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ONLY ONE EXTERIOR
オンリーワンプランツ P01 廃止商品のご案内

2016 年発行の「Only One PLANTS オンリーワンプランツ P01」に掲載商品のうち、

下記にご案内させて頂く商品は廃止商品となります。

あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。

44 ME6-JABR15 構成樹種 アベリア

ME6-JAPS15 構成樹種 アガパンサス

ME6-JHBP30 構成樹種 ホップブッシュ ･ プルプレア

ME6-JNSD15 構成樹種 ニューサイラン ( 銅葉 ) 

ME6-SET05 カッコいい景色 シック ポップブッシュ

80 YE6-JHSS13 構成樹種 ヒューケラ ･ スノーシュクレ

84 YE6-JPMR 構成樹種 プルモナリア

88 KJ6-JBBE12 構成樹種 ベニバナシャリンバイ ･ エンチャントレス

KJ6-JBUK15 構成樹種 バイカウツギ ･ コロナリウスオーレア

KJ6-JHTB12 構成樹種 ヒメトベラ

KJ6-JHTR20 構成樹種 マグノリア ･ リトムジェム

KJ6-SET11 お手入れ簡単 イージーマグノリア

97 NS6-UG001 オリーブ ( メキシコ産 ) 001

98 NS6-UG002 オリーブ ( メキシコ産 )002

NS6-UG003 オリーブ ( メキシコ産 )003

NS6-UG004 オリーブ ( 小豆島産 ) オリーブミッション

NS6-UG005 オリーブ ( 小豆島産 ) オリーブミッションルッカ

NS6-UG006 オリーブ ( 小豆島産 ) オリーブ

99 NS6-UG007 砂漠 ･ 高山植物 ユッカ ･ ロストラータ ･ ヒドラ

NS6-UG008 砂漠 ･ 高山植物 ダシリリオン ･ ロンギシマム

NS6-UG009 砂漠 ･ 高山植物 ユッカ ･ ロストラータ ･ ブルースワン

NS6-UG010 砂漠 ･ 高山植物 プヤ ･ セルーレア

103 KF6-TOAB オリーブアルベキナ

KF6-TOMS オリーブミッション

KF6-TOMZ オリーブマンザニロ

KF6-TONB オリーブネバディロブロンコ

KF6-TOPC オリーブピッチョリーネ

KF6-TOSS オリーブシプレッシーノ

105 WP6-TKDP 柑橘系 デコポン

WP6-TKHY 柑橘系 本ゆず

WP6-TKKK 柑橘系 きんかん

WP6-TKOM 柑橘系 温州みかん

WP6-TKRN 柑橘系 レモン

WP6-TKSD 柑橘系 スダチ

110 WF6-F0273 香りのバラ オールドポート

WF6-F0274 ボリュームのバラ アーサーベル

WF6-F0338 香りのバラ マーガレトメリル

WF6-G0455 ボリュームのバラ ゲルトナーフロイデ

WF6-H0149 香りのバラ オクラホマ

WF6-H0228 ボリュームのバラ ヘルツアス

WF6-H0243 香りのバラ マルコポーロ

WF6-H0897 香りのバラ ホワイトクリスマス

WF6-M0360 ボリュームのバラ ファザーズディ

WF6-O0490 ボリュームのバラ バレリーナ

111 WF6-C0366 つるバラ長尺セット CL アイスバーグ

WF6-C0381 つるバラ長尺セット カクテル

WF6-C0400 つるバラ長尺セット シュネーバルツアー

WF6-C0412 つるバラ長尺セット ドンファン

WF6-C0415 つるバラ長尺セット CL 春がすみ

WF6-C0422 つるバラ長尺セット フェリスバイト

WF6-C0426 つるバラ長尺セット ブルーマゼンタ
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111 WF6-C0432 つるバラ長尺セット ポールズスカーレットクライマー

WF6-C0441 つるバラ長尺セット リバプールエコー

WF6-C0849 つるバラ長尺セット スパニッシュビューティー

WF6-O0484 つるバラ長尺セット ソレユドール

128 KJ6-TUNR 美しい花 ナツロウバイ

130 ZE6-THBP 美しい葉 ポップブッシュ ･ プルプレア

141 HE6-TTMH 底面吸収水鉢入りコケ ヒノキ苔

HE6-TTMK 底面吸収水鉢入りコケ カモジ苔

HE6-TTMM 底面吸収水鉢入りコケ 水苔

HE6-TTMT 底面吸収水鉢入りコケ 高野の万年苔

146 TE6-TMAF ミニトピアリー スコッチテリアふせ犬 ( キンメツゲ )

TE6-TMEJ ミニトピアリー エンジェル ( キンメツゲ )

TE6-TMFR ミニトピアリー フクロウ ( キンメツゲ )

TE6-TMGC ミニトピアリー ガチョウ ( キンメツゲ )

TE6-TMIR ミニトピアリー イルカ ( キンメツゲ )

TE6-TMKM ミニトピアリー クマ ( キンメツゲ )

TE6-TMON ミニトピアリー 女の子 ( キンメツゲ )

TE6-TMZU ミニトピアリー ゾウ ( キンメツゲ )

147 TE6-TMKI ミニトピアリー 子イヌ ( キンメツゲ )

TE6-TMMD ミニトピアリー ミニダックスフンド ( キンメツゲ )

TE6-TMUG ミニトピアリー ウサギ ( キンメツゲ )

TE6-TMZU ミニトピアリー ウサギ小 ( キンメツゲ )

148 KJ6-TTIK 自分で作るトピアリーセットイルカ

KJ6-TTKM 自分で作るトピアリーセットクマ

KJ6-TTMH 自分で作るトピアリーセットミニハート ( フラットタイプ )

KJ6-TTPN 自分で作るトピアリーセットペンギン

KJ6-TTSW 自分で作るトピアリーセットスワン

151 ZE6-TTRS ナチュラルトピアリー　リガストラム・シルバープリペット

152 TJ6-TNRA アレンジ ナチュラルアレンジ

TJ6-TS3B アレンジ 水生 3 種ボリュームアレンジ

153 TJ6-TMPD メダカの憩い  プチビオトープ デラックス

TJ6-TSFM スイレン フーミン

TJ6-TSIR スイレン インナーライト

TJ6-TSJT スイレン ジョーイトーマシー

TJ6-TSKR スイレン コロラド

TJ6-TSMK スイレン マンカラウボン

TJ6-TSOM スイレン オールモストブラック

TJ6-TSST スイレン アトラクション

154 AF6-IHAO 構成資材 鉢 ( 青色 ) 

AF6-IHBN 構成資材 鉢 ( ベトナム色 ) 

AF6-JBCY12 構成樹種 ベニチガヤ

AF6-JMSR12 構成樹種 ミニ シペラス

AF6-JOMT12 構成樹種 オオミズ トクサ

AF6-JSBF12 構成樹種 ショウブ ( 斑入り )

AF6-JSPR12 構成樹種 シペラス

AF6-JTWA12 構成樹種 トワダアシ

AF6-SET01 ビオトープ A セット

AF6-SET02 ビオトープ B セット

155 AF6-IHEJ 構成資材 鉢 ( エンジ色 )

AF6-IHSR 構成資材 鉢 ( 白色 )

AF6-JAPI12 構成樹種 アンペライ

AF6-JGAM15 構成樹種 ガマ

AF6-JHRI12 構成樹種 ホタルイ

AF6-JHUC 構成資材 鉢 ( 薄茶色 )

AF6-JSKF12 構成樹種 サンカクフトイ

AF6-JSSF12 構成樹種 セキショウ ( 斑入り )

AF6-JSTG12 構成樹種 スターグラス

AF6-JTJF12 構成樹種 タテジマフトイ

AF6-JWMR12 構成樹種 ウォーターマッシュルーム

AF6-JYJF12 構成樹種 ヨコジマフトイ

AF6-SET03 ビオトープ C セット

AF6-SET04 ビオトープ D セット

AF6-SET05 ビオトープ E セット
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155 AF6-TBKKK ビオトープカーボン 2 ( 固形 1kg)

AF6-TBKKR ビオトープカーボン 2 ( 顆粒 1kg)

160 KJ6-TKTR 記念樹 ツリバナ

UN6-TKOR 記念樹 オリーブ

WP6-TKNK 記念樹 ネグンドカエデ ･ フラミンゴ

161 KJ6-TKSY 記念樹 ソヨゴ

WP6-TKGB 記念樹 ギンバイカ

WP6-TKIM 記念樹 イロハモミジ

162 UN6-TKJB 記念樹 ジューンベリー

WP6-TKHM 記念樹 ハナモモ

WP6-TKMN 記念樹 マグノリア

163 HS6-MB-1 メモリアルブラスシリーズ ベーシックスレート 

HS6-MB-3 メモリアルブラスシリーズ スティック

HS6-MB-4 メモリアルブラスシリーズ バングル

MY6-1880 記念樹 メモリアルレンガ クリーム

MY6-1881 記念樹 メモリアルレンガ オレンジ

164 GM6-A3 ペンシル ･ アリタグシリーズ A3

GM6-A4 ペンシル ･ アリタグシリーズ A4

GM6-A51 ペンシル ･ アリタグシリーズ  A51

GM6-A6 ペンシル ･ アリタグシリーズ A6

GM6-A7 ペンシル ･ アリタグシリーズ  A7

GM6-AL-PEN アリタグ用ペンシル

GM6-AMOS ペンシル ･ アリタグシリーズ AMOS

GM6-AOS ペンシル ･ アリタグシリーズ AOS

GM6-T3 チーク ･ タグシリーズ T3

GM6-T4 チーク ･ タグシリーズ T4

GM6-T6 チーク ･ タグシリーズ T6

GM6-T7 チーク ･ タグシリーズ T7

GM6-T8 チーク ･ タグシリーズ T8

GM6-TOS チーク ･ タグシリーズ TOS

165 PL6-45018 専用土 健やかに育つ土


