
2021年5月29日 現在　入荷情報

商品名 商品名-2 ポット寸法

花鉢 N・インパチェンス サンハーモニー 5寸

花鉢 カンパニュラ アピール 4寸

花鉢 ガーベラ 4寸

花鉢 テッセン 白万重 8寸

花鉢 ダイアンサス 4寸

花鉢 コレオプシス 4.5寸

花鉢 コンロンカ 白 5寸

花鉢 ダリア マキシ 5寸

花鉢 ペンテスモン 5寸

花鉢 マリーゴールド 3色植え 4.5寸

花鉢 五色トウガラシ 観賞用 4寸

花鉢 アジサイ ラブユーキッス 4F特A5寸

花鉢 アジサイ ホワイト 5寸

花鉢 ハイビスカス クイーンスター 大輪5寸

花鉢 ミニバラ 3寸

花鉢 ホクシャ 4寸

花鉢 源平カズラ 4寸

花鉢 アンスリウム 4寸

花鉢 ロベリア ベニバナ・サワギキョウ ５寸

花鉢 シコンノボタン 5寸

花鉢 谷渡り 4.5寸

花苗 アルテルナンセラ 3.5寸

花苗 コンロンカ 白 3.5寸

花苗 ホタルブクロ 3.5寸

花苗 スワインソーナ ユイホワイト 3寸

花苗 サルビア サリーファン・ブキャナリー 3.5寸

花苗 アフリカンマリーゴールド 3寸

花苗 マリーゴールド 一重・八重 3寸

花苗 日々草 タイタン・パシフィカ 3寸

花苗 日々草 混合・桃のときめき 3.5寸

花苗 カリブラコア 3.5寸

花苗 ペチュニア 夢のしずく 3.5寸

花苗 W・インパチェンス ウイリー 3.5寸

花苗 イソトマ 恋華 3.5寸

花苗 コリウス 3寸

花苗 モミジ葉ゼラニウム 3寸
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花苗 テルスター 3寸

花苗 百日草 切花種 3寸

花苗 ペンタス 3寸

花苗 宿根ロベリア 3寸

花苗 アゲラタム 3寸

花苗 アマランサス 3寸

花苗 おじぎ草 3寸

花苗 おしろい花 3寸

花苗 オルラヤホワイトレース グランディフ 3寸

花苗 ガウラ グレース 3.5寸

花苗 カスミ草 3.5寸

花苗 カランコエ 3.5寸

花苗 クフェア 3寸

花苗 クフェア ピンクシマー 2.5寸

花苗 ケイトウ 3寸・3.5寸

花苗 スクテラリア 3寸

花苗 ダリア 3寸

花苗 ダリア 香りダリア・セントバレンタイン 3.5寸

花苗 皇帝ダリア 3.5寸

花苗 ヒマワリ スマイルラッシュ 3.5寸

花苗 ブラキカム 姫コスモス 3寸

花苗 ベビーサンローズ 3寸

花苗 ヘミグラフィス レパンダ 3寸

花苗 ホウセンカ 3寸

花苗 ランタナ 3寸

花苗 ルドベキア トト 3寸

花苗 松葉牡丹 3寸

花苗 千日紅 3寸

花苗 千日紅 パディ・ラズベリーフィールド 3寸

花苗 千日紅 ラスベガス 3.5寸

花苗 球根ベコニア 3.5寸

地被類 スウェディッシュアイビー 3寸

地被類 ヘデラ 斑入り 3寸

山野草 シラサギカヤツリ 4寸

ハーブ イングリッシュラベンダー 3寸

ハーブ アロマティカス 3寸
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ハーブ ハーブ 3寸

ハーブ ローズマリー 3寸

ハーブ チェリーセージ 3.5寸

観葉植物 クワズイモ オドラ

観葉植物 ドラセナ コンシンネ

観葉植物 ドラセナ コンパクタ

観葉植物 アルテシーマ 7寸

観葉植物 その他観葉 5寸

観葉植物 ガジュマル 3寸・８寸

観葉植物 モンステラ 4寸・7寸

観葉植物 アロカシア　アマゾニカ 7寸

野菜 アシタバ 3.5寸

野菜 黒瓜 接木 3寸

野菜 落花生 3寸

果樹 サルナシ 5寸

果樹 ブルーベリー ノウザンハイブリッシュチャンドラー 5寸

果樹 ブルーベリー 常緑 3寸

果樹 オリーブ ミッション・ピクアル・ネバディロブランコ 3寸

果樹 レモン リスボン 5寸

果樹 マンゴーアップル 6寸

庭木 姫コブシ 1.5ｍ

庭木 白南天 0.7ｍ

茶樹 お茶の木 やぶきた茶・紅富貴茶 4寸

紅富貴茶 　　　　やぶきた茶

白南天
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カンパニュラ　アピール カランコエ コンロンカ

アジサイ　ラブユーキッス カシワバアジサイ アンスリウム

ダリア　マキシ 球根ベコニア グロキシニア

五色トウガラシ 源平カズラ

テッセン白万重

マリーゴールド ガウラ スワインソーナ
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ハイビスカス大輪 ハイビスカス大輪 ホタルブクロ

ダイアンサス シコンノボタン 谷渡り

ほおずき 山野草 アゲラタム

おじぎ草 千日紅 スウェディッシュアイビ

日々草タイタン 日々草桃のときめき ヘデラ
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アルテルナンセラ ヘミグラフィス

ガジュマル

サルナシ ブルーベリー ブルーベリー　常緑

ノウザンハイブリッシュチャンドラー

落花生 アシタバ

モンステラ マンゴーアップル

アロカシア　アマゾニカ

クワズイモ アルテシーマ
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