
枝物入荷状況一覧表／2015,04,20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　　　　　　　　　  ウリハダカエデ 280 その他枝物   ナナカマド ☆ 700

  イタヤ 1   ナナカマド セム 30
  モミジ 20   ネバディロ(オリーフ 終了 20

ガマ　　　　　　　　　　  シマガマ 100   フェイジョア ☆ 200

キイチゴ　　　　　　　　  ベビーハンズ(キイ ○ 1,770   ブロンズツゲ 25

  木苺 ○ 2,230   ベニガシワ 45

サンキライ　　　　　　　  サンキライ ☆ 90   ヤツデノミ 6

シキミア　　　　　　　　  シキミア グリーン 230   ヤマリョウブ 170

  シキミア レッド 140   ルテウス(テマリシモツケ 60

スピラエア　　　　　　　  シジミバナ(エクボソウ) 105   レンギョウ 200

  コデマリ 終了 5,392   マンサク 460

椿　　　　　　　　　　　  椿 35   ソケイ 600

  八重椿アカ 5   ツゲ 50

  薮ツバキ 3   イボタ 751

ツルバラ　　　　　　　　  モッコウバラ 342   エニシダ 30

  モッコウバラ キ 320   オリーブ 10

  モッコウバラ シロ 20   キフジ 30

花ミズキ　　　　　　　　  アメリカハナミズキ 50   クロモジ 250

  ハナミズキ アカ 65   ビワ 20

  ハナミズキ シロ 280   コミ 10

  ハナミズキ ピンク 34   ザクロ 160

  花みずき 149   シュロ 140

ビバーナム　　　　　　　  V.ティナス ブラウン 8   ベニス 120

  V.デンタタム 10   スオー 35

  ジェミニ(オオデマリ 25   ホー 215

  ステリーレ(ビバーナ 479   ヤシヤ 50

  スノーボール ○ 8,165   夏ハゼ 153

  ビバーナム ティナス ☆ 260   錦木 145

  ガマズミ 40   金柾木 100

  ムシカリ 830   高野マキ 10

  大手まり ○ 811   山吹 877

ピエリス　　　　　　　　  アセボ ○ 830   山吹 白 325

ペッパーベリー　　　　　  P.ベリー ホワイト 12   泰山木 30
  P・ベリー ピンク 60   朝鮮マキ 35

ミズキ　　　　　　　　　  サンゴミズキ 130   梅花ウツギ ○ 300

  黄金水木 160   美女柳 20

  水木 終了 10   別甲正木 57

モクレン　　　　　　　　  モクレン 終了 5   緑ツゲ 25

雪柳　　　　　　　　　　  雪柳 終了 10   利久梅 ☆ 1,875

リョウブ　　　　　　　　  リョウブ ○ 761 ユーカリ   グニユーカリ ☆ 2,130

リンゴ　　　　　　　　　  アルプスオトメ 320   ササバユーカリ 10

  青リンゴ 375   シルバーウェーブ 110

  赤リンゴ 620   テトラゴナ 200

  姫リンゴ 11   ポポラスリーフ 80

その他枝物   アケビヅル 5   ポリアンセモス 260

  アズキナシ 30   マルバユーカリ ☆ 630

  ウッドローズ 20   ミルフルール 980

  ウラジロギンバ 1,269   リトルボーイ 215

  エダモノ 17   ユーカリ 410

  オウゴンガシワ 3   銀世界 終了 10

  カクレミノ 20 サクラ   ヤエザクラ ピンク 終了 143

  キウイノツル 80   ボタン桜 終了 9

  キツゲ 25   啓翁桜 終了 270
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枝物入荷状況一覧表／2015,04,20大田花き入荷

品目 品種 状況 数量 品目 品種 状況 数量
その他枝物   キバコデマリ ○ 3,950 サクラ   天の川 終了 135

  クロロウバイ 355   八重桜 終了 255

  ゴスケハゼ 65   鬱金桜 終了 55

  セッカエニシダ 750 ﾂｸﾘｻｶｷ   作り榊 1,385

  トキワマンサク 41 サカキ   しきみ 508

  根付シキミ 180

○　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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