
2021年11月20日 現在　入荷情報

商品名 商品名-2 ポット寸法

洋ラン シンビジューム プロムナード（濃ピンク）、気まぐれビーナス 5F＋8寸

洋ラン シンビジューム 花の絆（薄ピンク） 5F6.5寸

洋ラン 胡蝶蘭 混合 2FL5寸

花鉢 シクラメン F1、プルマージュ、オプコニカ 5寸

花鉢 シクラメン オオウチレッド、バニーオレンジ、バニーブルー 6寸

花鉢 シクラメン ミニチュア 4寸

花鉢 プリンセチア MIX 5寸

花鉢 ポインセチア エッケスポイント 3寸

花鉢 ポインセチア 混合 4寸

花鉢 チランジア チランドシア 特大

花鉢 カランコエ MIX 5寸

花鉢 シャコバサボテン 混合 6寸

花鉢 シャコバサボテン デンマークカクタス 8寸

花鉢 魚柳梅 八重ピンク、濃いピンク 3寸

花鉢 レプトスペルマム（ティーツリー） ドワーフレッドティーツリー 3寸

花鉢 松（お正月用） 4寸段作り

花鉢 葉牡丹 お江戸小町 A6寸

花鉢 南天 2.5寸

花鉢 シダレ梅 赤 6寸

花苗 パンジー ヨクサクスミレ 3.5寸

花苗 パンジー MIX、大輪 3寸

花苗 パンジー（つのたんパンジーフリル咲き） オレンジ、イエローシェード、バーガンディ 3寸

花苗 ビオラ ビビ 3寸

花苗 ビオラ ももか 3.5寸

花苗 ビオラ 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） あでやかワンピ、ラブラブウォッチ 4寸

花苗 ビオラ（おしゃれな雑貨屋さん） カラフルアンブレラ、プリティバック 4寸

花苗 ビオラ（おしゃれな雑貨屋さん） キラメキピアス、フェミニンブーツ 4寸

花苗 ポリクシネ ポリキセナ 3寸

花苗 バコパ スコーピア 3.5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 MIX、コンパクト 3寸

花苗 アルテルナンセラ ツル　赤・黄 3寸

花苗 アリッサム 白、MIX 3寸

1



2021年11月20日 現在　入荷情報

商品名 商品名-2 ポット寸法

花苗 金魚草 ピンク・レッド・ローズ 3.5寸

花苗 クリサンセマム ノースポール 3寸

花苗 アルストロメリア 3.5寸

花苗 カスミ草 3寸

花苗 スカビオサ ピンク 3寸

花苗 ストック 一重 3寸

花苗 チェッカーベリー 3寸

花苗 ナデシコ ダイアンサス 3寸

花苗 ユーホルビア 白雪姫 3寸

花苗 金盞花 カレンジュラ 3寸

花苗 日本水仙 房咲き水仙 3寸

花苗 白妙菊 ダスティーミラー 2.5寸

花苗 葉牡丹 丸葉、切花用、光子 3寸

花苗 葉牡丹 ムーンライト、プチボタン恋 3.5寸

花苗 葉牡丹 ホワイトレディ、ファーストレディ 3.5寸

花苗 葉牡丹 桃つぐみ 4寸

花苗 葉牡丹 ミニハボタン、ベビーフラ、ベビーベビー 2.5寸

花苗 ヘデラ 3寸

花苗 メラレウカ レッドジェム 3寸

花苗 アルメリア 高性 3寸

花苗 宿根カンパニュラ 桃葉キキョウ、りんどう咲き 3寸

花苗 ビデンス イエローキューピット 3寸

花苗 ネリネ ダイヤモンドリリー

果樹 大実キンカン 6寸

果樹 小みかん 6寸

果樹 青島みかん

果樹 早生みかん

果樹 シークワーサー 6寸

果樹 ゆず 6寸

果樹 本ゆず

果樹 オレンジ

果樹 スィーティオ

果樹 ハッサク

果樹 ブンダン

果樹 ポンカン

果樹 アーモンド
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下草 ヤブコウジ 3寸

下草 シマ笹 2.5寸

下草 リュウノヒゲ ハクリュウ 3寸

下草 ツワブキ

下草 玉竜

庭木　低木 三角葉アカシア 4.5寸

庭木　低木 アカシアブルーブッシュ 5寸

庭木　低木 屋久島シャクナゲ

庭木　低木 ヤマシャクナゲ

庭木 ウイルマ ゴールドクレスト、ウイルマ 3.5寸

庭木 ゴールドクレスト 7寸

庭木 アオハダ

庭木 イロハモミジ

庭木 イロハモミジ 株立

庭木 オリーブ

庭木 オリーブ・ブランケッタ

庭木 寒椿

庭木 キンモクセイ

庭木 サザンカ 大和フジ

庭木 シダレ梅 ピンク

庭木 シダレ花桃

庭木 吉野桜

庭木 仙台シダレ桜

庭木 ドウダン

庭木 東京南天

庭木 南天 小、中、大

庭木 ハシバミ 株立

庭木 ヒメユズリハ

庭木 マキ

庭木 マユミ

庭木 モミの木

灯篭 織部灯篭

白河砂利
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南天　

松（お正月用） 葉牡丹　お江戸小町

魚柳梅

シダレ梅　赤 ティーツリー

ネリネ　ダイヤモンドリリー

日本水仙 ゆず

小みかん 大実キンカン

本ゆず

オレンジ

ハッサク スィーティオ
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リュウノヒゲ　白竜 シマ笹 ツワブキ

キンモクセイ サザンカ　大和フジ 吉野桜

アオハダ オリーブ イロハモミジ

東京南天 モミの木 屋久島シャクナゲ

寒椿 ↑千両・万両など

オリーブ→
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