
令和３年１０月１９日現在
品目 色 価格 品目 色 価格 品目 色 価格

クリアイエロー ¥60 イエローピンクジャンプアップ ¥60 紅はと ￥100/￥250
イエローブロッチ ¥60 ハニービー ¥60 白はと ￥100/￥250
クリアスカーレット ¥60 トゥルーブルー ¥60 紅すずめ ￥100/￥250
レッドブロッチ ¥60 クリアイエロー ¥60 白すずめ ￥100/￥250
クリアブルー ¥60 イエローブロッチ ¥60 紅つぐみ ￥100/￥250
ツンブルーブロッチ ¥60 ひよこ ¥60 白つぐみ ￥100/￥250
ブルーブロッチ ¥60 レモンシフォン ¥60 つぐみ ￥100/￥250
クリアホワイト ¥60 カーマインローズ ¥60 紅さんご ￥100/￥250
ホワイトブロッチ ¥60 レッドブロッチ ¥60 白さんご ￥100/￥250

大輪パンジー（橙系） クリアオレンジ ¥60 ビーコンフィールド ¥60 フレアホワイト（白） ￥80/￥100
大輪パンジー（桃系） ピーチ ¥60 ブルーブロッチ ¥60 フレアローズ（紅） ￥80/￥100

バレリーナ ¥60 ココナッツスワール（ネプチューン） ¥60 エアリー ￥80/￥100
ピュアバイオレッド ¥60 デルフトブルー ¥60 晴姿（白） ￥80/￥100
クリアパープル ¥60 うみ ¥60 楊貴妃（紅） ￥80/￥100
イエローウィズパープルウイング ¥60 ホワイト ¥60 ハボタン（切葉） リアス（紅白混合） ￥80/￥100
レッド＆イエローブロッチ ¥60 ホワイトブロッチ ¥60 ローブ　レッド ¥100
イエロー ¥60 みるく ¥60 ローブ　ピンクバイカラー ¥100
イエローブロッチ ¥60 ビオラ（橙系） みかん ¥60 ファーストレディー ¥80
クリアイエロー ¥60 ピンクレモンリップ ¥60 ホワイトレディー ¥80
ディープオレンジ ¥60 るびー ¥60 ルシールーバニラ ¥100
オレンジ ¥60 ビオラ（紫系） パープル ¥60 ルシールーワイン ¥100
トゥルーブルー ¥60 アンティークシェード ¥60
ディープブルー ¥60 アプリコットアンティーク ¥60
フィールド ¥60 レッドウイング ¥60 ＊葉ボタンは、大きさにより、価格が２種類あります。
サンバースト ¥60 イエロージャンプアップ ¥60 ＊葉ボタンの販売は、１１月中旬以降になりますので、ご了承ください
スカーレット ¥60 オレンジジャンプアップ ¥60
ローズ ¥60 ホワイトジャンプアップ ¥60
ホワイト ¥60 ピーチジャンプアップ ¥60
ホワイト ¥60 イエローブルージャンプアップ ¥60
タキシード ¥60 デニムジャンプアップ ¥60
キューティーローズ ¥60 あんみつ ¥60
ミックス ¥60 れんげ ¥60
マーマレード ¥60 バニーイヤーズ ¥60
パイナップル ¥60 マロンアンティーク ¥60
ブルーハワイ ¥60 ゴールドパープルウイング ¥60
ラズベリー ¥60
ミルクセーキ ¥60
ブルーベリーパイ ¥60
ブルーフィズ ¥60
スイートポテト ¥60
ホワイト ¥60
メープル ¥80
ロイヤルブルー ¥80
エンゼルピンク ¥80
ゴールデンイエロー ¥120
ブルースカイズ ¥120
ホワイト ¥120
ストロベリースワール ¥120
レモン ¥120
レッドウイング ¥120
ラズベリー ¥120
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品目 色 価格 品目 色 価格 品目 色 価格

ホワイト ¥60 イエロー ¥60 マシェ　ミックス ¥80
ラベンダールシェード ¥60 オレンジ ¥60 マジック　ミックス ¥80
スーパープリンセス ¥250 パープルバイカラー ¥60 マシェ　パステル　ミックス ¥80
パープルナイト ¥250 レッド ¥60 ルピナス ギャラリー混合 ¥60

¥60 レッド ¥60 ロベリア ＭＩＸ ¥60
ＭＩＸ ¥60 ホワイト ¥60 リビングストーンデイジー ＭＩＸ ¥60

イベリス ホワイトアウト ¥60 ハイジ ¥60 レウィシア ホワイト ¥100
イングリッシュラベンダー ミニブルー ¥60 ヨーゼフ ¥60 レウィシア ミックス ¥100

クラッシクミックスＴ２２０/４９００ ¥250 デルフィニューム デルタピンク ¥150 オレガノ ミルフィユリーフ ¥100
スタンダードミックスＴ２２０/３９００ ¥400 ティモファラ イエローチャンピオン ¥60 ワイルドベリー ¥60

ガーベラ セレクトミックス ¥150 インシグ二スブルー ¥60 チャイブ エゾネギ ¥60
フォーミラーミックス ¥60 マクラタ ¥60 金将二号 ¥40
オレンジスター ¥60 ペニーブラック ¥60 冬峠 ¥40
ゴールドスター ¥60 ホワイト ¥60 ハクサイ（黄） 黄ごころ７５ ¥40

球根ベゴニア ミックス ¥60 ラベンダーバイカラ― ¥60 おきな ¥40
ＭＩＸ ¥60 ディープブルー ¥60 ＹＲ春空 ¥40
ＭＩＸ ¥60 ニゲラ 混合 ¥60 初秋 ¥40

ケイトウ レッドクリフ ¥80 ひまわり イエロー ¥60 みさき ¥40
スノーランド ¥60 バコパ ピンクトピア ¥100 赤キャベツ パワールビー ¥40
イエロー ¥60 ブルー ¥60 茎ブロッコリー グリーンボイス ¥40
ホワイト ¥80 ローズシェード ¥60 ブロッコリー ハイツＳＰ ¥40
ディープローズ ¥80 ホワイト ¥60 レタス レガシー ¥40
レッド ¥80 スカーレット ¥60 サニーレタス レットファイヤー ¥40
ピンク ¥80 ゴールデンシェード ¥60 レタス サウザー ¥40
パープル ¥80 イエロー ¥60 ロメンレタス ¥40
ブルー ¥80 ピンクシェード ¥60 カリフラワー スノークラウン ¥40
ハイダブルホワイト ¥80 ブルーシェード ¥60 ベビーリーフ ガーデンベビー ¥40

ゼラニューム リンゴ2000 ¥200 イエローシェード ¥60 ネギ なべちゃんゴールド ¥40
ＭＩＸ ¥60 プリムラ　ジュリアン ビカラーミックス 九条ネギ 九条 ¥40
ＭＩＸ ¥60 プリムラ　バラ咲種 フォーミュラミックス ¥100 ワイヤープランツ ¥100
ＭＩＸ ¥60 プリムラ　ポリアンサ チョコエッジ ¥60 ワイヤープランツ ¥100

ダイコンドラ エメラルドフォール ¥150 チェリー ¥100 アイビー ¥100
ダスティーミラー シルバーダスト ¥60 ピンク ¥100 カロケファルス ¥100

シルバーレース ¥60 パープル ¥100 ゴーチェリア ¥100
ヘリクリサム ¥100

＊網掛けのある商品は、すでに完売もしくは、在庫が少ないものになります。 シレネ ¥100
　 シュガーバイン ¥100

ベロニカ ¥100
オレガノ ¥100

ペラルゴニューム ¥100
多年草 ¥100

¥100
ダイコンドラ シルバー ¥100
多肉植物 ¥100
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アリッサム

ガーデンシクラメン

カレンジュラ


