
2022年5月15日 現在　入荷情報

商品名 商品名-2 ポット寸法

花鉢 ラベンダー ブルーセント 3.5寸

花鉢 ラベンダー 4寸

花鉢 富良野ラベンダー ブルー 5寸

花鉢 ニューギニアインパチェンス サンハーモニー 5寸

花鉢 カラー 5寸

花鉢 ガーベラ 4寸、5寸

花鉢 クレマチス ピンクファンタジー、美佐世 5寸

花鉢 クレマチス アンドロメダ、ミゼットブルー 5寸

花鉢 テッセン シーボルディー 5寸

花鉢 ナデシコ ピンクキッス 6寸

花鉢 リーベコ エラチオール 5寸

花鉢 カリブラコア スーパーベル 4寸

花鉢 カリブラコア MIX 5寸

花鉢 ペチニア サフィニアアート 6寸

花鉢 ペチニア スーパーチュニアシリーズ、バカラ 5寸

花鉢 ランタナ MIX 6寸

花鉢 ダリア ラベラメディオ 4寸

花鉢 ヘリオトロープ ブライトブルー 5寸

花鉢 マンデビラ デプラデニア 4寸

花鉢 アジサイ シュロスバッカー 5寸

花鉢 アジサイ 華あられ 6F特A5寸

花鉢 ハイビスカス クイーンスター、日の丸 大輪5寸

花鉢 ハイビスカス ハワイアンイエロー 中輪5寸

花鉢 ハイビスカス 8寸

花鉢 ブーゲン 混合 4.5寸

花鉢 ヒューケラ ドルチェ 5寸

花鉢 3寸アヤメ 3.5寸

観葉 ベンガレンシス ベンガル苔 7寸

観葉 サンスベリア ローレンチ*フクリ 8寸

観葉 パキラ 8寸

観葉 フィロデン セローム 7寸

観葉 ウンベラータ 7寸

観葉 オーガスタ 7寸

水生植物 蓮 4.5寸、5寸

水生植物 睡蓮 6寸

花苗 ソフォラ ミクロフィラ 3寸
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花苗 秋明菊 白 3.5寸

花苗 サルビア ファリナセア、赤 3寸

花苗 アフリカンマリーゴールド 3寸

花苗 マリーゴールド 赤、オレンジ、イエロー 3寸

花苗 マリーゴールド ストロベリーブロンド、ファイアウォール 3.5寸

花苗 日々草 コーラ 大輪3.5寸

花苗 日々草 タイタン 3寸

花苗 カリブラコア サンバ、セレブレーション 3.5寸

花苗 ペチニア クリーピアマジェンダ 3.5寸

花苗 ペチニア マンボ 3寸

花苗 バーベナ 3寸

花苗 ベコニア 赤、白、ピンク 3寸

花苗 ベコニア タブレット、ワッパー 3.5寸

花苗 球根ベコニア フォーチュン 3.5寸

花苗 ニューギニアインパチェンス 3.5寸

花苗 ダブルインパチェンス ウイリー 3.5寸

花苗 インパチェンス 3寸

花苗 イソトマ 3寸

花苗 ガザニア 3寸

花苗 コリウス 3寸

花苗 ゼラニューム 星咲 3.5寸

花苗 テルスター 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 3.5寸

花苗 ペンタス 3寸、3.5寸

花苗 ロベリア ダークブルー 3寸

花苗 宿根ロベリア 夏子（スウィートブルー・カリーナブルー・ブルーアイ） 2.5寸

花苗 宿根ロベリア ファン 3.5寸

花苗 アゲラタム 3寸

花苗 アスチルベ アスタリー 3寸

花苗 アンゲロニア セレニー 3.5寸

花苗 エンゼルトランペット 3.5寸

花苗 オリズルラン 3寸

花苗 ガーベラ 3.5寸

花苗 カスミ草 3寸、3.5寸

花苗 カランドリニア*アンデ 3.5寸
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花苗 クフェア 3寸

花苗 クレオメ 3.5寸

花苗 ケイトウ*セロシア 3寸、3.5寸

花苗 コールドコイン オドン 3寸

花苗 コキア*ほうき草 3寸、3.5寸

花苗 サンビタリア サンライト 3.5寸

花苗 ストロビランテス パープルプリンス 3.5寸

花苗 ナデシコ 4寸

花苗 ナデシコ 七色小町 3寸

花苗 ダリア レッドスキン 3.5寸

花苗 ヒポエステス 2.5寸

花苗 ヒマワリ スマイルラッシュ 3.5寸

花苗 ホウセンカ 3寸

花苗 メランポジューム 3寸

花苗 桔梗 五月雨、八重 3.5寸

花苗 桔梗 3寸

花苗 芝桜＊モスフロックス 白、ピンク、恋ピンク 3寸

花苗 松葉菊 3寸

花苗 千日紅 ストロベリーフィールド、ラズベリーフィールド 3寸

花苗 都忘れ 紫 3寸

花苗 姫ナデシコ 3寸

花苗 姫岩垂草 白 3寸

花苗 ソラナム フュサンゴ 3.5寸

花苗 ハイドランジア ノリウツギ 3.5寸

花苗 アスター マイクロアスター 3寸

花苗 ヒマワリ 高性 3寸

花苗 朝顔 桔梗咲、西洋 2.5寸

花苗 夕顔 白 2.5寸

花苗 菊苗 スプレー変り咲き 2.5寸、3寸

花苗 菊苗 8月咲き小菊 2.5寸

花苗 菊苗 秋菊小菊変り咲き 3寸

花苗 オキシペタラム ブルースター 3寸

花苗 ジニア 大輪 3寸

花苗 ランタナ 3寸

花苗 紫蘭 3寸

花苗 クチナシ 八重 4寸
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ハーブ バタフライピー 3寸

ハーブ ニホンハッカ 3寸

ハーブ パワーベジタブル 色々 3寸

ハーブ イングリッシュラベンダー 3寸

ハーブ チェリーセージ イチゴミルク 3寸

ハーブ バジル アリストール、エバリーフ、エメラルドタワーズ 3寸

ハーブ バジル スウィートニューファーバジル、エバーリーフジュノベーゼ 3寸

ハーブ ラベンダー ブルーセント 3寸

ハーブ レースラベンダー 3寸

ハーブ ヘデラ 3寸

多肉植物 サキュレント 2寸

野菜 青シソ 青薫 3寸

野菜 枝豆 神風香、福だるま 3寸

野菜 枝豆 中生タイプ　 3寸

野菜 エッグメロン パールホワイト 3寸

野菜 接木プリンスメロン 3寸

野菜 オクラ ベターファイブ 3寸

野菜 ネバネバ野菜ねばっちょ！ オクラ 3寸

野菜 カボチャ 九重栗 3寸

野菜 ミニかぼちゃ 坊ちゃん 3寸

野菜 フルーツトマト シンディスイート 3寸

野菜 ミニトマト アイコ 3寸

野菜 スイートパプリカ オレンジ 3寸

野菜 カラーピーマン 3寸

野菜 ピーマン 京みどり 3寸

野菜 自根ピーマン 京波 3寸

野菜 ニューエースピーマン 3寸

野菜 キュウリ フリーダム、夏スズミ、北進、 3寸

野菜 キュウリ 節成、夏のおくりもの、ケンシロウ 3寸

野菜 めちゃうま接木野菜シリーズ キュウリ（シャキット・夏すずみ） 3.5寸

野菜 サツマイモ なると金時 3寸

野菜 サンチュ 3寸

野菜 自根シシトウ 2寸

野菜 シシトウ 甘党美人 3寸

野菜 千成ひょうたん 3寸

野菜 つのたんのイチオシ野菜 フルーツトマト（フルティカ） 3寸
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野菜 つのたんのイチオシ野菜 旨し・珍し西瓜 3寸

野菜 つのたんのイチオシ野菜 天使のトマト 3寸

野菜 つのたんのイチオシ野菜 天使のトマトミディ 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 ツルムラサキ 3寸

野菜 トウガラシ 万願寺 3寸

野菜 トウモロコシ 甘々娘 3寸

野菜 ナス 千両二号、ステーキナス 3寸

野菜 パセリ 3寸

野菜 落花生 立性大粒 3寸

野菜 レイシ*ニガウリ 沖縄ゴーヤ 3寸

果樹 時計草 パッションフルーツ赤実 3.5寸

果樹 バナナドワーフ 7寸

果樹 バナナドワーフモンキー 6寸

果樹 イチジク ドーフィン 4.5寸

果樹 グミ ヤナギバ 3寸

果樹 クワ シャルロットリュス 4寸

庭木 モミジ 4寸

庭木 アカシアプルプレア

庭木 タマモクマオウ

庭木 ナツハゼ 5寸

庭木 オリーブ ネバディロ、ブランコ、エルグレコ 6寸

睡蓮 蓮 ヤナギバグミ

バナナドワーフ 3寸アヤメバナナドワーフモンキー
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クチナシ八重 姫ヒオウギ マンデビラ

モミジ ナツハゼ ハイビスカス

エンゼルトランペット バタフライピー ハッカ

パセリ イタリアンパセリ パワーベジタブル

サンチュ 落花生 枝豆
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