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商品名 商品名-2 ポット寸法

洋ラン シンビジューム ワインシャワー、アイスティプリンセス、キュートマム 3F5.5寸

洋ラン 胡蝶蘭 ホワイトエース 3F8寸

洋ラン 胡蝶蘭 恋姫 3F8寸

花鉢 シクラメン 5寸、6寸

花鉢 リーガースベコニア エラチオール 5寸

花鉢 ミニバラ タッカー 3.5寸

花鉢 ミニバラ マラクジャコルダーナ 3寸

花鉢 プリンセチア ローザ 5寸

花鉢 ポインセチア エッケスポイントジャスターレッド 4寸

花鉢 ポインセチア エッケスポイントフリーダム 3寸

花鉢 カランコエ パーフェクタ 6寸

観葉植物 シュロ竹 尺

多肉植物 花月 金の成る木 4寸

花苗 パンジー いちごちゃん、ディープモルフォ、ヨクサクスミレ 3.5寸

花苗 パンジー 3寸

花苗 ビオラ アンティーク、ウイング、ビッツルミナリエ 3.5寸

花苗 ビオラ ブラックベリー、こつぶのみかん、バナナミルク 3.5寸

花苗 ビオラ ピンクラビット、MIX 3寸

花苗 ビオラ（おしゃれな雑貨屋さん） わくわくストラップ、ハピネスリング 4寸

花苗 ビオラ（おしゃれな雑貨屋さん） ラブラブウォッチ、カラフルアンブレラ 4寸

花苗 ビオラ（おしゃれな雑貨屋さん） プリティバック、キラメキピアス 4寸

花苗 ビオラ（おしゃれな雑貨屋さん） あでやかワンピ、フェミニンブーツ 4寸

花苗 アリッサム 3.5寸

花苗 アルテルナンセラ 赤 3.5寸

花苗 アルテルナンセラ 赤、黄、MIX 3寸

花苗 プリムラジュリアン 3寸

花苗 メラコ 3寸

花苗 ガーデンシクラメン 3寸

花苗 ガーデンシクラメン 原種系 3寸

花苗 ガーデンマム モザイク 3.5寸

花苗 菊 カクテルマムクリスタル 3.5寸

花苗 菊 色々 4寸

花苗 黄浜菊 3寸

花苗 金魚草 アンテリナム 3.5寸

花苗 テルスター MIX 3寸

花苗 クリサンセマム ノースポール 3寸
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花苗 ジニア 百日草 3.5寸

花苗 アスター 赤 3寸

花苗 オキザリス 3.5寸

花苗 ケイトウ セロシア 3.5寸

花苗 ダリア 3.5寸

花苗 ナデシコ ダイアナスカ 3寸

花苗 ニゲラ 3寸

花苗 ヒューケラ ドルチェ 3.5寸

花苗 ユリオプスデージー ティアラミキ 3寸

花苗 金盞花 黄色 3寸

花苗 葉牡丹 つぐみ、丸葉 3寸、3.5寸

花苗 葉牡丹 高性 3.5寸

花苗 サザンクロス 3寸

花苗 メラレウカ 3寸

花苗 クリスマスローズ 八重、一重 4寸

花苗 宿根カンパニュラ りんどう咲、桃葉ききょう 3寸

花苗 デルフィニューム マジックフォンテン 3寸

花苗 つぼさんご 3寸

花苗 ビデンス 天使のきらめき、エンジェルチーク 3.5寸

ハーブ ハーブ 3寸

花木 モッコウバラ 黄 4寸

庭木 お茶の木 静岡のお茶 3寸

盆栽 紅梅 一重咲、八重咲 5寸

盆栽 花梅 咲分け　思いのまま 5寸

盆栽 白梅 一重咲 5寸

盆栽 花梅 八重咲　ピンク 5寸

盆栽 梅 赤、白 3.5寸

果樹 キウイ トムリ（オス） 4.5寸

果樹 キウイ ヘイワード（メス） 4.5寸

果樹 キウイ 赤妃、早雄 4.5寸

果樹 ぶどう シャインマスカット 4.5寸

果樹 桃 大玉白鳳 4.5寸
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シンビジューム　ワインシャワー 花月　金の成る木 お茶の木

クリスマスローズ八重 モッコウバラ

シュロ竹

花梅　咲分け　思いのまま 盆栽　紅梅・白梅

メラレウカ

ビオラ各種

ハピネスリング ラブラブウォッチ カラフルアンブレラ

キラメキピアス あでやかワンピ わくわくストラップ
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ビオラ各種

プリティバック フェミニンブーツ アンティーク

こつぶのみかん バナナミルク ブラックベリー

ビッツルミナリエ ウイング ピンクラビット

パンジー各種

いちごちゃん ディープモルフォ ヨクサクスミレ

ももか つのたんパンジー　フリル咲 虹色スミレ
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