
実生苗各種
●トマト ●きゅうり ●ピーマン
●ナス ●ゴーヤ ●シシトウ ¥60税

込

さあ、野菜を作ろう！

接木苗各種
●スイカ
●トマト 
●きゅうり等

9㎝POT

￥198税込

9㎝POT

※一部メーカー苗は異なります。

各種取り揃えております！
野菜のタネ

3
YEAR

Gardener’s Japan

3周年記念特価

9㎝POT●アーティーチョーク
蕾を茹でてお料理に

●ゴールデンタイム
肉や魚の臭み消しに

●セージ
お料理やハーブティーにも

●ナスタチウム
からしの代わりに

●ペパーミント
お料理のアクセントに

●ポリジ
サラダや炒め物などに

●レモンバーム
サラダや付け合わせに

●ローズマリー
ポテト料理、煮込み料理に

●コモンマロウ
レモンを入れると色が変化

●レモングラス
清涼感のある香り

●スペアミント
お菓子などにも

●ジャーマンカモマイル
ドイツでは万能薬として使用

ハーブ苗各種

～クッキングハーブに～

～ガーデナーズお薦めハーブ～

～ハーブティーに～

ベジトラグ ポピー
フェルトプランターL各色
（約W650×D420×H815㎜）

ベランダやお庭に置いてすぐに収穫！
ひざを曲げなくても作業できる。

イチオシ商品！

─ 全５０種・地域最大級の品揃え ─

￥198税込

￥4,980税込

植物をお求めの後は、店内の雑貨や最新のファニチャーを見ながらカフェにてごゆっくりとおくつろぎください。

ガーデナーズ
お薦めバラ

初心者マークの付いている商品は
比較的育てやすい品種です。

￥3,333

品 種 で 選 ぶ

3
YEAR

Gardener’s Japan

3周年記念特価
税込

3
YEAR

Gardener’s Japan

3周年記念特価
均
一￥148税

込

9㎝ポット

面積の広いスペースにいかがですか？

人気のグラウンドカバー・宿根草

ガーデナーズ３周年セレクション

新入荷の宿根草 3
YEAR

Gardener’s Japan

3周年記念特価
均
一￥780税

込

12㎝ポット～
3

YEAR

Gardener’s Japan

3周年記念特価

均
一￥298 税込

春の玄関を飾る花苗たち 9㎝ポット

ハンギングコンテスト（5月15～17日）出品作品募集中！ レジにてお申込ください。

ガーデナーズ３周年セレクション

人気の鉢花 3
YEAR

Gardener’s Japan

3周年記念特価

均
一￥1,580 税込

5寸

3
YEAR

Gardener’s Japan

3周年記念特価 5,980￥
税込

ガーデナーズお薦め
長尺バラ大苗

バラアーチ・オベリスク・トレリス、様々な仕立てに。
理想的なローズガーデンが演出できるツルバラ。

ガーデナーズ
お薦めバラ
スタンダード仕立て

立 て仕 で 選 ぶ

3
YEAR

Gardener’s Japan

3周年記念特価

15,800￥
税込

花壇植栽の中芯を彩るシンボリックなバラを取り揃えました。

母の日ギフト
ご予約承り中！

4月20日（月）迄に、カタログより
母の日ギフトをご予約いただくと

%OFF10 フラワーギフト限定

ご予約特典

花より嬉しい あなたの 気 持ち

mother’sday gift

母の日
は5 10日

全国宅配承ります！
ご予約特典は
店頭（レジ）でのご注文に
限らせていただきます。

原種『ロサ ペルシカ』の血を引く
独創的なバラ。

マルク・シャガール
【花形】カップ～ロゼット 【花径】大輪 【香り】中香

レジス・マルコン
【花形】ロゼット 【花径】大輪 【香り】中香

フラゴナール
【花形】カップ～ロゼット 【花径】大輪 【香り】強香

ナエマ
【花形】ディープカップ 【花径】大輪 【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】芳香

サンテグジュペリ
【花形】ディープカップ～クォーターロゼット 【花径】大輪  【香り】中香

シャンテ・ロゼ・ミサト
【花形】ディープカップ 【花径】大輪 【香り】強香

ローズ・ポンパドゥール
【花形】ディープカップ～ロゼット 【花径】大輪 【香り】強香

ウィズレー2008
【花形】ロゼット 【花径】中輪 【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

ポール・ゴーギャン
【花形】高芯抱え咲き 【花径】大輪 【香り】中香

アンリ・マチス
【花形】丸弁盃状咲き 【花径】大輪 【香り】中香

モーティマー・サックラー
【花形】シャローカップ 【花径】中輪 【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

アルフレッド・シスレー
【花形】セミダブル 【花径】中大輪 【香り】中香

パリュール・ドール
【花形】丸弁高芯咲き 【花径】大輪 【香り】中香

クール・ドゥ・ナクレ
【花形】ロゼット 【花径】中輪 【香り】強香

アンナプルナ
【花形】丸弁高芯咲き 【花径】中輪 【香り】強香

ジェントル・ハーマイオニー
【花形】シャーロカップ 【花径】大輪 【香り】強香

レッチフィールド・エンジェル
【花形】ロゼット 【花径】中輪 【香り】中香

ジュビリー・セレブレーション
【花形】ロゼット 【花径】大輪  【香り】強香

ザ・ポエッツ・ワイフ
【花形】カップ 【花径】中大輪 【香り】強香

ボスコベル
【花形】カップ～ロゼット 【花径】中大輪  【香り】中香

ザ・ラーク・アセンディング
【花形】半八重のカップ 【花径】中輪 【香り】中香

ヒースクリフ
【花形】ロゼット 【花径】大輪  【香り】強香

クロード・モネ
【花形】ロゼット 【花径】中大輪 【香り】強香

ツル・アイスバーグ
【花形】丸弁平咲き 【花径】中輪 【香り】中香

ピエール・ドゥ・ロンサール
【花形】カップ 【花径】大輪 【香り】微香

オマージュ・ア・バルバラ
【花形】丸弁抱え咲き 【花径】中輪 【香り】微香

ブランシュ・カスケード
【花形】ポンポン咲き 【花径】小輪 【香り】微香

ボンドゥール・アブリコ
【花形】丸弁カップ咲き～平咲き 【花径】中輪 【香り】微香

ポンポネッラ
【花形】カップ 【花径】中輪 【香り】微香

ブラン・ピエール・ドゥ・ロンサール
【花形】ロゼット 【花径】大輪 【香り】微香

ブーケ・マリエ
【花形】ロゼット 【花径】中輪 【香り】微香

カミーユ・ピサロ
【花形】抱え咲き 【花径】中大輪 【香り】中香

ワイルドイブ
【花形】ロゼット 【花径】中輪 【香り】中香

ルージュ・ピエール・ドゥ・ロンサール
【花形】ロゼット 【花径】大輪 【香り】強香

ツル・ミミ・エデン
【花形】丸弁カップ咲き 【花径】中輪 【香り】微香

シャーロット・オースチン
【花形】カップ  【花径】中大輪 【香り】中香

ゴールデン・セレブレーション
【花形】カップ 【花径】大輪 【香り】芳香

グラハム・トーマス
【花形】カップ  【花径】中輪 【香り】中香

ミステリューズ
【花形】半八重～カップ 【花径】中輪 【香り】強香

ストラボバビロン
【花形】丸弁平咲き 【花径】中輪  【香り】微香

エリドゥバビロン
【花形】半八重咲き 【花径】小中輪 【香り】微香

ニュー・イマジン
【花形】カップ 【花径】中輪 【香り】中香

ピンクトルマリンバビロン
【花形】平咲き 【花径】中輪 【香り】微香

ムーンライトバビロン
【花形】平咲き 【花径】中輪 【香り】微香

アジュガ
＜1㎡辺りの目安株数＞約16ポット

ワイヤープランツ
＜1㎡辺りの目安株数＞約12ポット

ベロニカ各色
【高さ】約30～50㎝ 【花期】5～11月

ゲウム各色
【高さ】約３０～４０㎝　【花期】４～５月

アルケミラ・モリス
【高さ】約３０㎝　【花期】5～9月

アレナリア・モンタナ
＜1㎡辺りの目安株数＞約16ポット

ベロニカオックスフォードブルー
＜1㎡辺りの目安株数＞約16ポット

芝桜ダニエルクッション
＜1㎡辺りの目安株数＞約16ポット

イングリッシュデージー
＜1㎡辺りの目安株数＞約12ポット

リシマキアオーレア
＜1㎡辺りの目安株数＞約12ポット

カーペットかすみ草
＜1㎡辺りの目安株数＞約16ポット

リナリア・パープレア
【高さ】約10０㎝　【花期】6～8月

ペンステモン各色
【高さ】約10０㎝　【花期】6～8月

ジキタリス各色
【高さ】約50～100㎝ 【花期】6～8月

リクニス・ビスカリア・フロレプレノ
【高さ】約３０～４5㎝　【花期】5～7月

オンファロデス・ブルーアイズ
【高さ】約２０～３０㎝　【花期】５～６月

ゲラニューム各色
【高さ】約2０～７０㎝　【花期】５～7月

ディセントラ・バレンタイン
【高さ】約４０～６０㎝　【花期】３～５月

ポテンティラ各色
【高さ】約４０～５０㎝　【花期】５～６月

カンパヌラ・エメラルド
【高さ】約40～50㎝　【花期】6～8月

ピンクシャーベット
乳白色に淡いピンク

バイオレット
上品な花色

ロゼ
ローズ～パープル系の色

スイートピンク
花付きが良く、ピンクとホワイトのコントラスト

ホワイト
純白八重咲き

スノー
白環境により若干ピンク

ピュアホワイト
純白で花数が多い

ローズ
鮮やかなローズ

スカイ
青いお花に中心が白

グレープアイス
中心が黄色で青いベイン品種

レッド
鮮明な赤で連続開花性に優れる

ウォーター
涼しげな淡いパープル

ブルー
清涼感あふれる青色

ライム
他の品種より一回り大きい

アイス
白に薄い青が入ります

パープル
株張り旺盛な花密度アップ

ラベンダー
涼しげな淡いラベンダー

マリン
深い海の色のような濃い青

ペチュニア
ギュギュ

株を覆い尽くすほどのたくさんの花を咲か
せます。育てやすさを追求した品種。

ペチュニア
ドレスアップ

華麗な高級感のある八重花。豊富なカラー
バリエーションが楽しめる品種。

ロベリア
カリブ

花付きが良く、暑さに強い品種。株がきれい
なドーム状にまとまります。

ドリューデルバール

デビッド・
オースチン

色彩豊かで香り高い品種。
華やかな中にもソフトニュアンス
のあるバラ。

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。

プロフェス
ローズ
ガーデナーズオリジナル培養土
入りの大型鉢
仕立て。

■ 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。

リーガスベゴニア
プレゼント人気No.1

ボタン・4～5芽蕾付き
洋庭にも和庭にも

ニオイバンマツリカ
甘い香りのお花です

ハイドランジア
地域一番の品揃え

クレマチス各種・行灯仕立て
毎年咲く人気品種を多数品揃え

カラー
お庭にも植えられる

モミジ・5号～7号各種
人気青板屋・野村など数量限定で販売中

ペラルゴニウム
春の豪華なお花

ダリア各種・大輪6種
豪華な巨大輪ダリア

シャクヤク・洋芍6種
和庭にピッタリ

インター
プランツ

2つの色で表現された
デルバールならではのバイカラーシリーズ




