
2022年4月2日 現在　入荷情報

商品名 商品名-2 ポット寸法

洋ラン カトレア マグニフィカ 2F5寸

洋ラン デンドロ キングカメハメハ 5.5寸、6寸

洋ラン デンドロ スプリングポエジー 4寸、4.5寸、5寸、6寸

洋ラン 胡蝶蘭 V3 3F特A8寸、3F7.5寸、3F8寸

洋ラン 胡蝶蘭 ホワイトエース 3F8寸、3F39輪

洋ラン 胡蝶蘭 桃 3F特A7寸

和蘭 長生蘭 3寸

和蘭 富貴蘭 3.5寸

和蘭 キンリョウヘン 3.5寸、4寸

ハラン ハラン アマノガワ 3寸

ハラン ハラン 旭ハラン、稿ハラン 5寸

花鉢 アジサイ ウィンク 4F特A5寸

花鉢 アジサイ ダンスパーティー、ティファニー 5寸

花鉢 カーネーション オスカー、アイラブユー 4寸

花鉢 ガーベラ 4寸

花鉢 クレマチス MIX 6寸

花鉢 コリウス MIX 5寸

花鉢 セルリア レモンハニー 6寸

花鉢 バラ キングローズ、安曇野 7寸

花鉢 バラ ヤメツヒメ 6寸

花鉢 ミニバラ ピーチ姫 4寸、尺

花鉢 ビジューマム ガーネット 4寸

花鉢 姫野ボタン ワインカップ 4寸

花鉢 ペチニア サフィニアアート 5寸

花鉢 ルピナス スプリングスマイル 5寸

観葉 ドラセナワーネッキー レモンライム、ジェイドジュエル 8寸

観葉 パキラ 8寸

観葉 アルテシーマ 7寸

観葉 チランジア チランドシア L

花苗 アネモネ 3.5寸

花苗 アフリカンマリーゴールド 3.5寸

花苗 アリウムミレニアム 4寸

花苗 アリステアエクロニー 4寸

花苗 アレナリア ブリザートコンパクト、レモンサワー 3.5寸

花苗 アレナリニア まりこ 3.5寸

花苗 イソトマ ブルー 3寸
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花苗 オステオスペルマム アキラ 3.5寸

花苗 オルラヤ 3.5寸

花苗 ガーデンカーネーション 3.5寸

花苗 カーペットカスミ草 3寸

花苗 ガザニア MIX 3寸

花苗 カリブラコア シャルウィダンス、ティフォシー 3.5寸

花苗 金盞花 カレンジュラ 3寸

花苗 クニフォフィア 4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 皇帝ダリア 3.5寸

花苗 皇帝ヒマワリ 3.5寸

花苗 小エビ草 エヴィーナ 3.5寸

花苗 ゴールドコイン 3寸

花苗 小菊 3寸

花苗 サボテン MIX 2寸

花苗 ザルジアンスキア 3寸

花苗 四季咲きナデシコ 3寸

花苗 芝桜 ダニエルクッション、モスフロックス 3寸

花苗 宿根かすみ草 八重咲 3.5寸

花苗 宿根ネメシア 3.5寸

花苗 宿根バーベナ 3寸

花苗 水仙 3寸

花苗 スターチス MIX 3寸

花苗 ストケシア レービスピンク 4寸

花苗 ゼラニューム リンゴ2000 3.5寸

花苗 タチアオイ ホリホック 3寸

花苗 ダブルインパチェンス ウイリー八重 3.5寸

花苗 丹波ほおずき 観賞用 3寸

花苗 チロリアンデージー 3寸

花苗 テルスター 3寸

花苗 ナスタチューム キンレンカ 3寸

花苗 ナデシコ ダイアンサス 3.5寸

花苗 ネメシア バイカラー 3.5寸

花苗 ハーブゼラニウム 蚊香龍 3.5寸

花苗 バーベナ 3寸

花苗 バコパ 3寸
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花苗 バラ 大輪

花苗 パンジー 3寸

花苗 ビオラ 3寸

花苗 ビデンス レモンサワー 3.5寸

花苗 ヒマワリ スマイルラッシュ 3.5寸

花苗 姫エニシダ 3寸

花苗 ブルーデージー フェリシア 3寸

花苗 フロックス 花付き 3寸

花苗 ベコニア タブレット八重 3.5寸、3寸

花苗 ペチニア エコチュニア、デボネア、ブラックチェリー 3寸

花苗 ペチニア クリーピアマジェンダ、マーベル 3.5寸

花苗 マーガレット モモコ 3.5寸

花苗 マーガレット MIX 5寸

花苗 マリーゴールド 3寸

花苗 ミニガーベラ 3寸

花苗 ミムラス モンキーフラワー 3寸

花苗 都忘れ 3.5寸

花苗 ムルチコーレ 3寸

花苗 八重咲姫シャガ 3寸

花苗 ライスフラワー 3寸

花苗 ルピナス 3.5寸

花苗 ローダンセマム クレールローズ 3寸

花苗 ロベリア 3寸

ハーブ ハーブ キッチンセット 3寸

ハーブ ローズマリー トスカナブルー 5寸

野菜 つるなしいんげん 3寸

野菜 イチゴ 章姫 3寸

野菜 アシタバ 3.5寸

野菜 アスパラガス ハイデル 3寸

野菜 キュウリ 四葉、節成 3寸

野菜 セロリ 3寸

野菜 トウモロコシ 3寸

野菜 トマト フルティカ、ホーム桃太郎 3寸

野菜 ナスタチューム 千両二号 3寸

野菜 ピーマン 京みどり 3寸

野菜 ヤーコン 3.5寸
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野菜 接木トマト 桃太郎 3寸

野菜 接木ナス 黒陽 3寸

果樹 ブルーベリー ブルシャワー、ティフブルー 5寸

果樹 ブルーベリー オレゴンブルー、フェスティバル 5寸

果樹 アーモンド アメンドウ

果樹 キウイ ゴールデンキウイ

果樹 サンショウ 3寸

果樹 ブルーベリー ラビットアイ 4寸

果樹 コシアブラ 3.5寸

果樹 タラノ木 3寸

盆栽 天皇梅 3.5寸

低木 キリシマツツジ 紫霧島

低木 本キリシマ

低木 ビブルナムティヌスハナ 3寸

低木 西洋シャクナゲ エレガンス

低木 クルメツツジ スソノ糸

低木 ミツバツツジ

低木 シンパク玉

低木 玉ツゲ

低木 アジサイ アナベル 3.5寸

低木 カシワバアジサイ 6寸

庭木 源平枝垂れ桃

庭木 テルテ桃 赤、ピンク

庭木 金宝樹 6寸

庭木 菊桃

庭木 ボケ

庭木 ユーカリポポラス 3.5寸

庭木 ユーカリグニー 3.5寸

庭木 ギンヨウアカシア 6寸

庭木 アカシア 6寸

庭木 ウコンモミジ

庭木 アオダモ

庭木 キンメツゲ

庭木 クロモジ

庭木 ソヨゴ

庭木 ミモザ
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庭木 ドラセナ

庭木 姫シャラ

庭木 キンモクセイ

庭木 月桂樹

下草 ギボウシ 3.5寸

下草 玉竜

玉ツゲ シンパク玉

ソヨゴ

本キリシマ

ミツバツツジ

ドレセナ

ブルーベリー

西洋シャクナゲ
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富貴蘭 長生蘭 ハラン　天の川

デンドロビウム　スプリングポエジ デンドロビウム　キングカメハメハ デンドロビウム

カトレア アジサイ アジサイ

カーネーション ミニバラ チランジア

パキラ ドラセナワーネッキー

アルテシーマ
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