
葉物入荷状況一覧表／2014,01,06大田花き入荷

品目 品種 状況 数量 品目 品種 状況 数量
アイビー　　　　　　　　  アイビーライム 25   マジナータ グリーン 25

  インジリーサ(アイビー) 325   ミリオンバンブー 160
  エレンダニカ 10   リップスティック(コーディ 250
  グレーシャ(アイビー) ○ 480   レモンレッドエッジ 720
  グレープアイビー ☆ 170   アトム 150
  シャムロック(アイビー) 50   白馬ドラセナ 40
  スタンテーラー(アイビー) 50 ハラン　　　　　　　　　  シマハラン 350
  ハートピンク(アイビー) 100   旭ハラン 2,120
  ピッツバーグ(アイビー) ○ 655   青ハラン ○ 1,885
  フイリアダム(アイビー) 400 ピットスポラム　　　　　  P・アイリーン 960
  ヘデラ ベリー 104   P・アイリーンパターソン 350
  ホワイトワンダー(アイビー ☆ 525   P・グリーン 640

アスパラ　　　　　　　　  アスパラメリー ○ 500   P・シルバークィーン ○ 1,490
  スプリングゲリー ☆ 20 フィロデンドロン　　　　  ウィリアムシー 15
  スマイラックス ○ 485   クッカバラ 30
  プルモーサスナナス 10   デリシオサ 30
  ミリオ ☆ 300   レッドダッチェス(フィロテ 150
  ペラ ○ 900   セローム 30
  ルトジ 3   モンス ○ 7,550

アロカシア　　　　　　　  クワズイモ 32 フォーミアム　　　　　　  赤入才 ☆ 150
クロトン　　　　　　　　  クロトン レッド 100   入才 ○ 969

  クロトン 200 ポリスキアス　　　　　　  ポリスキアス ☆ 2,010
ゲイラック　　　　　　　  ゲイラック ○ 10,600 ヤシ　　　　　　　　　　  アレカヤシ ○ 4,000
シダ　　　　　　　　　　  アジアンタム ☆ 10   リクアラ グランデイ 25

  アンブレラファーン 80 ルスカス　　　　　　　　  イタリアンルスカス ○ 1,600
  タバリアファーン ○ 1,350   マルバルスカス ○ 4,800
  レザーファン ○ 55,590   ルスカス・G ○ 1,430
  タマシダ ○ 8,200 レモンリーフ　　　　　　  レモンリーフ 120
  山シダ ☆ 320   レモンリーフ チップス 785

ドラセナ　　　　　　　　  S.オブインディア ○ 210   レモンリーフ(ベイビー) 20
  S.オブジャマイカ 85 その他葉物   エメラルドウェーブ ☆ 200
  アイチアカ(ドラセナ) 100   オクラレルカ ☆ 400
  アジアンレッド(コーディ 100   カーリー#5 5
  アトムファイヤー 100   キキョウラン ○ 1,760
  インディアーナ(ドラセナ) 20   キキョウラン フイリ 199
  カプチーノ(コーディライン ○ 1,920   キキョウラングリーン 350
  コーディライン キウィ 30   クラマゴケ 350
  コーディラインSホワイト ○ 11,190   グリーンネックレス ☆ 30
  コーディラインレッド ○ 6,990   ゲットウ 10
  コンシンネレインボー ☆ 529   シュガーバイン 30
  コンパクター(ドラセナ) 50   シースター 60
  コンパクターグリーン 300   スチールグラス ○ 6,200
  コンパクターパープル 150   スパニッシュモス ○ 7
  コンパクターレッド 150   ティリーフ 430
  ゴッドセアナム ○ 7,910   テクトラム(チラン) 5
  サンデリーゴールド 550   バショウ(ハ) 40
  サンデリーバリケイト 400   フイリヤツデ 200
  サンデリービクトリー 50   ベアグラス ☆ 20
  サンデリーホワイト ○ 9,675   ミスカンサス フイリ 200
  スパイラルバンブー 650   ミスカンサス ホワイト ○ 1,540
  トリコロール(コーディ 590   ミスカンサスグリーン ○ 1,660
  ドラセナ アオ 200   ヤツデフクリン 100
  ドラセナ シロ 100   ワイヤープランツ ☆ 30
  ハワイアンフラッグ(ドラセ ○ 1,425   ひかげ 60
  パーフェクトグリーン 480   ソテツ 2,750
  パープルコンパクタ(ドラ ☆ 275   アビス 10
  ピンクエッジ(コーディライ 30   フトイ ☆ 100
  ピンクレディ(ドラセナ) 30   シャガ 280
  フロリダビューティ ○ 8,080   ヤツデ ☆ 150
  ブラックリーフ(コーディラ 300   ロベ ☆ 23,950
  ベニヒカリ(ドラセナ) 140   谷渡り ☆ 290
  マッサンギアナ 50

○　入荷量が潤沢な品種
☆　引合いが強くお早目にご注文をお願いしたい品種
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