
2022年5月7日 現在　入荷情報

商品名 商品名-2 ポット寸法

花鉢 カーネーション鉢 感謝の気持ち、アイラブユー 5寸

花鉢 カーネーション鉢 オルフィカ、オレンジジェラート 5寸

花鉢 カーネーション鉢 いちごホイップ、ゆきかなで 5寸

花鉢 カーネーション鉢 4寸

花鉢 富良野ラベンダー 4寸

花鉢 ニューギニアインパチェンス 5寸

花鉢 カラー スプリーム 5寸

花鉢 ガーベラ 5寸

花鉢 クレマチス レットパール、白雪、ニオベ、ドクターラッペル 5寸

花鉢 リーガースベコニア イローナ 5寸

花鉢 ランタナ 6寸

花鉢 ケイトウ カシミヤデコレーション 5寸

洋ラン カトレア 5.5寸

洋ラン 胡蝶蘭 ホワイトエース 3F7寸

洋ラン 胡蝶蘭 混合 2FL5寸

洋ラン 胡蝶蘭 3F6寸

花鉢 アジサイ コンペイトウ、ダンスパーティー、パリジェンヌ 5寸

花鉢 アジサイ 華あられ 5寸

花鉢 ガクアジサイ 卑弥呼 5寸

花鉢 バラ キングローズ、安曇野 7寸

花鉢 バラ フォーエバー 4寸、5寸

花鉢 ミニバラ 5寸

花鉢 ブーゲンビリア ピンクレディー、混合 4.5寸

花鉢 姫ヒオウギ 3.5寸

観葉 ヘデラ 斑入り 7寸

観葉 コーヒーの木 2.5寸、3寸

観葉 アジアンタム フラグランス 3寸

観葉 プテリス アルボリネアータ、フォーレイ、エバーグミエンシス 3寸

花苗 ライスフラワー 3寸

花苗 サルビア サリーファン 3.5寸

花苗 サルビア 赤 3寸

花苗 マリーゴールド 3寸

花苗 日々草 ビンカ 3寸

花苗 カリブラコア 八重 3.5寸

花苗 ペチニア 夢のしずく 3.5寸

花苗 バーベナ 3寸
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花苗 ベコニアセンパ 3寸

花苗 球根ベコニア フォーチュン 3.5寸

花苗 インパチェンス 3寸

花苗 ガザニア 3寸

花苗 金魚草 アンテリナム 3寸

花苗 トレニア 夏すみれ 3寸

花苗 ジニア プロフュージョン 3寸

花苗 ペンタス 3寸

花苗 宿根ロベリア 夏子 3寸

花苗 アゲラタム 切花用 3寸

花苗 カーネーション プリティ 3寸

花苗 かすみ草 ジプソフィラ 2.5寸

花苗 かすみ草 3.5寸

花苗 ケイトウ セロシア 3寸

花苗 チョコレートコスモス ルージュルージュ、ノエルルージュ 3寸

花苗 ナデシコ ピンクキッス、 3.5寸

花苗 ビデンス ジュジュ 3.5寸

花苗 ヒポエステス 2.5寸

花苗 ヒマワリ 3.5寸

花苗 ブルーデージー フェリシア 2.5寸

花苗 五色トウガラシ 観賞用 2.5寸

花苗 耐寒松葉菊 3寸

花苗 ほおずき 3寸

花苗 ホクシャ 2.5寸

ハーブ バジル 3寸

ハーブ ラベンダー ヒデコート 3寸

果樹 イチジク

野菜 アスパラガス 3.5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

野菜 カラーピーマン 黄色、赤 3寸

野菜 キュウリ グッドラック、夏すずみ 3寸

野菜 こどもピーマン ピーマン太郎 3寸

野菜 シシトウ 甘党美人 3寸

野菜 ズッキーニ 3寸

野菜 トウガラシ 万願寺 3寸
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野菜 トウモロコシ ゴールドラッシュ 3寸

野菜 トマト イエローピコ、ホーム桃太郎 3寸

野菜 ナス 千両二号 3寸

野菜 パセリ 3寸

野菜 パップーン＊空芯菜 3寸

野菜 ピーマン 京みどり、とんがりパワー 3寸

野菜 ミニトマト アイコ、レジナ、千果 3寸

野菜 レイシ 沖縄ゴーヤ 3寸

野菜 加茂ナス 3寸

野菜 枝豆 湯あがり娘 3寸

野菜 ヘチマ 3寸

野菜 スイカ 3寸

野菜 接木ナス 千両二号 3寸

野菜 太レイシ 3寸

野菜 白瓜 3寸

野菜 落花生 3寸

魚類 メダカ

カラー

　　　ケイトウ　カシミヤデコレーション

富良野ラベンダー

胡蝶蘭　2FL5寸

カーネーション　　ブーゲンビリア

☆母の日ラッピング付☆
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つるばら　安曇野 つるばら　キングローズ カーネーション

ナデシコ 日々草 トレニア

ジニア サルビア　サリーファン ホクシャ

姫ヒオウギ クレマチス 宿根ベコニア

ヘデラ　斑入り コーヒーの木 プテリス
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