
草花入荷状況一覧表／2015,02,23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　　　　　　　  A.トップブルー ○ 500 その他草花   ベルベロン レッド 100

  アゲラタム 350   ベロニカ ピンク 50

  レッドシー(アゲラタ 50   ベロニカ ブルー 20

アストランティア　　　　  アストランティア ☆ 30   ペパーミントゼラ 90

  アストランティアマヨール ☆ 90   モルセラ リービス 40

  ミリオンスター(AR) ☆ 50   ラグラスバニーテール ○ 2,700

  ローマ(アストランティア) ☆ 80   ルペンス(トリフォニューム) ☆ 60

アルケミラ　　　　　　　  アルケミラロブスター ☆ 200   レディプリマス(ゼラ 100

クレマチス　　　　　　　  インスピレーション 50   レプタンサブルー(ギリア ☆ 180

  クレマチス ピンク 10   ローズゼラニウム ☆ 1,570

  クレマチス ブルー 10   ローズマリー ☆ 200

  ブルーピルエット 50   ゼンマイ ☆ 7,100

  仙人草 82   イベリス ☆ 100

セダム　　　　　　　　　  カランコエ 50   トクサ 170

  グリーンアップル(セ 380   ギリヤ ☆ 265

  セイロンベンケイ 20   ハイ苔 21

チランジア　　　　　　　  キセログラフィカ 16   パセリ 50

  シルシナータ 10   モルセラ ○ 740

  スパニッシュモス 5   ルピナス ☆ 60

  セレリアナ 93   寒咲早生麦 ○ 5,400

  テクトラム 5   桜貝(アグロス 200

その他草花   Cタクト.シード ☆ 150   小布施の郷 ☆ 70

  Cタクト.ホワイト ☆ 40   豆の花 ☆ 6,500

  Cタクト.ライラック ☆ 80   麦 750

  Cタクト.ローズ ☆ 40   夢ほたる ☆ 300

  D.シルバーダスト ☆ 200   利休草 ☆ 2,257

  D.ニュールック ☆ 250   六条麦 ○ 39,250

  D・シルバーレース ☆ 50 ヒマワリ   ビンセントオレンジ ☆ 600

  Sベリーキャンドル ○ 200   ビンセントタンジェリン ☆ 1,020

  アップルミント ☆ 300 ユウギリソウ   ジェイド 100

  オバタス(ラグラス) ○ 510 マトリカリア   イエローベグモ ☆ 50

  ガイラルディア 60   シングルペグモ ○ 7,690

  キャンディタクト ☆ 120   スノーボールエクストラ 10

  ギリヤレプタンサ ☆ 400   タマゴピンク ☆ 180

  クラスペディア ☆ 50   ピュアホワイト 500

  グリーンフレークゼラ ☆ 250   ジョニー ☆ 50

  グリーンベル ○ 1,130   天使のたまご 150

  グレープFゼラニウム ☆ 50 センニチコウ   Sベリーフィールド ○ 900

  ゴールドスティック ☆ 200   キスカーマイン ☆ 500

  サクラコマチ(シレネ) ○ 2,840   サクラ(センニチコウ) 200

  シラス(ダスティミラー) ☆ 350   千日紅白 ☆ 350

  ジュバタム 330 ブプレリューム   ブプレリューム ○ 5,690

  ステファノチス(ステム) 30 ｵｷｼｵﾍﾟﾝﾀﾙﾑ   ピュアブルー 4,900

  スノーフレーク(ゼラニウム) ☆ 300   ブライダルルージュ 40

  スモークグラス ○ 850   ブルースター 440

  ゼンマイ(ミニ) ☆ 1,600   マーブルホワイト 450

  ダスティーミラー ☆ 70   ラブリーピンク 30

  チョコワッフルゼラ ☆ 100 ｸﾘｽﾏｽﾛｰｽﾞ   アルグティフォリス 140

  ツインキャンドル ☆ 200   エレガンスWPスポッ 480

  ディクタムナス ☆ 300   オリエンタリスWミックス 110

  ナノブルー(ワスレナグサ ○ 1,900   グリーンピンク 40

  ナノホワイト(ワスレナグサ ☆ 250   フェチダス 15

  ハーブゼラニューム 400   ヤエ クリスマスローズ 55

  ハゴロモジャスミン ☆ 110   ライトピンク 150

  ハゴロモジャスミンG 1,154   ピンク 180

  ピンクTBボネット 80   ホワイト 140

  ヘゴゼンマイ 12   レッド 220

  ヘリクリサム シルバー ☆ 100   八重ピンク 90

  ヘリクリサム ライム 10   八重ホワイト 60

  ベルベロン イエロー 100

○　入荷量が潤沢な品種

☆　引合いが強めでお早目にご注文をお願いしたい品種
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