
その他草花入荷状況一覧表／2014,06,30大田花き入荷

品目 品種 状況 数量 品目 品種 状況 数量
アゲラタム　　　　　　　  アゲラタム ブルー 300 その他草花   アーティチョークバイオ 3

  A.トップブルー ☆ 900   ダルマ日扇 ☆ 650
アストランティア　　　　  アストランティアアルバ 400   クリスタ(ベロニカ) 200

  アストランティアマヨール ○ 1,200   サラセニア キバナ 56

  マキシマ(アストランティア 300   ネペンシス 18

  ローマ(アストランティア) ○ 1,900   ツボサンゴ 100

  ラルス(アストランティア) 400   山ゴボウ ○ 374

  アストランティアホワイト 90   ラグラスバニーテール ☆ 150

  スノースター(アストランティア 60   草礼玉 50

アルケミラ　　　　　　　  アルケミラ モーリス 1,240   エノコログサ 50

  アルケミラロブスター ○ 6,610   グリーンスケール ○ 2,400

クレマチス　　　　　　　  クレマチス 30   エンゼルフェアー 60

  パステルブルー 430   スモークグラス ○ 3,050

  白麗(インテグリ 80   ギンギツネ 50

  マダムバンホーテ ☆ 120   チェロキーサンセット 60

  ザ・プレジデント ☆ 900   グリーンウィザード 100

  ローグチ 40   紅孔雀粟 500

  アルジョンスカ 40   カレックス 120

  D・エジンバラ ☆ 170   フレイクチョコラータ(ヒエ) ☆ 700

  インテグリフォーリア 150   山イチゴ ☆ 260

  インテグリF.ブルー 150   ブラックベリー ○ 370

  ヘンダーソニー 390   サマーグリーン(Bベリー) ○ 1,330

  ドランディ 290   ロゼ(ブラックベリー) ○ 3,290

  アディソニー 60   ポリゴナータム 50

  仙人草 83   シモツケソウ 160

  キリテカナワ 15   京鹿子 560

  クリスパ(テキセンシス) ☆ 180   ハートカズラ 60

  H.ジョンソン(ウスムラ) ☆ 40   ハゴロモジャスミン 70

  B・ウォーキング(ウスムラ) ☆ 20   ベルベロン イエロー 100

  ベロニカズチョイス 40   ベルベロン レッド 100

  雪おこし 70   トケイソウ 140

  エトワールローズ ☆ 244   クリアスカイ 120

  ピエロ ☆ 60   ポリゴナム 60

  ホワイトジュエル ☆ 80   ビクトリア(トケイソウ) 20

  アリョヌシッカ 90   スズメウリ 20

  カロライン(クレマチス) 20   クガイソウ 160

  アディソニーキング 60   グリーンシュガーゼ 490

  バイオレットベル 60   パインミント ☆ 150

  パブロ 40   アップルミント ○ 850

  ミセス アヤメ 30   ローズマリー ☆ 400

  ミス アンナ 60   オレガノ ☆ 350

  ミセス ヒトミ 90   ミント 500

  ミセス モモエ 120   ラムズイヤー 200

  ミセス マサコ 90   スペアミント ☆ 150

  モモカベル 60   ペパーミント ☆ 200

  オザワ赤 30   マウンテンミント ☆ 710

  ピグレッドベル 90   ローズゼラニウム ○ 1,510

  ミセス ケイコ 120   ラムズイヤーライム 80

  霞の君 60   ハーブゼラニューム 100

ジニア　　　　　　　　　  ジニア 50   ディクタムナス ☆ 400

  ジニア レッド 10   若草物語 321

  ジニア ピンク 10   ミントミックス5シュ 200

  クイーンRライム(シンク ○ 350   スノーフレーク(ゼラニウム) ☆ 300

  クイーンライム(ジニア) ☆ 250   Cペパーミントゼラ 50

  クイーンRライム(ジニア) ○ 780   チョコワッフルゼラ 150

セダム　　　　　　　　　  マトロナ/ピンク 90   スケルトンローズゼラ 50

  セダム イエロー 400   ペパーミントゼラ 50

  セダム ピンク ☆ 890   グリーンフレークゼラ 50

  セダム GR/P 850   レディプリマス(ゼラ 50

  セダム グリーン ○ 2,910   ゲットウノミ 35

  セダム ライトピンク 50   パープレア(エキナセア) 450

チランジア　　　　　　　  スーパーファイン(スハ 50 ヒマワリ   ヒマワリ 530

  スパニッシュモス 10   S.マンゴ/OR45 555

  カーリー#5 5   オレンジ 190

  キセログラフィカ 12   サンリッチオレンジ ○ 14,490

  ライトPキャンディー 10   サンリッチレモン ○ 3,795

花ナス　　　　　　　　　  ブラックパール 170   東北八重 ☆ 4,360

パイナップル　　　　　　  ナツヒメ(パイン) ☆ 100   フルサン 120
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品目 品種 状況 数量 品目 品種 状況 数量
パイナップル　　　　　　  ミニパイナップル ☆ 200 ヒマワリ   サマーチャイルド 200

  アナナス 6   プラドレッド ☆ 570

  サンゴパイン ☆ 90   ゴッホノヒマワリ ☆ 1,760

  アナナス ピンク 110   テディベア 190

  スタールージュ(パイン) ☆ 460   ムーランルージュ 50

  サンライズ(パイン) ☆ 210   旭 ○ 18,675

  サンゴアナナス 40   モネノヒマワリ ☆ 3,030

フロックス　　　　　　　  フロックス 600   サンリッチパイン ○ 8,110

  フロックス フィーリンP 150   ダブルシャイン ☆ 2,240

  フロックス シロ ○ 6,873   レモンエクレア ☆ 1,420

  フロックス アカ 50   クラレット ☆ 730

紅花　　　　　　　　　　  紅花 860   パナッシェ ☆ 2,190

  紅花橙丸葉 ☆ 1,000   S.フレッシュオレンジ ☆ 2,474

  紅花 丸葉 2,160   サンリッチマンゴー50 ○ 9,106

マリーゴールド　　　　　  アルトイエロー(マリG ☆ 140   セーラームーン ☆ 90

  メガオレンジ ☆ 80   チョコフレーク ☆ 260

ルリタマアザミ　　　　　  エキノプス 560   バタークリーム 100

  ルリタマアザミ ○ 4,705   レモンオーラ ☆ 730

  ベッチーズブルー ○ 5,245   S.フレッシュレモン ☆ 1,150

ワレモコウ　　　　　　　  ワレモコウ ☆ 320   サンリッチオレンジ45 ○ 5,360

  バイカラー(ワレモコウ) 90   サンリッチオレンジ50 1,580

  モンゴル(ワレモコウ) ○ 870   マダムクラレット 100

その他草花   オカトラ シロ ☆ 725   ビンセントオレンジ ○ 14,791

  ハイ苔 62   ビンセントタンジェリン ○ 5,930

  デージー 340   ビンセントオレンジ2 150

  ベロニカ PU/W 450   ビンセントCオレンジ ☆ 740

  トラノオ 50   レモネード ○ 2,020

  ベロニカ シロ ☆ 150   ビンセントマンダリン ○ 2,810

  ベロニカ ピンク ☆ 650   ビンセントポメロ ☆ 1,170

  ベロニカ ムラ ☆ 350   サンリッチバナナ 1,080

  ベロニカ ブルー ☆ 500   ビンセントネーブル ○ 320

  オカトラ 730   サンリッチミックス 500

  オミナエシ ☆ 725 ユウギリソウ   ユウギリソウ ムラ 300

  ガイラルディア 100   レイクフォレストブルー ○ 600

  ラベンダー ☆ 1,300   ジェイド 50
  ゴールドスティック ☆ 1,400 マトリカリア   シングルペグモ ○ 5,220

  タカノハ 50   ホワイトワンダー ☆ 100

  アワ ○ 30,500   ゴールドムーン 360

  半夏粧 381   タマゴピンク 30

  イガナス 400   天使のたまご 30

  モナルダ アカ 34   ダブルスター 240

  モナルダ ピンク ☆ 233 センニチコウ   千日紅 600

  モナルダ ムラ ☆ 760   グリム(センニチコウ) 100

  モナルダ ローズ ☆ 702   千日紅白 ○ 350

  モナルダブルー 100   千日紅オレンジ 200

  石化月見草 65   Sベリーフィールド ○ 3,250

  ヒューケラ グリーン 90   ソフトピンク 200

  ステファノチス(ステム) 10   ローズネオン ○ 1,620

  アダン 6   クイズカーマイン 350

  アダンノミ 11   キスカーマイン ☆ 700

  河骨 8   シスター(センニチコウ) 100

  水蓮 14   サクラ(センニチコウ) 200

  ホテイソウ 50   ファイヤーワークス
  トクサ 1,850 ブプレリューム  ブプレリューム ○ 1,425

  ダンチク 40   グリーンゴールド 610

  アイルランド(モルセラ 15   グリフテイ 1,010

  モルセラ ☆ 90   ブルースター 280

  グリーンベル ☆ 320   ピュアブルー 1,100

  エキナセア 680   ピントホワイト 50

  利休草 ○ 6,960   マーブルホワイト 780

  プルプレアMIX 80   マーブルハピネス 30

  ダスティーミラー ☆ 290   ブライダルルージュ 130

  シラス(ダスティミラー) ☆ 250   ブライダルスノー 150

  小布施の郷 160   ラブリーピンク 30

  日扇 100

  アーティチョーク 455
○　入荷が潤沢な品種
☆　引合いが強くお早目のご注文をお願いしたい品種
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