風知草 斑入りアメリカツタ
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キュウリ　自根苗 キュウリ　接木苗 ナス　接木苗

ナス　自根苗 枝豆 フルーツパプリカ

銀泉マクワウリ 冬瓜 カラーピーマン

サツマイモ 空芯菜 トウモロコシ

ブルーベリー　常緑 ブルーベリー　 ブルーベリー　

サザンハイブッシュ ノーザンハイブッシュ
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