
枝物入荷状況一覧表／2014,03,03大田花き入荷

品目 品種 状況 数量 品目 品種 状況 数量

カエデ　　　　　　　　　  イタヤ 10   東海桜 ○ 420

キイチゴ　　　　　　　　  木苺 ☆ 755   彼岸桜 ○ 2,478

シキミア　　　　　　　　  シキミア レッド △ 215   紅吉野桜 280

  シキミア グリーン △ 240   河津桜 ○ 578

スピラエア　　　　　　　  コデマリ ○ 21,680   紅彼岸桜 90

椿　　　　　　　　　　　  椿 46   おかめ桜 208

  ヒカルゲンジ(ツバ 55   淋生梅 300

  白玉椿 ○ 59 ウメ   梅 60

  白椿 37   白梅 19

  乙女椿 ○ 83   紅梅 50

  佗助 10   梅ピンク 19

  山椿 10   アンズ 40

  椿 赤 18   花梅 30

  八重椿アカ 10 モモ   桃 5,220

  イワネツバキ 12   モモ ピンク 260

  薮ツバキ ○ 140   白桃 390

花ミズキ　　　　　　　　  花みずき ☆ 21   桃 赤 94

ビバーナム　　　　　　　  V.ティナス B/PU ○ 182   矢口桃 771

  スノーボール ○ 700   あけぼの 5,200

  ムシカリ ☆ 40   新矢口 40

  ガマズミ ○ 770 ボケ   ボケ 75

  トキワガマズミ(P) ○ 130   白ボケ 45

  トキワガマズミ ○ 1,210   赤ボケ 20

  V.ティナス パープル 60   東洋錦 10

ピエリス　　　　　　　　  アセボ ☆ 736   あかね 120

ペッパーベリー　　　　　  P・ベリー ピンク 45 ヤナギルイ   小豆柳 50

ミズキ　　　　　　　　　  サンゴミズキ 500   黒芽柳 670

  黄金水木 50   雲竜柳 2,917

モクレン　　　　　　　　  こぶし 8   ドラゴンヤナギ 363

  ハクレン 152   ネコヤナギ ☆ 1,220

  サラサモクレン 15   石化柳 350

雪柳　　　　　　　　　　  雪柳 ○ 6,750   ピンクネコヤナギ 135

  小雪(ユキヤナギ) ○ 1,000 ヒバスギルイ   ひば 65

  ユキヤナギ ピンク ☆ 490   ニオイヒバ 100

  雪うさぎ 600   孔雀ひば ☆ 963

リョウブ　　　　　　　　  リョウブ 200   信夫ひば 50

リンゴ　　　　　　　　　  青リンゴ 460   ソナレ 13

  アルプスオトメ 320   イブキ 14

  赤リンゴ 940   ゴールドアイス 21

その他枝物   エダモノ 20 ツツジルイ   紅切 90

  ゴールデンG(レンキ 50   田無 530

  セッカエニシダ 500   久留米 15

  レンギョウ ○ 1,125   小蝶の舞 2
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品目 品種 状況 数量 品目 品種 状況 数量

その他枝物   ニホンレンギョウ 40 アカシア   アカシア ○ 1,515

  柊南天 10   レインダーワトル 48

  土佐水木 ☆ 281   促成アカシア 300

  姫水木 ☆ 70   ミモザアカシア ○ 6,175

  日向水木 ☆ 140   銀葉アカシア 700

  スオー 5   シンジュバアカシア 30

  沈丁花 150 ライラック   ライラックライトPU ☆ 20

  金宝樹 40   ライラック ホワイト ○ 220

  ホサキナナカマド 70   ライラック パープル ○ 60

  朝鮮マキ 30   ライラック ラベンダー ☆ 40

  赤づる ☆ 50 アジサイ   アジサイ 100

  キフジ 378   アイボリーCLレッド 125

  キウイノツル 110   アジサイ ホワイト 130

  降天桑 30   アジサイ ブルー 10

  キバコデマリ ○ 1,496   ガクアジサイ アオ 100

  クロモジ 47   フイリガクアジサイ 100

  サンシュ ○ 713   アンティーク 5

  泰山木 10   アンティークホルスティン 250

  ベニス 100   アンティーク グリーン 147

  マンサク 88   アンティーク ブルー 15

  ミツマタ 100   ライトブルー 5

  エリカ 170   ハイドラ GXP 231

  アオキ 5   ハイドラ ホワイト 170

  シュロ 60   ハイドラ ピンク 45

  山吹 850   ハイドラ パープル 5

  デコポン 528   ハイドラ ブルー 35

  月桂樹 50   ダークピンク(ハイドラ) 5

  フェイジョア ☆ 320   ライトピンク 5

  紅ツゲ 50   ハイドラ グリーン 65

  ブロンズツゲ 50   アンティーク パープル 225

  アメリカイワナンテン 160   ライトグリーン 20

  黄梅 15   アンティークGR/レッド 4

  スオー白 10   MオパールCLグリーン 20

  ヤツデノミ 35   プレミアムホワイト 160

  ヤマリョウブ 10 ヒペリカム   マジカルGRパワー 160

  イヌビワ 40   ピンキーフレア ○ 4,930

  ガジュマルノネ 10   エクセレントフレア ○ 200

  イジュ実付 15   マジカルピンク 280

  ホウオウボクノミ 10   キャンディフレア ○ 6,150

  ホンコン実付 10   シュガーフレア 250

  アカメガシワ 5   マジカルビクトリー 900

  ファガス スタビライ 4   ココグランド 200

ユーカリ   ユーカリ 95   マジカルパッション ○ 2,510

  ウィローベリー 345   ココリオ ○ 2,800

FLORAL JAPAN TIMES
2/3



枝物入荷状況一覧表／2014,03,03大田花き入荷

品目 品種 状況 数量 品目 品種 状況 数量

ユーカリ   グニユーカリ ○ 4,880 ヒペリカム   ココディアブロ 300

  マルバユーカリ ○ 1,100   ココアヴァンティ 200

  銀世界 330   シャイニーロマンス 120

  ポポラス 120   セルバロマンス 360

  クロボラス 40   ファイヤーフレアー ○ 1,460

  ポポラスリーフ 36   ココカジノ 200

  オオバユーカリ 590 タケ   真竹 18

  ポリアンセモス 30 サカキ   榊 258

  ミルフルール 530   ハチジョウサカキ45 1

マツ   蛇の目松 3 ツクリサカキ   作り榊 1,517

サクラ   桜 74   作り本榊 250

  ヤマベニサクラ 226 シキミ   しきみ 438

  吉野桜 ☆ 372   根付シキミ 100

  啓翁桜 ○ 8,700

○　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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