
2022年5月29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 4寸

花鉢 ニューギニアインパチェンス 5寸

花鉢 ガーベラ 5寸

花鉢 ゼラニューム 5寸

花鉢 クレマチス 混合 5寸

花鉢 クレマチス*テッセン アフロディーナ 6寸

花鉢 宿根バーベナ 4寸

花鉢 リーガースベコニア 5寸

花鉢 コキア*ほうき草 5寸

花鉢 ダリア マキシ 5寸

花鉢 マンデビラ ローズジャイアント 5寸

花鉢 千日紅 バディ 4.5寸

花鉢 姫ワレモコウ 4寸

花鉢 アジサイ 5寸

花鉢 ガクアジサイ ハッピーフレンド 6寸特A5寸

花鉢 ブーゲンビリア 紫 4.5寸

花鉢 アンスリューム マティス 8寸

花鉢 アンスリューム 5寸

花鉢 花寄せ植え鉢

食虫植物 ウツボカズラ ネペンテス 5寸

観葉 アスプレニウム 6寸

観葉 観葉寄せ植え鉢 8寸舟型

観葉 ドラセナ マッサン 7寸

観葉 ユッカ ロストラータ 4寸

観葉 パキラ 8寸

観葉 パキラ ネジリ 7寸

観葉 フィロデン セローム 6寸

観葉 ポトス タワー 7寸

観葉 ホンコン 斑入り 7寸

観葉 カラテア マコヤナ 7寸

観葉 マドカズラ フリードリヒスターリー 6寸、7寸

観葉 モンステラ 6寸、7寸

観葉 姫モンステラ 6寸

観葉 アガベ アテヌアータ 7寸

観葉 アガベ 尺

観葉 アルテシーマ 7寸
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観葉 ガジュマル 根上り 7寸

観葉 ストロマンテ 7寸

観葉 トックリヤシモドキ 3F8寸

観葉 トックリラン ノリナ 6寸

観葉 フィロデン シルバーメタル 4寸

観葉 プラティセリウム コウモリラン 7寸

観葉 観葉セット 6寸

観葉 柱サボテン 8寸

観葉 ミルクブッシュ 青サンゴ 6寸

観葉 プルメリア 3.5寸

花苗 初雪カズラ 3寸

花苗 ポーチラカ 大輪、中輪、八重、花すべりひゆ 3寸

花苗 サルビア サリーファン、ファリナセア 3寸

花苗 マリーゴールド イエロー、オレンジ、赤 3寸

花苗 日々草*ビンカ 3寸

花苗 カリブラコア アマービレ、リトルシャンデリア 3.5寸

花苗 ベコニア シュウカイドウ 3寸

花苗 ペチニア 3寸

花苗 ベコニアセンパ 3寸

花苗 アルテルナンセラ 2.5寸

花苗 アメリカンブルー 3寸

花苗 ニューギニアインパチェンス 3.5寸

花苗 インパチェンス 3寸

花苗 イソトマ 3.5寸

花苗 ガザニア 3寸

花苗 金魚草 アンテリナム 3.5寸

花苗 コリウス 3寸

花苗 コリウス ジャンボゴリラ 3.5寸

花苗 ゼラニューム サリタ 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 ザハラ、プロフュージョン 3寸

花苗 ジニア リネアリス 3.5寸

花苗 ペンタス ギャラクシー 3.5寸

花苗 ロベリア 3寸

花苗 アゲラタム 3寸

2



2022年5月29日 現在　入荷情報

商品名 商品名-2 ポット寸法

花苗 アンゲロニア セレニータ 3.5寸

花苗 ガーベラ 3.5寸

花苗 ケイトウ カシミヤデコレーション 3.5寸

花苗 コキア*ほうき草 3寸

花苗 サンビタリア 3寸

花苗 デージー 3.5寸

花苗 ニコチアナ アバロン 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 フェリシア 3.5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 2.5寸

花苗 ペンステモン 3.5寸

花苗 メランポジューム 3寸

花苗 ランタナ 3寸、3.5寸

花苗 五色トウガラシ カリコ、パープルフラッシュ 2.5寸

花苗 千日紅 ストロベリーフィールド 3寸

花苗 千日紅 ラスベガス 3.5寸

花苗 千日紅 ラズベリーフィールド 3寸

花苗 矢車草 セントーレア 2.5寸

花苗 アスター マイクロアスター 3寸

花苗 矮性千日紅 3寸

花苗 朝顔 曜白　 2.5寸

花苗 菊 スプレー変り咲き 2.5寸、3寸

花苗 菊 8月咲き小菊、秋菊小菊変り咲き 2.5寸、3寸

花苗 宿根カスミ草 3寸

花苗 千日小菊 3寸

花苗 ミソハギ 3寸

花苗 ユーフォルビア 3寸

花苗 トレニア ガウアイ 3寸

花苗 ナルコユリ 3.5寸

花苗 アガパンサス アオ 3.5寸

ハーブ バジル アリストール、エバーリーフジュノベーゼ 3寸

ハーブ バジル スイートニューファーバジル、エバーリーフエメラルドタワー 3寸

ハーブ ラベンダー ヒデコート 3寸

ハーブ タイム 3寸
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ハーブ ペパーミント 3寸

ハーブ 虫よけハーブ 3寸

下草 ヘデラ 3寸

野菜 マクワ瓜 3寸

野菜 四角豆 3寸

野菜 接木黒瓜 3寸

野菜 落花生 立性大粒 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 太っちょオクラ 3寸

野菜 つのたんのイチオシ野菜 とろろオクラ、赤ちゃんトマト 3寸

野菜 つのたんのイチオシ野菜 極甘糖もろこし 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

野菜 つのたんのイチオシ野菜 ミニトマト　こころ 3寸

野菜 シャリットすいか

野菜 長ナス 極早生　筑陽 3寸

野菜 食べるとうがらし 3寸

野菜 モロヘイヤ 3寸

野菜 琉球野菜ゴーヤ 3寸

野菜 キュウリ 北進 3寸

果樹 ラズベリー イエロラズベリー 3寸

果樹 パパイヤ 3.5寸

果樹 ブルーベリー ブルークロップ、サザンハイブッシュ、ノウザンハンブッシュ 5寸

果樹 ブルーベリー 接木 6寸

庭木 オリーブ エルグレコ 5寸

寄せ植え鉢 アンスリューム クレマチス
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ウツボカズラ

ガジュマル　根上り 寄せ植え鉢

アガベ　尺

アガベ　アテヌアータ

トックリラン ベンガルシス

ポトス ガジュマル ドラセナ
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ミルクブッシュ

姫モンステラ

マドカズラ

カラテア

フィロデン　セローム

柱サボテン

コウモリラン

アルテシーマ トックリヤシモドキ
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