
品名 アジアンタム ファーンハンギングスプレー リプサリス ベンジャミンバロック ベリーバイン ｱｲﾋﾞｰﾌﾞｯｼｭﾊﾞｲﾝ

大きさ  L82 葉径0.5〜1.5  L70 W28 葉長23〜60 L97 W20  L76 W15 葉径1.5〜2.5 L62 ステム10 実0.5〜1  L41 葉径2.5〜6
上代 ¥3,800 ¥980 ¥1,960 ¥1,560 ¥880 ¥1,200

画像

品名 ファーンガーランド
メイデンヘヤーハンギングブッ

シュ
ファーンハンギングブッシュ ウィローリーフハンギングブッシュ ウォーターグラスバイン フィロブッシュバイン

大きさ  L120 W25 房25 L90 W25 房20 L90 W30 房17 L90 W25 葉径5〜8  L145 W30 房10〜13  L80 葉径3〜4.5
上代 ¥2,680 ¥1,980 ¥1,980 ¥1,980 ¥1,820 ¥2,600

画像

品名 グレープブッシュ ワンダリングジューブッシュ ｺﾘｳｽﾌﾞｯｼｭ ｺﾘｳｽﾌﾞｯｼｭ ﾊｲﾍﾟｽﾃｽﾊﾞｲﾝ オリ－ブブランチ

大きさ L38 W35  L50 葉径3〜9  L20 葉径3.5〜5.5 L18 葉径3〜5  L45 葉径2.5〜5 L88 実2.6
上代 ¥1,660 ¥1,100 ¥440 ¥440 ¥620 ¥1,560

画像

品名 ﾌｧｲｶｽﾌﾞｯｼｭ ﾊﾟｾﾘ ﾊﾞｼﾞﾙ ブナ アラウカリア アラウカリア

大きさ L32 W30 葉径3〜6.5  L30 葉径2〜3  L33 葉径3〜5  L75 房4〜8  L60 φ4.3 L85 φ4.3
上代 ¥620 ¥580 ¥580 ¥1,500 ¥680 ¥1,000

画像

品名 ウツボカズラ シンビジュームＸ９　つぼみＸ２ コチョウランＸ7　つぼみＸ3 スタッグホーン グラスブッシュ グラスブッシュ

大きさ L120 ステム70 捕虫袋10〜15 L70 房28 花径5〜6  L75 房30 花径9 L63 W44 L60 W50 葉長50 L45 W30
上代 ¥2,260 ¥1,640 ¥1,480 ¥1,860 ¥2,840 ¥1,040

画像

品名 ｸﾞﾘｰﾝｱｲﾋﾞｰｶﾞｰﾗﾝﾄﾞ ミックスリーフガーランド スパニッシュモスガーランド スパニッシュモスガーランド ｱｲﾋﾞｰｶﾞｰﾗﾝﾄﾞ ポトスミックスガーランド

大きさ L130 葉径2〜8 L177 W20 葉1〜15 L175 W16 葉径1〜3 L175 W16 葉径1〜3 L190 W18 葉径3〜7.5  L200 葉径3〜18
上代 ¥1,700 ¥2,980 ¥3,280 ¥3,280 ¥3,400 ¥6,100

画像

品名 ペペロミアガーランド
トラディスカンティアブッシュバイ

ン
グレープアイビーガーランド グレープアイビーガーランド ユキノシタブッシュバイン ミントブッシュバイン

大きさ  L180 W15 葉径4.5〜8 L102 葉径2.5〜5.5 L160 W20 葉径3.5〜10  L150 W23 葉径3〜10  L75 葉径2.5〜4  L70 葉径2〜4
上代 ¥2,500 ¥3,980 ¥1,800 ¥1,800 ¥2,980 ¥3,000

画像

ぴたっとグリーン向け プラスアクセント（ベーシック）



品名 ダリア ダリア リリィＸ３　つぼみＸ２ ﾛｰｽﾞﾌﾞｰｹ(1束6本) ﾛｰｽﾞﾌﾞｰｹ(1束6本) ﾛｰｽﾞﾌﾞｰｹ(1束6本)

大きさ L42 花径18  L34 花径12  L62 花径9〜13 L22 花径7 L22 花径7 L22 花径7
上代 ¥1,620 ¥980 ¥2,160 ¥2,100 ¥2,100 ¥2,100

画像

品名 ﾀﾞﾘｱﾌﾞｰｹ(1束3本) ﾐｯｸｽﾌﾗﾜｰﾌﾞｰｹ ｽｲﾄﾋﾟｰ×12(1束3本) ｽｲﾄﾋﾟｰ×12(1束3本) ﾗﾅﾝｷｭﾗｽ ｼﾝﾋﾞｼﾞｭｰﾑ×8 つぼみ×9

大きさ  L20 φ14 花径9 L21 φ13  L26 花径3〜4.5  L26 花径3〜4.5  L55 花径7〜10 L85 花径5〜7
上代 ¥600 ¥580 ¥640 ¥640 ¥460 ¥1,680

画像

品名 アサガオＸ３　つぼみＸ２
アサガオガーランドＸ８　つぼみＸ

３
デンファレＸ７　つぼみＸ２ ミニオーキッドＸ11　つぼみＸ2 リリィＸ２　つぼみＸ３ ハイビスカス

大きさ L83 花径6.5〜7.5 L105 花径6.5〜7.5 L58 房20 花径6〜6.5 L40 花径3.5〜4  L80 花径13〜16  L82 花径8〜13
上代 ¥1,180 ¥2,440 ¥1,280 ¥1,180 ¥1,680 ¥1,380

画像

品名 ハイビスカスＸ２　つぼみＸ２ ミニオーキッドＸ11　つぼみＸ2 ドリフトウッド ツイッグブランチ

大きさ  L69 花径11〜12 L40 花径3.5〜4 L85 W75 L65 W22
上代 ¥2,040 ¥1,180 ¥13,200 ¥1,900

画像

在庫の有無は都度確認をお願いします。 ぴたっとクリエイト

固定方法などは商品により異なります。 www.pitatto-create.com
070-2281-9122


