
草花入荷状況一覧表／大田花き2018.10.15 入荷

品目 品種 状況 数量 品目 品種 状況 数量

アゲラタム　　　　　　　  A.トップブルー ○ 730   スパイダーマン 100

  ベルベットブルー ○ 90   スモークグラス ○ 1900

アストランティア　　　　  アストランティアマヨール 20   ダイヤモンドダスト 200

  スターオブアフリカ ○ 500   ダスティーミラー 40

  スターオブビリオン ○ 1000   チョコレートキャンディ 100

  スターオブファイヤー ○ 640   ツインキャンドル ☆ 200

  プロミス(アストランティア) 450   ディクタムナス 50

  ミリオンスター(AR) 350   トケイソウ ☆ 120

  ローマ(アストランティア) ☆ 300   ハゴロモジャスミン ☆ 80

アルケミラ　　　　　　　  アルケミラロブスター ☆ 100   ビクトリア(トケイソウ) 47

ジニア　　　　　　　　　  ジニア 40   ピンクパンサー(トリフォニ 50

セダム　　　　　　　　　  エルシーズゴールド 50   フウセントウワタ 170

  カランコエ スイートP 300   ヘリクリサム イモーテル 100

  セダム グリーン ☆ 150   ヘリクリサム シルバー ☆ 140

  セダム レッド ☆ 100   ペニークレス(Gベル) 100

  セダム レッドブラウン 120   ホルミナム ブルー 50

チランジア　　　　　　　  カクティコラ(グリーン) 21   ラグラスバニーテール ○ 1000

  ストラミネア 4   ラベンダー ドライ 3

  スパニッシュモス 18   ルビーグラス 900

  テクトラム 40   ルペンス(トリフォニウム) 100

  パラセアメジャー 2   レッドボア(ケール) 100

とうがらし　　　　　　　  タカノ爪 450   レオノチス 200

ハーブ類　　　　　　　　  Cペパーミントゼラ 50   レピディウムGRベル 1109

  アンダーソニア 1010   タラスピ 90

  グリーンフレークゼラ 300   ソルガム 100

  グレープFゼラニウム 100   ソルゴー 150

  スノーフレーク(ゼラニウム) 300   トクサ ☆ 980

  チョコレートゼラ 50   ハイ苔 ☆ 30

  チョコワッフルゼラ 100   コケ 30

  ハーブゼラMIX 350   ススキ 180

  ブルーセージ 400   稲穂 1065

  ペパーミントゼラ 50   豆の花 ☆ 400

  ラムズイヤー 340   日扇の実 40

  ラムズイヤードライ 80   麦 500

  レディプリマス(ゼラ 50   六条麦 ☆ 200

  ローズゼラニウム 1050 ヒマワリ   サンリッチオレンジ 50

  ローズマリー 50   サンリッチライチ 50

  ミント 200   ソーラーパワー 180

ベロニカ　　　　　　　　  スマートルナ(ベロニカ) ☆ 400   ビンセントオレンジ 860

  ベロニカ シロ ☆ 150   ビンセントネーブル 350

  ベロニカ ピンク 50   マティスノヒマワリ 100

  ベロニカ ブルー ☆ 100 ユウギリソウ   ジェイド 50

マリーゴールド　　　　　  ソブリン(マリーG) 40   夕霧草 30

  プリティーマリー 150 マトリカリア   イエローベグモ ☆ 530

  マリーG オレンジ 30   シングルスノー 80

利休草　　　　　　　　　  ゴクリョク(リキュウソウ) ☆ 1060   シングルペグモ ○ 3510

  利休草 ☆ 3550   ダブルラテ ○ 1020

*   D.シルバーラード ☆ 750 センニチコウ   Sベリーフィールド ○ 1700

  D.ニュールック 300   オードリーピンク 300

  アダンノミ 2   オードリーホワイト 290

  カラスウリ 10   キスカーマイン ○ 1300

  ガレギフォリア 30   クイズカーマイン 250

  クラスペディア ○ 800   シスター(センニチコウ) ☆ 200

  グリーンスケール ☆ 600   ローズネオン 1255

  グリーンデイ(ケール) 150   グリム ☆ 100

  グリーンベル ○ 700   千日紅オレンジ 300

  グレビレアアイバンホー 70   千日紅白 ☆ 650

  グレビレアゴールド 100   千日小坊 150

  ゲットウノミ 20 ブプレリウム   グリーンゴールド 40

  コンスタンス 93   グリフテイ 370

  ゴールドスティック ○ 150   ブプレリューム ○ 2480

  サクラコマチ(シレネ) ○ 2560 オキシペタラム   ピュアブルー 4760

  シラス(ダスティミラー) ☆ 450   ピントホワイト 100
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草花入荷状況一覧表／大田花き2018.10.15 入荷

品目 品種 状況 数量 品目 品種 状況 数量

  シルバーキャット 600   マーブルホワイト 480

  ジュズサンゴ 120   ラブリーピンク 40

  ジュバタム 50   マグニフィシェントベル 400

  スズメウリ 60   グリーン 30

  ステファノチス ☆ 25

○入荷量が潤沢な品種
☆引合いが強く早めにご注文をお願いしたい品種
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