
2022年4月23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 ミニ

洋ラン カトレア 5.5寸

洋ラン デンドロ フェアリーキャンドル 7寸

洋ラン 胡蝶蘭 V3 3F特A8寸、3F7.5寸

洋ラン 胡蝶蘭 アマビリス白 5F特級6寸

洋ラン 胡蝶蘭 サクラミディー 5F8寸

洋ラン 胡蝶蘭 ホワイトエース 3F33輪

洋ラン 胡蝶蘭 恋姫 3F30輪

洋ラン オドントグロッサム 3寸

花鉢 イングリッシュラベンダー 5寸

花鉢 カーネーション オスカー 5寸

花鉢 ガーベラ 5寸

花鉢 ゼラニューム クオリティ 5寸

花鉢 クレマチス テッセン 6寸

花鉢 カリブラコア MIX 4寸

花鉢 サフィニア 6寸

花鉢 ランタナ MIX 6寸

花鉢 サルビア サリーファン 6寸

花鉢 ジャメスブリトニア サンブリテニアスカーレット 6寸

花鉢 ダリア シャイニー 4寸

花鉢 ヒマワリ サンフィニティー 4寸

花鉢 寄せ植え鉢 6寸

花鉢 アジサイ 5寸

花鉢 ミニバラ コルダーナ 3寸

花鉢 ブーゲンビリア ピンク、赤 7寸

花苗 アゲラタム 3寸

花苗 朝顔 大輪 2.5寸

花苗 アスター ぽんぽん咲き、マイクロアスター 3寸

花苗 アメリカンブルー 3寸

花苗 アレナリア まりこ 3.5寸

花苗 アンゲロニア 3.5寸

花苗 アンティゴノン クイーンネックレス 3寸

花苗 イソトマ 3寸

花苗 インパチェンス 3寸

花苗 香りナデシコ 3寸

花苗 ガザニア 3寸
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花苗 カスミ草 ジプシー 3寸、3.5寸

花苗 カリブラコア セレブレーション 3.5寸

花苗 キキョウ 3.5寸

花苗 トルコキキョウ 一重咲き 3寸

花苗 菊 秋菊小菊変り咲き 2.5寸

花苗 菊 スプレー変り咲き 2.5寸

花苗 菊 寒小菊、寒中菊 2.5寸

花苗 小菊 8月咲き、9月咲き 2.5寸

花苗 金魚草 アンテリナム 3寸

花苗 金盞花 カレンジュラ 3寸

花苗 クリプトランサス 3寸

花苗 ケイトウ セロシア 3.5寸

花苗 コリウス 3.5寸

花苗 サルビア シズラー 3.5寸

花苗 サルビア 赤、ファリナセア 3寸

花苗 サンビタリア 3.5寸

花苗 ジキタリス パンサー 3.5寸

花苗 ジニア プロフュージョン 3寸

花苗 ジニア 高性大輪、高性シュークリーム（中輪） 3寸

花苗 花ジニア リネアリス、プロフュージョン 3寸

花苗 芝桜 ダニエルクッション 3寸

花苗 宿根ガザニア 3.5寸

花苗 紫蘭 3.5寸

花苗 ダブルインパチェンス ウイリー 3.5寸

花苗 チシマアサギリソウ 3寸

花苗 ティアラシリーズ 千日紅 3寸

花苗 テルスター 3寸

花苗 デルフィニウム ハンキードリー 3.5寸

花苗 デロスペルマ 3寸

花苗 ナスタチューム 3寸

花苗 ナデシコ ラプソディー 3.5寸

花苗 日々草 ビンカ 3寸

花苗 バーベナ MIX 3寸

花苗 花ショウブ 4寸

花苗 斑入りショウブ 5寸

花苗 バラ ラフランス 3.5寸
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花苗 ミニバラ コルダナホー 3.5寸

花苗 ビデンス スマイルパーティ 3寸

花苗 ヒポエステス 3寸

花苗 ヒマワリ スマイルラッシュ 3.5寸

花苗 風知草 3寸

花苗 ブラキカム チェリッシュ 3寸

花苗 ブラキカム ブラスコバイオレット 3.5寸

花苗 ブルーデージー 斑入り 3寸

花苗 フロックス 2.5寸

花苗 ベコニア タブレット、ワッパー 3.5寸

花苗 ベコニアセンパ 赤 3寸

花苗 ペチニア デュオ、ピルエット、ピンク、赤、白 3寸

花苗 ペペロミア デピーナ 3寸

花苗 ペンタス 3寸

花苗 ポーチラカ 大輪、中輪、八重 3寸

花苗 ホクシャ 2.5寸

花苗 松葉牡丹 大輪 3寸

花苗 マリーゴールド イエロー、オレンジ、赤 3寸

花苗 都忘れ 江戸紫 3.5寸

花苗 メランポジューム 3寸

花苗 ヤブラン 斑入りノシメラン 3.5寸

花苗 ライスフラワー 3寸

花苗 リビングストンデージー 3寸

花苗 ロベリア 3寸

観葉 クラッスラ 7寸

観葉 アジアンタム ルーシー 3.5寸

多肉植物 月下美人 3寸

多肉植物 ハウオルチア

水草 ホテイアオイ 3寸

ハーブ スイートバジル 3寸

ハーブ チェリーセージ イチゴ、ミクロ 3寸

ハーブ フレンチラベンダー 3寸

ハーブ レースラベンダー 3寸

野菜 あばしゴーヤ 沖縄 3寸

野菜 エビスカボチャ 3寸

野菜 オクラ ベターファイブ 3寸
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野菜 カボチャ こふき、坊ちゃん 3寸

野菜 トウガラシ 伏見甘長 3寸

野菜 トウモロコシ 3寸

野菜 トマト ホーム桃太郎 3寸

野菜 ナス 千両二号 3寸

野菜 ニューメロン 3寸

野菜 ピーマン 京みどり 3寸

野菜 ミニトマト シュガーランプ、千果 3寸

野菜 モロヘイヤ 3寸

野菜 接木トマト 桃太郎 3寸

野菜 フルーツミニトマト アイコ 3寸

野菜 ネバネバ野菜ねばっちょ！ オクラ 2.5寸

野菜 つのたんのイチオシ野菜 純白ゴーヤ 3寸

野菜 つのたんのイチオシ野菜 とろろオクラ 3寸

野菜 つのたんのイチオシ野菜 飛騨かぼちゃ 3寸

野菜 つのたんのイチオシ野菜 フルーツパプリカ 3寸

野菜 世界のとうがらし 7種 3寸

野菜 デルモンテトマト ぜいたくとまと、フルーツルビーEX 3寸

野菜 トウモロコシ ゴールドラッシュ 3寸

野菜 ツルムラサキ 3寸

野菜 中玉トマト 桃子 3寸

野菜 枝豆セット 中早生タイプ 3寸

野菜 八ツ頭 種芋

果樹 レモン リスボン 5寸

果樹 レモン 6寸

果樹 ブルーベリー サザンハイブッシュ、ラビット 5寸

果樹 ブルーベリー ノーザンハイブッシュ、サザンハイブッシュ 5寸

果樹 ブルーベリー フェスティバル、ティフブルー 5寸

果樹 サルナシ 大実 3.5寸

下草 オモト 3.5寸

低木 クルメツツジ

低木 サンザシ 八重、一重 5寸

庭木 イリシウムヘンリー 8寸

庭木 レボリューショングリーン 9寸

庭木 ドーソンリバー 6寸

魚類 メダカ
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胡蝶蘭 カトレア　ミニ デンドロ

ダリア ミニバラ　コルダナホー

寄せ植え鉢

サルビア マリーゴールド ベゴニア

ペチュニア 菊 都忘れ

デルフィニウム 花ショウブ オモト
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つるむらさき パプリカ ししとう　トウガラシ

とうもろこし ピーマン キュウリ

朝顔 ゴーヤ トマト

ブルーベリー レモン

イリシウムヘンリー

クルメツツジ

ドーソンリバー
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