
その他の草花入荷状況一覧表／2012,03,12大田花き入荷

品目 品種 状況 数量 品目 品種 状況 数量
アストランティア　　　　  ローマ(アストランティア) 〇 300 その他の草花   桜貝(アグロス △ 100

  ミリオンスター(AR) △ 50   ハートカズラ 40
アルケミラ　　　　　　　  アルケミラロブスター △ 100   ハゴロモジャスミン △ 330
セダム　　　　　　　　　  チョコレートセダム 380   ベルベロン イエロー 100

  セダム グリーン 〇 1,700   ベルベロン レッド 100
葉牡丹　　　　　　　　　  イロノファンタジMIX 65   トケイソウ 80
パイナップル　　　　　　  サンゴアナナス 40   ハーブゼラMIX 550
マリーゴールド　　　　　  ライムグリーン(マリーG) 110   アップルミント △ 100
その他の草花   ハゴロモジャスミンG △ 1,890   ローズマリー 100

  コケ 63   ミント 200
  ハイ苔 30   ラムズイヤー 100
  アゲラタム △ 350   ケール 100
  ミヤマオダマキ シロ 50   ローズゼラニウム △ 1,650
  カルセオラリア △ 300   ケール グリーン 120
  ガイラルディア 30   パセリ 100
  デモル サーモンP 100   グリーンデイ(ケール) 60
  デモル ホワイト 〇 500   グレープFゼラニウム 50
  クラスペディア △ 100   スケルトンローズゼラ 100
  ゴールドスティック △ 150   ペパーミントゼラニウム 50
  ヒューケラ アカチャケイ 140   ヘリクリサム ライム 10
  ルピナス イエロー 600   ヘリクリサム シルバー △ 150
  テキサスBボネット △ 360   アゲラタム レッド 200
  ギリヤ 350   A.トップブルー △ 100
  ギリヤレプタンサ △ 830   夢ほたる △ 200
  ギリヤ ルブラ 50   ナノブルー(ワスレナグサ 〇 1,100
  Sベリーキャンドル △ 200   ナノホワイト(ワスレナグサ 250
  モモイロタンポポ 50   ビーナスボタン(ワスレナク 600
  トクサ 700   Cタクト.シード 50
  モルセラ 〇 980 ヒマワリ   サンリッチオレンジ △ 250
  キャンディタクト △ 200   サンリッチパイン 430
  Cタクト.ローズ 40   サンリッチマンゴー50 △ 540
  グリーンベル 〇 280   サンリッチオレンジ50 180
  サクラコマチ(シレネ) △ 1,640   ビンセントオレンジ 150
  エンドウ 100 ﾕｳｷﾞﾘｿｳ   夕霧草 100
  豆の花 △ 3,000   ユウギリソウ シロ 30
  ヘリクリサム △ 60   ユウギリソウ ムラ 200
  利休草 △ 2,505   トラチリューム ブルー 600
  ホルミナム ブルー 70   トラチリューム グリーン △ 200
  ゼンマイ 2,700 ﾏﾄﾘｶﾘｱ   シングルペグモ 〇 9,750
  ゼンマイ シンメ 1,300   ホワイトワンダー 30
  ゼンマイ(ミニ) 1,800   イエローベグモ △ 350
  ダスティーミラー △ 350   スノースター 50
  D・シルバーレース 150   タマゴピンク 50
  シラス(ダスティミラー) 210   ゴールドボール 10
  小布施の郷 80   天使のたまご 30
  麦 18,800   クロノパーツ W 25
  カカリア レッド 200   僕の太陽 20
  グンバイナズナ 100   イエローワンダー 20
  ラグラスバニーテール 〇 2,700   ダブルスター 200
  ラグラス 350 ｾﾝﾆﾁｺｳ   千日紅白 △ 225
  ファウンテングラス 300   Sベリーフィールド 〇 3,200
  カランコエ レッド 50   ソフトピンク 300
  ジュバタム 50   キスカーマイン △ 200
  六条麦 △ 20,700   サクラ(センニチコウ) 300
  カルセオラリア.ミダス 150   ファイヤーワークス 100
  ルペンス(トリフォニューム) 100 ﾌﾞﾌﾟﾚﾘｭｰﾑ   ブプレリューム 〇 8,110
  ツインキャンドル △ 200   グリーンゴールド 30
  利休草ライトG 570

〇　担当からのお薦め品種
△　早めにご注文お願いしたい品種
×　お薦めできない品種

FLORAL JAPAN TIMES


