
草花入荷状況一覧表／大田花き2019.1.21 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 ○ 650   スズメウリ 30

  ベルベットMIX 30   スモークグラス ○ 1,800

  ベルベットブルー 80   ゼンマイ(ミニ) ○ 1,500

  ベルベットワイン 60   ダスティーミラー ☆ 100

アストランティア　　　　  アストランティアマヨール 50   チョコレートキャンディ 120

  スターオブアフリカ ○ 200   ツインキャンドル ○ 1,450

  スターオブビリオン ○ 400   ディクタムナス 150

  スターオブファイヤー ○ 400   トケイソウ 90

  スターオブラブ 50   トリフォニウム シロ ☆ 100

  プロミス(アストランティア) ○ 650   ナノブルー(ワスレナグサ 600

  ローマ(アストランティア) 150   ナノホワイト(ワスレナグサ 150

ジニア　　　　　　　　　  ジニア5シュMIX 100   ハゴロモジャスミン ☆ 340

セダム　　　　　　　　　  エケベリア 15   ハツユキカズラ 513

  カランコエ ダークY 90   ヘゴゼンマイ 17

  セダム グリーン ☆ 300   ヘリクリサム シルバー 50

  セダム ピンク ☆ 150   ホルミナム ブルー ☆ 50

  セダム ミックス 100   ホンコン ミツキ 30

チランジア　　　　　　　  シュスゴネンシス 60   ラグラスバニーテール ○ 2,600

  スパニッシュモス ☆ 4   リービス(モルセラ) 130

  テクトラム 20   ルピナス イエロー 180

ハーブ類　　　　　　　　  アップルミント ☆ 50   ルペンス(トリフォニウム) 50

  グリーンフレークゼラ 300   レプタンサブルー(ギリア 50

  グレープFゼラニウム 50   タラスピ ○ 640

  スノーフレーク(ゼラニウム) ☆ 150   ゼンマイ ○ 2,320

  チョコレートゼラ 50   イソギク 60

  チョコワッフルゼラ 50   トクサ ☆ 250

  ハーブゼラMIX 200   エンドウ 120
  ハーブゼラニューム 50   ナズナ 20
  レディプリマス(ゼラ 50   ギリア 150

  レモンゼラニウム 90   ハイ苔 ☆ 30

  ローズZ/GRフレークZ 500   モルセラ ☆ 790

  ローズゼラニウム ○ 1,150   ルピナス 530

  ローズマリー 140   稲穂 100

  ミント 100   花うさぎ 250

ベロニカ　　　　　　　　  スマートルナ(ベロニカ) 400   寒咲早生麦 1,000

  ブルーエイリアン ○ 380   小布施の郷 80

  ベロニカ ブルー 50   豆の花 ☆ 2,800

マリーゴールド　　　　　  オクティバオレンジ(マリーG 170   麦 100

  ソブリン(マリーG) 50   忘れな草 70

利休草　　　　　　　　　  リキュウソウMIX ☆ 140   六条麦 ○ 15,000

  姫利久草 ☆ 440 ヒマワリ   ビンセントオレンジ 200

  利休草 ☆ 2,470   ビンセントタンジェリン 360

*   D.シルバーダスト 200 ユウギリソウ   ジェイド 100
  D.シルバーラード 400 マトリカリア   イエローベグモ ○ 650

  Sベリーキャンドル ○ 250   シングルペグモ ○ 3,620

  アイバンホー(グレビレア) ○ 450   ダブルラテ ○ 760

  オバタス(ラグラス) 300 センニチコウ   Sベリーフィールド ○ 1,700

  ガイラルディア 40   キスカーマイン ○ 1,200

  ギリアトリコロル ☆ 40   クイズカーマイン 150

  ギリアレプタンサ ○ 250   サクラ(センニチコウ) ☆ 300

  クラスペディア ○ 300   シスター(センニチコウ) ☆ 100

  グリーンデイ(ケール) 120   グリム ☆ 200

  グリーンベル ○ 1,480   千日紅オレンジ 200

  グレビレアヨベル 50   千日紅白 ☆ 900
  コンスタンス 90 ブプレリウム   ファイヤーワーク 60

  ゴールドスティック ○ 790   ブプレリューム ○ 6,480

  サクラガイ/ギダコ ☆ 100 オキシペタラム   ピュアブルー 3,550

  サクラコマチ(シレネ) 790   ピントホワイト 50

  シラス(ダスティミラー) 600   マーブルハピネス 30

  ジュズサンゴ 37   マーブルホワイト 420

  ジュバタム 100   ラブリーピンク 30

○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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