
その他の草花入荷状況一覧／大田花き2011,11,28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   ブラックベリー △ 300

  ミリオンスター(AR) △ 50   ツインキャンドル 〇 300
アルケミラ　　　　　　　  アルケミラロブスター 〇 750   ハートカズラ 30
クレマチス　　　　　　　  クレマチス 40   ハゴロモジャスミン 40

  ソシアリス 40   ベルベロン イエロー 100
  白麗(インテグリ 40   ベルベロン レッド 49
  ヘンダーソニー 80   トケイソウ 35
  ドランディ 40   ビクトリア(トケイソウ) 25
  テキセンシスMIX 80   カラスウリ 45
  仙人草 80   スズメウリ 〇 120
  クレマチス シード 40   カラスウリノミ 40

セダム　　　　　　　　　  セダム グリーン 〇 1,400   クマタケラン 170
とうがらし　　　　　　　  トウガラシ 75   SPタイムゼラニウム 40

  テンチョウザキトウガ 230   アップルミント 〇 50
  ブラックフィンガー 40   ミント 300
  タカノ爪 〇 2,520   ラムズイヤー 〇 330

花ナス　　　　　　　　　  ブラックパール 30   ツルキキョウ 60
葉牡丹　　　　　　　　　  晴れ姿 〇 1,320   ペパーミント 50

  葉ボタン 120   ローズゼラニウム 〇 1,860
  アンサンブル PV 270   ラムズイヤーライム 40
  初紅 △ 50   ハーブゼラニューム 150
  ハボタン グリーン 160   若草物語 300
  ウインターチェリー △ 545   斑入ツルキキョウ 60
  ルシール バニラ △ 290   スノーフレーク(ゼラニウム) △ 50

パイナップル　　　　　　  アナナス イエロー 20   Cペパーミントゼラニウム 50
  サンゴアナナス 60   チョコワッフルゼラ 240

マリーゴールド　　　　　  マリーG オレンジ 〇 80   ヘリクリサム ライム 10
  マリーゴールド △ 90   ヘリクリサム シルバー △ 500

*   キッチングリーン 1,610   アゲラタム レッド 230
  ハイ苔 30   A.トップブルー 〇 350
  段菊ブルー 80   レックスベコニアMIX 70
  ステファノチス 75   パープレア(エチナセア) 100
  スパークW(ベロニカ 150   プリティーマリー 60
  アゲラタムドントB 30 ヒマワリ   ヒマワリ 200
  アゲラタム 〇 760   サンリッチ OR/レモン 120
  ガイラルディア 50   サンリッチオレンジ △ 300
  クラスペディア 200   サンリッチレモン 150
  稲穂 250   東北八重 120
  ヒマ 40   サンリッチオレンジ45 40
  ツノゴマ 100   ビンセントオレンジ 100
  ヒューケラ △ 100   ビンセントマンダリン 50
  ヒューケラ アカチャケイ 80 ﾕｳｷﾞﾘｿｳ   ジェイド 300
  フウセントウワタ 160   トラチリューム グリーン 200
  アンデスコーン 134 ﾏﾄﾘｶﾘｱ   シングルペグモ 〇 7,010
  ギリヤレプタンサ 250   ホワイトワンダー △ 120
  トクサ 800   イエローベグモ △ 100
  グリーンベル 〇 100   ゴールドボール △ 410
  サクラコマチ(シレネ) 〇 550 ｾﾝﾆﾁｺｳ   千日紅 700
  豆の花 600   センニチコウ シロ ホカ 50
  エチナセア 640   千日紅白 △ 650
  ヘリクリサム 60   千日紅桃 350
  利休草 △ 4,110   千日紅ローズ 50
  ブルーセージ 200   Sベリーフィールド 〇 3,800
  ホルミナム ブルー 50   バイカラーローズ 500
  ホルミナム ピンク 50   ソフトピンク 300
  ゼンマイ 40   オードリーピンク 550
  ダスティーミラー 〇 660   ローズネオン 〇 1,050
  D・シルバーレース △ 50   クイズカーマイン △ 450
  シラス(ダスティミラー) 〇 790   キスカーマイン △ 400
  サラセニア 10   オードリーPレッド 100
  ネペンシス 10   シスター(センニチコウ) △ 200
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  ラグラスバニーテール 200   ファイヤーワークス 100
  グリーンスケール 〇 800   シルキーパール 100
  スモークグラス 〇 840 ﾌﾞﾌﾟﾚﾘｭｰﾑ   ブプレリューム 〇 3,675
  二条麦 600   グリフテイ 100
  六条麦 〇 1,500 　〇　担当からのお薦めの品種　
  フレイクチョコラータ(ヒエ) 300 　△　早めにご注文お願いしたい品種
  ルペンス(トリフォニューム) 50 　×　お薦め出来ない品種
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