
2022年3月18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 ホワイトエース 3F8寸

洋ラン 胡蝶蘭 混合 2FL5寸

洋ラン 胡蝶蘭 恋姫 3F30輪

花鉢 アジサイ 混合 5寸

花鉢 オステオスペルマム セレニー 4寸

花鉢 ガーベラ 4寸、5寸

花鉢 サイネリア 4寸、5寸

花鉢 ダリア マキシ 4寸

花鉢 チューリップ 芽出し 4F4寸

花鉢 ニオイバンマツリ 5寸

花鉢 バラ 5寸

花鉢 プリムラ オブコニカ 5寸

花鉢 ベコニア 4寸

花鉢 ペチュニア スーパーチュニア 5寸

花鉢 ペラルゴニウム 5寸

花鉢 ヘリクリサム かんざし姫、モハーブ 5寸

花鉢 マーガレット ラリー 5寸

観葉 エスキナンサス ラディカン 5寸

観葉 クッカバラ 7寸

観葉 ドラセナ ワーネッキー 尺

観葉 グニーユーカリ マルバ 6寸

観葉 フィカス ベンガレンシス 曲がり7寸

観葉 ポトス 5寸

観葉 モンステラ 7寸

多肉植物 花きりん 八福神 4寸

花苗 アスター 3寸

花苗 アラビス リトルトレジャー 3.5寸

花苗 アルメリア バレリーナ 3.5寸

花苗 カンパニュラ 涼姫 3.5寸

花苗 クリサンセマム ノースポール、ムルチコーレ 3寸

花苗 宿根バーベナ 3寸

花苗 バーベナ 3寸

花苗 パンジー 3寸

花苗 ビオラ 3寸

花苗 ペチュニア エコチュニア 3寸

花苗 マリーゴールド 3寸
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花苗 オステオスペルマム 3.5寸

花苗 カーペットカスミ草 3寸

花苗 ガーベラ ガルビネア 3.5寸

花苗 キンセンカ カレンジュラ 3寸

花苗 雲間草 3寸

花苗 ゴールドコイン オドン 3寸

花苗 芝桜 ダニエルクッション、混合 3寸

花苗 芝桜 モスフロックス 3寸

花苗 宿根ネメシア 3.5寸

花苗 ストック 一重 3寸

花苗 セントポーリア 3.5寸

花苗 タチアオイ ホリホック 4寸

花苗 ディアスキア 3.5寸

花苗 デージー 3寸

花苗 ナスタチューム キンレンカ 3.5寸

花苗 ナデシコ ダイアンサス 3.5寸

花苗 ネメシア 3寸

花苗 ネモフィラ 3.5寸

花苗 花かんざし 3寸

花苗 姫オダマキ 3寸

花苗 ブルーデージー 3.5寸

花苗 フロックス 3寸

花苗 ポテンティラ モナークベルベット、オーレア 3寸

花苗 マーガレット 3寸

花苗 都忘れ 江戸紫 3.5寸

花苗 ユリオプスデージー 3寸

花苗 ラナンキュラス ワンダーランド 3.5寸

花苗 レウシア スプリンクル 3.5寸

花苗 ローダンセマム アフリカンアイズ 3.5寸

花苗 ワイヤープランツ 3寸

ハーブ スイートバジル 3寸

ハーブ ラベンダー 3.5寸

野菜 スナップエンドウ 3寸

野菜 つるありいんげん 3寸

野菜 パセリ 3寸

野菜 サトイモ
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花木 西洋アジサイ アナベルピンカーベル 6寸

花木 西洋アジサイ ピンクアナベル、白アナベル 4寸、6寸

花木 ツルバラ ナニワイバラ、ハトヤバラ 6寸

花木 ツルバラ 香りモッコウバラ 6寸

果樹 キウイ オス 4.5寸

果樹 オリーブ エルグレコ、ネバディロ・ブランコ 5寸

果樹 すもも ソルダム、大石早生 4.5寸

果樹 花ゆず 4寸

果樹 ブラックベリー あんどん仕立て 6寸

果樹 レモン リスボン、璃の香、サイパン 4寸、7寸

果樹 ブルーベリー ブリジッタ、ブルージェイ 4.5寸

果樹 ブルーベリー パウダーブルー、スパータンブルー 4.5寸

果樹 ブルーベリー ブルーレイ、ディーク 4.5寸

果樹 ブルーベリー タロウブルー、ネルソン 4.5寸

果樹 接木ブルーベリー ピンクレモネード、レガシー 5.5寸

果樹 接木ブルーベリー ネルソン、チャンドラー 5.5寸

果樹 接木ブルーベリー エリザベス、おおつぶ星 5.5寸

果樹 ウメ 露茜

庭木 姫コブシ

庭木 ミモザ

庭木 菊桃

庭木 白南天

ポトス　　　　　　　　　　　　花きりん　八福神
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フロックス　　　　　　　　　　　　ポテンティラ　　　　　　　　　　　　　ネモフィラ　

アラビス　リトルトレジャー　　　　　　ゴールドコイン　　　　　　　　　　　　カーペットかすみ草

ホリホック　タチアオイ　　　　　　　　　都忘れ　江戸紫　　　　　　　　　カンパニュラ　涼姫

パセリ　　　　　　　　　　　　　　　　バジル　　　　　　　　　　　　つるありいんげん

ミモザ　　　　　　　　　　　　　レモン各種　　　　　　　　　　　　バラ苗色々
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