
大田花き入荷状況一覧／2012/08/08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　　　　  アストランティアマヨール △ 150 その他の草花   ダスティーミラー △ 300

  マキシマ(アストランティア 30   D・シルバーレース △ 150
  ローマ(アストランティア) △ 405   シラス(ダスティミラー) △ 300

かぼちゃ　　　　　　　　  オモチャカボチャ 495   紅アオイ 〇 1,250
  カザリカボチャ 100   日扇 130
  カボチャ プッチーニ 622   ヒョウタン 2

クレマチス　　　　　　　  ミセスマサコ 230   千成兵丹 〇 1,125
  ザ・プレジデント △ 300   山ゴボウ 221
  ローグチ 40   エノコログサ 100
  ドランディ △ 160   グリーンスケール 〇 1,300
  キリテカナワ 20   パニカム 〇 800
  クリスパ(テキセンシス) 360   スモークグラス 〇 2,900
  エトワールローズ 240   タカオ ルドベキア 260
  ホワイトジュエル 40   ガイラルディアシート 250

ジニア　　　　　　　　　  ジニア 350   ジェスター(ミレット) 30
  クイーンレッドライム △ 420   ミレット 80
  ペルシャンカーペット △ 100   ソルゴー 50

セダム　　　　　　　　　  セダム ピンク 110   パープルマジェステ 60
  セダム GR/P 50   ヒエ 100
  セダム グリーン 〇 4,085   パニカム エース 600
  マトロナ(セダム) 40   オバタス(ラグラス) 200
  オータムジョイ 260   縞ガヤ 600

とうがらし　　　　　　　  カメレオン(トウガラシ) △ 180   チョコラータ(パニカム) 400
  フリーズドルフイエロー △ 75   ブラックベリー △ 1,280
  フリーズドルフレッド △ 75   ハートカズラ 50
  タカノ爪 〇 510   ハゴロモジャスミン △ 140
  ブラックエース 170   ベルベロン レッド 200
  コニカル 360   トケイソウ 210
  コニカル イエロー 60   ビクトリア(トケイソウ) 40
  コニカル レッド 60   フイリフジバカマ △ 100
  コニカル グリーン △ 270   フジバカマ ピンク △ 160
  コニカル オレンジ 60   ライステリア 35

花ナス　　　　　　　　　  白ナス 100   ハーブ 100
  ブラックパール 90   パインミント 50
  花ナス △ 460   アップルミント △ 150

パイナップル　　　　　　  ミニパイナップル △ 1,100   ローズマリー △ 100
  サンゴパイン 170   ミント 550
  スタールージュ(パイン) 120   スペアミント 150

フロックス　　　　　　　  フロックス シロ 3,300   ペパーミント 150
  フロックス アカ 50   ローズゼラニウム 〇 1,040
  フロックス ピンク 1,150   ラムズイヤーライム 60

ヘレニューム　　　　　　  ヘレニューム レッド 160   ハーブゼラニューム 50
紅花　　　　　　　　　　  紅花 黄 380   若草物語 540
マリーゴールド　　　　　  バニラ(マリーG) △ 240   Cペパーミントゼラニウム 50

  レモン(マリーG) 200   チョコワッフルゼラ 60
  マリーG オレンジ △ 150   グリーンフレークゼラ 200
  マリーゴールド 90   シナモンバジル 60

ルリタマアザミ　　　　　  ルリタマアザミ 120   ヘリクリサム シルバー △ 60
  ベッチーズブルー △ 820   ゲットウノミ 40
  リトロ(ルリタマアザミ) 500   A.トップブルー 〇 720

ワレモコウ　　　　　　　  ワレモコウ 〇 6,170   オモチャメロン 200
  スズカセ(ワレモコウ) 〇 12,670   アロエ 15
  スバル(ワレモコウ) 〇 4,570 ヒマワリ   ヒマワリ 380
  北の鈴(ワレモコウ) 〇 2,080   ビンセントイエロー 1,300

その他の草花   ハナナス アオ 1,229   サンリッチオレンジ 〇 19,573
  コケ 2   サンリッチレモン 3,730
  コケシート 3   M.ベルベット 150
  ハイ苔 65   東北八重 〇 2,765
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その他の草花   ステファノチス 200 ヒマワリ   ゴッホノヒマワリ △ 190

  ベロニカB/W/P/ム 200   テディベア 100
  トラノオ 50   ヒメヒマワリ 1,940
  ベロニカ シロ 150   旭 〇 12,134
  ベロニカ ピンク 150   モネノヒマワリ △ 870
  ベロニカ ムラ 200   サンリッチパイン 〇 6,710
  ベロニカ ブルー 100   ダブルシャイン △ 870
  カクトラ 〇 1,840   ゴーギャンノヒマワリ 340
  アゲラタム ブルー 200   パナッシェ △ 260
  オミナエシ 〇 33,100   S.フレッシュオレンジ △ 970
  ルドベギア 290   サンリッチマンゴー50 〇 4,980
  フジバカマ 〇 640   ラブリーパイン 423
  ガイラルディア 100   イシイモ 100
  クラスペディア △ 150   レモンオーラ △ 420
  玉すだれ 100   チョコフレンド 600
  ススキ 40   S.フレッシュレモン △ 870
  タカノハ 〇 6,400   サンリッチオレンジ45 800
  ミズホ(アワ) 1,200   サンリッチオレンジ50 40
  アワ △ 6,900   サンリッチレモン45 120
  オクラ 60   マダムクラレット 100
  シマススキ 1,600   ビンセントオレンジ 〇 2,130
  パンパス 〇 4,860   ビンセントタンジェリン 840
  イガナス △ 240   ビンセントオレンジ2 1,190
  赤オクラ 150   ビンセントCオレンジ △ 510
  糸ススキ 2,000   レモネード 〇 2,810
  ヒューケラ アカチャ 140   ビンセントマンダリン 5,270
  フウセントウワタ 〇 1,250 ﾕｳｷﾞﾘｿｳ   トラチリューム グリーン 300
  トウモロコシ 60 ﾏﾄﾘｶﾘｱ   シングルペグモ 〇 2,240
  カラマツソウ/エダサキ 40   イエローベグモ △ 500
  紫金唐松 90   バーゴ 200
  アダン 1 ｾﾝﾆﾁｺｳ   千日紅白 400
  トクサ 700   千日紅桃 150
  モルセラ △ 110   Sベリーフィールド △ 800
  オケラ 100   オードリーピンク 50
  レンゲショーマ 40   ローズネオン 〇 13,660
  金水引 500   クイズカーマイン △ 1,200
  ヘリクリサム 200   ファイヤーワークス 950
  利休草 〇 5,850 ﾌﾞﾌﾟﾚﾘｭｰﾑ   ブプレリューム △ 1,020
  ミソハギ 33,155   グリーンゴールド △ 420

　〇　担当からのお薦めの品種
　△　早めにご注文お願いしたい品種
　×　お薦め出来ない品種
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