
Dahlia Perennial

エンジェル
■デコラティブ咲き系

純愛
■デコラティブ咲き系

思春期
■デコラティブ咲き系

ハーグレイ・ハイブリッド
■ジャックマニー系（四季咲）

コンテス・ド・ブーショウ
■ジャックマニー系（四季咲）

妖精
■パテンス系（四季咲）

イエローファイヤーワーク
■デコラティブ咲き系

◦デコラティブ咲き系
　広い舌状の花が整然と並んでいるのが特長。

◦ポンポン咲き系
　短いサシ弁が重なる球型形で花つきが良いのが特長。

◦カクタス咲き系
　花弁が外側に巻き、筒状で細長く尖っているのが特長。

◦パテンス系（四季咲）
　花つきが良く育てやすい品種が多い。

◦ジャックマニー系（四季咲）
　中大輪で色形が豊富。

◦モンタナ系（一季咲）
　耐寒性があり小輪で大量に開花。

◦ランギヌーサ系（四季咲）
　開花時期が長い。

◦ビチセラ系（四季咲）
　小輪の多花性、耐暑性あり。

※写真は開花イメージです。

※写真は開花イメージです。

小京都
■デコラティブ咲き系

雪の音
■ポンポン咲き系

ロコ・コラ
■ジャックマニー系（四季咲）

ジプシー・クィーン
■ジャックマニー系（四季咲）

ジャックマニー・スペルバ
■ジャックマニー系（四季咲）

ドクター・ルッペル
■パテンス系（四季咲）

黒い稲妻
■カクタス咲き系

オレンジファイヤーワーク
■デコラティブ咲き系

スカーレット
■ポンポン咲き系

ムーミン
■ポンポン咲き系

蛍桜
■ポンポン咲き系

サンセット
■ジャックマニー系（四季咲）

ニオベ
■ジャックマニー系（四季咲）

ボルソー
■ジャックマニー系（四季咲）

リトル・マーメイド
■パテンス系（四季咲）

アンドロメダ
■パテンス系（四季咲）

銀河
■カクタス咲き系

小さな恋
■カクタス咲き系

初孫
■ポンポン咲き系

円満
■ポンポン咲き系

ラザー・スターン
■ランギヌーサ系（四季咲）

マダム・ル・クルトル
■ランギヌーサ系（四季咲）

スノー・フレーク
■モンタナ系（一季咲）

春紅葉
■デコラティブ咲き系

炎舞
■デコラティブ咲き系

サンライズ
■ポンポン咲き系

シルクハット
■ポンポン咲き系

カーナビー
■ランギヌーサ系（四季咲）

マリア・ルイーズ・イェンゼン
■ランギヌーサ系（四季咲）

フェアリー・ブルー
■ランギヌーサ系（四季咲）

プリムローズ・スター
■モンタナ系（一季咲）

ルーベンス・スペルバ
■モンタナ系（一季咲）

ハップル
■ポンポン咲き系

ゴールドラッシュ
■デコラティブ咲き系

白山手まり
■ポンポン咲き系

ハミルトンヨーク
■デコラティブ咲き系

ホワイト・エンジェル
■コンナータ（常緑系）

ピクシー
■フォステリー（常緑系）

フルディーン
■ビチセラ系（四季咲）

ユーチョイス
■デコラティブ咲き系

虹
■ポンポン咲き系

小さな恋の物語
■デコラティブ咲き系

花えくぼ
■ポンポン咲き系

ソリダルノシチ
■コンナータ（常緑系）

テッセン
■フロリダ（常緑系）

アーマンディ
■常緑系

マダム・ジュリア・コレボン
■ビチセラ系（四季咲）

ジェニー・カディック
■ビチセラ系（四季咲）

ピンクトルマリン
【花径】小中輪 【香り】微香 【開花】四季咲き

バベル
【花径】中輪  【香り】微香 【開花】四季咲き

ピエール・カルダン
【花径】大輪  【香り】強香  【開花】完全四季咲き

ポンポネッラ
【花形】カップ  【香り】微香 【開花】四季咲き

アルテミス
【花形】カップ～平咲き 【香り】中香 【開花】四季咲き性

ストラボ
【花径】中輪  【香り】微香 【開花】四季咲き

ムーンライト
【花径】中輪  【香り】中香 【開花】返り咲き

ピエール・ド・ロンサール
【花形】カップ  【香り】微香 【開花】返り咲き

ゲーテローズ
【花径】大輪  【香り】強香 【開花】四季咲き

コンテッサ
【花径】大輪   【香り】強香  【開花】四季咲き

ラ・ローズ・ドゥ・モリナール
【花形】ディープカップ～ロゼット  【香り】強香

パピ・デルバール
【花形】カップ～ロゼット 【香り】強香

クロード・モネ
【花形】ロゼット 【香り】強香

アブラハム・ダービー
【花形】ロゼット 【花径】大輪 【香り】超強香

パット・オースチン
【花形】カップ  【花径】大輪 【香り】強香

シャント・ロゼ・ミサト
【花形】ディープカップ 【香り】強香

ポール・セザンヌ
【花形】ディープカップ 【香り】強香

クラウン・プリンセス・マルガリータ
【花形】ロゼット  【花径】大輪 【香り】強香

アストランティア
▪ 開 花 期／５月～７月
▪ 植え付け／３月～４月
涼しげなお花が魅力的で、乾燥さ
せなければ日向から日陰でも良く
育ちます。暑さには少し弱いです。

エキナセア
▪ 開 花 期／６月～９月
▪ 植え付け／３月～４月
非常に強い人気の宿根草。
乾燥にも強く、根付けば真夏以
外潅水もほとんどいらないとても
優秀な植物です。

ブルンネラ
▪ 開 花 期／４月～５月
▪ 植え付け／３月～５月
お花はわすれな草の様で葉はギ
ボウシの様です。
シェードガーデンにオススメの涼し
げな植物です。

ローズ・ポンパドゥール
【花形】ディープカップ～ロゼット 【香り】強香

ナエマ
【花形】ディープカップ 【香り】強香

ゴールデン・セレブレーション
【花形】カップ  【花径】大輪 【香り】強香

ハーロウカー
【花形】ロゼット  【花径】中輪 【香り】強香

ウィリアム・シェークスピア2000
【花形】ロゼット  【花径】大輪 【香り】強香

モーティマー・サックラー
【花形】ロゼット 【花径】中大輪 【香り】中香

シャルロット・オースチン
【花形】カップ  【花径】中大輪 【香り】中香

クレア・オースチン
【花形】カップ  【花径】大輪 【香り】強香

グラハム・トーマス
【花形】カップ  【花径】中輪 【香り】中香

厳選ローズ
全200種

“ガーデナーズジャパン”オリジナルブランド

プロフェスローズ

イングリッシュローズ

デルバール

オールドローズの優しい花形と
モダンローズの四季咲性を併せ
持ったバラ。

フランスのブリーダー達が
時代の要求に応えて育種した
香り高いバラ。

オリジナル培養土入りの
大型鉢仕立て。

¥3,980

¥4,500

¥4,500

こだわりのダリア球根
全30種

お薦めの宿根草
全50種

クレマチス苗
全50種

¥1,000
¥398

12㎝硬質ポット球根

よりどり3種

1種

7.5㎝ポット

地域最大級の品揃え!! 見て選べる楽しさを体感した後は、店内カフェにてゆっくりとおくつろぎください。

シンフィアンドラ
▪ 開 花 期／５月～６月
▪ 植え付け／３月～４月
ツリガネソウに似た小型のお花を
咲かせるキキョウ科の植物。まだ
まだ日本では流通数も少ない珍
しいお花。とても可愛いです。

ゲラニウム
▪ 開 花 期／４月～６月
▪ 植え付け／２月～３月
３０㎝までで背の低い植物です。
暑さには少し弱いですが、花色も
沢山あり、グラウンドカバーにも使
える宿根草です。

ゲウム
▪ 開 花 期／４月～９月
▪ 植え付け／３月～４月
西洋大根草とも言い背丈は10
～50㎝と品種によって違いま
す。花はとても可愛らしく、開花期
も長いオススメ宿根草。

サルビア
▪ 開 花 期／６月～１１月
▪ 植え付け／４月～５月
品種は900種以上あると言われてます。
その中からとても綺麗な品種をセレクトし
ました。サルビア類は梅雨前に切り戻し
をする事で暑い夏も綺麗に保てます。

■ 広告に掲載されている価格はすべて税込価格です。 ■ 広告の品が万一、売り切れの場合はご容赦ください。なお、商品によっては数量制限させていただく場合もございます。 ■ 紙面写真と商品が異なる場合がございます。

¥1,980 税
込 ¥1,200 税
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