
2021年6月5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

洋ラン フォーミディブル リトルシュシュ 5F6.5寸

花鉢 フレンチラベンダー 4寸

花鉢 ラベンダー

花鉢 ニューギニア・インパチェンス 5寸

花鉢 サンパチェンス ハッピーキャンドル 6寸

花鉢 ブルーデージー 大輪 4寸

花鉢 ベコニア ドラゴンウィング 4寸

花鉢 リーガースベゴニア 5寸

花鉢 アンゲロニア エンジェルフェイス　ウエッジウッドブルー 4寸

花鉢 ウォーターコイン 4寸

花鉢 ケイトウ ハッピーキャンドル 3.5寸

花鉢 コキア ほうき草 5寸

花鉢 ジニア プロフュージョン 3.5寸

花鉢 スイレンボク 3.5寸

花鉢 ダリア マジョーレ 6寸

花鉢 ヘリオトロープ ブライドブルー 5寸

花鉢 マンデビラ＊デプラデニア サンデリー 4寸

花鉢 あじさい アリラン 5寸

花鉢 ハイビスカス ロングライフシリーズ 3.5寸

花鉢 ハイビスカス サマーローズピンク 5寸

花鉢 ハイビスカス 斑入り 5寸

花鉢 ガーデンブーゲン 4寸

花鉢 ホクシャ 4寸

花鉢 ハイドランジア ピラミッドアジサイ　ダルマノリウツギ 4寸

観葉植物 カラジューム 5寸

観葉植物 プラティセリウム こうもりラン 4寸

観葉植物 ミニ観葉 2.5寸

観葉植物 ホヤ 天の川　彦星/織姫 4寸

食虫植物 ハエトリ草、ディオネア 3.5寸

多肉植物 サキュレント 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 宿根サルビア ブルーノート 3.5寸

花苗 アフリカンマリーゴールド 3寸

花苗 マリーゴールド八重 オレンジ・イエロー・複色 3寸

1



2021年6月5日 現在　入荷情報

商品名 商品名-2 ポット寸法

花苗 マリーゴールド 3寸

花苗 日々草 コーラ、ビンカ 3寸

花苗 日々草 桃のときめき 3.5寸

花苗 カリブラコア 八重・セレブレーション 3.5寸

花苗 ペチニア パカラ 3寸

花苗 ペチニア 華劇 3.5寸

花苗 バーベナ オブセッション 3寸

花苗 ベコニア パソダブル 3.5寸

花苗 ベコニア 混合 3寸

花苗 木立ベコニア 3.5寸

花苗 ダブルインパチェンス ウイリー 3.5寸

花苗 インパチェンス 八重咲 3寸

花苗 ガザニア 混合 3寸

花苗 コリウス 3寸

花苗 テルスター 撫子・混合 3寸

花苗 トレニア カタリーナブルーリバー 3.5寸

花苗 トレニア 夏すみれ 3寸

花苗 ジニア（百日草） ダブルザハラ 3.5寸

花苗 ジニア（百日草） プロフュージョン・ジニータ 3寸

花苗 ペンタス 3寸

花苗 ロベリア 3寸

花苗 アゲラタム ブルー 3寸

花苗 アゲラタム 3寸

花苗 アジュガ 3寸

花苗 アブチロン ベラ 3.5寸

花苗 ウツボグサ 2.5寸

花苗 カンナ トロピカル 3.5寸

花苗 ギボウシ*ギボシ*ホスタ 3.5寸

花苗 ケイトウ キモノ 3寸

花苗 コキア ほうき草 3.5寸

花苗 ストロピランテス パープルプリンス 3.5寸

花苗 ダールベルグデージー 3.5寸

花苗 ダリア 3.5寸

花苗 メランポジューム ジャンクポット 3寸

花苗 メランポジューム 3寸

花苗 ランタナ 3寸
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花苗 リクニス センノウ 3.5寸

花苗 リシマキア ミッドナイトサン 3寸

花苗 レウシア 3寸

花苗 キキョウ 3寸

花苗 五色トウガラシ カリコ 2.5寸

花苗 宿根ブラキカム ブルー 3寸

花苗 千日紅 3寸

花苗 白妙菊 ダスティーミラー 3寸

花苗 風船カズラ 3寸

花苗 琉球朝顔 エメラルド 3.5寸

花苗 ソラナム ラントネッティ 3寸

水草 ホテイアオイ

ハーブ レースラベンダー 3寸・3.5寸

ハーブ ローズマリー 3寸

ハーブ 蚊香龍（ハーブゼラ） 5寸

野菜 オクラ ベターファイブ 3寸

野菜 オクラ 3寸

野菜 レイシ＊ニガウリ＊ゴーヤ 3寸

果樹 ブルーベリー 4.5寸

果樹 レモン リスボン 5寸

果樹 とげなしレモン 4.5寸

果樹 時計草 パッションフルーツ 5寸

雑貨類 浮き（水に浮くもの）

魚類 メダカ

                ホテイアオイ 浮き（水に浮くもの）

メダカ             ウォーターコイン
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フォーミディブル リトルシュシュ N.インパチェンス ホクシャ

あじさい　アリラン ヘリオトロープ ダリア

ハイビスカス　サマーローズピンク ハイビスカス　斑入り ガーデンブーゲン

ブルーデージー大輪 こうもりラン ホヤ

ハエトリ草 ミニ観葉 トレニア
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日々草　桃のときめき ジニア　ダブルザハラ 百日草　ジニータ

ジニア　プロフュージョン マリーゴールド アフリカンマリーゴールド

W・インパチェンス アゲラタム ケイトウ　キモノ

五色トウガラシ ストロピランテス リシマキア

ソラナム　ラントネッティ 宿根ブラキカム 白妙菊

5



千日紅 桔梗 レースラベンダー

コキア リクニス　センノウ ギボウシ

風船カズラ 琉球朝顔 カリブラコア

ブルーベリー レモン　リスボン とげなしレモン

時計草　パッションフルーツ レイシ・ニガウリ・ゴーヤ オクラ
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