
　

大菊（白） ＳＰマム（白） 洋蘭（オンシジューム） バラ ＳＰバラ カーネーション（スプレー）

愛知、浜松、なすの 愛知、ひまわり、マレーシア 輸入 愛知、宮城、足利、大井川、輸入 愛知、ひまわり、韓国、ケニア 名取、とよはし

神馬 セイエルザ　　　　　 ハニーエンジェル アプリコットファンデーション アイリーン　　　　　 Ｌクリームキャンドル

セイプリンス　　　　 ベビーフェイス インスピレーション　 アンティークブーケ アメリ　　　　　　　

モナリザ ゴールデンスター オール４ラブ＋ イエローゴールド アラゴン

セイヒラリー モモチャン オ－クランド イエロードット　　　 ウイッシュ　　　　　

セイリドル オレンジロマンティカ イエローハニー キャンドル　　　　　

ゲーテ カリナ エクレール コリン

大菊（黄） ＳＰマム（黄色） 洋蘭（デンファレ） キアノ オータムパーティー コリン　　　　　　　

愛知、浜松、ひまわり、なすの 愛知、ひまわり、マレーシア 輸入 ゴ－ルドラッシュ キャンドル スターチェリーテッシノ

精興の秋　　　　　　 アマルフィゴールデン アンナ サムライ　　 クリーミーエデン ソニア　　　　　　　

精興栄山　　　　　　 モナリザイエロー ソニア シャネル クリーミーエデン　　 だいすき

精興光玉　　　　　　 レミダス　　　　　　 プレミアムアンナ スイートアバランチェ サマーパーティー チェリーテッシノ　　

精興光源 レサイバーイエロー　 ルーシーピンク セイレ－ン サンアデュ－ トレンディテッシノ　

精興光明 イエローベスビオ ホワイトＮｏ．５ ソラ－レ シューティングスター バーバラ　　　　　　

精の光彩　　 エリートサニー カオヤイヴィオラ デザート　　　　　　 ジュリエッタ ピジョン

セイサイラス カオヤイアンナ テナチュール シンディ－ ミルキーウェイ

ダンテイエロー シュガーピンク ピンクアバランチェ セレブレイト ライトピンクバーバラ

大菊（赤） ＳＰマム（ピンク） ５Ｎホワイト ピンクダイヤモンド タマンゴ ラスカルグリーン

入荷少なめ 愛知、ひまわり アンナブライト ブ－ドゥ－ パリ ラフィーネ エイミー

アモロッサ ブルゴーニュ　　　　 ビビアン　　　　　　 レッドダイヤモンズ　

エリートピンク ブルゴ－ニュ ピンクセンセーション

小菊 シルビア 洋蘭 ベルローズ ファイアーキング　　 ソネット

太陽、おきなわ マカロン コチョウラン　白、Ｐ ホットショット　　　 ファイヤーワークス 愛知、福岡

赤小 アマルフィ コチョウラン　ミディー マイガ－ル ファンシ－ロ－ラ ソネットハ－ティ

白小 セイヨーク サンライズ ヤギグリーン　　　　 ファンタジー　　　　 ソネットフレーズ

黄小 セイエルマ カトレア ライトニング ファンファール ソネットセーラー

モナリザピンク シンビジュ－ム リメンブランス やまとなでしこ

ルーラ カリプソ レッドスタ－ ラ・パリジェンヌ

その他の菊 ＳＰマム（その他） バンダ ロードス ラブリ－リディア

アナスタシア スプレー菊　輸入ＭＩＸ モカラ 美咲 湘南キャンディピンク

シルキーガール ポンポンＭＩＸ 【イベント情報】

ピンポン菊 カントリー（グリーン）

アナスタシアダークライム ガーネット（赤）

アリョンカサーモン エリートオレンジ

オペラベージュ サーモンシンディ風車

仙台市花き市場入荷予定リスト＜4月＞

期間：平成３０年　４月　２日(月)～平成３０年　５月　５日（土）　

羽生結弦　金メダル祝賀パレード　２０１８年　４月２２日　東二番丁通予定

母の日　２０１８年　５月１３日（日）

木本生花株式会社
TEL:022(232)8496/FAX:022(232)8499
E-mail:info@kimotoseika.com
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オリエンタルＨＢ チューリップ カーネーション トルコギキョウ 枝物、草枝物 葉物

土佐、庄内 新潟 名取、愛知、輸入 足利、愛知、輸入

コンパニオン クリスマスドリ－ム アリエル　　　　　　 アンバ－ダブルミント アジサイ アプライト

カサブランカ ジャクリン オーロラオレンジ エグゼホワイト アセボ アレカヤシ

シベリア ケープランドギフト オリーバ　　　　　　 エグゼラベンダ－ ウリハダ　カエデ アレキサンダー

ソルボンヌ ストロングゴ－ルド カオリ　　 エグゼラベンダー キバテマリ イタリアンルスカス　

テ－ブルダンス ハッピージェネレーション くるみ エリオピンク　　　　 キフジ オクラレルカ＊葉　　

マルコポーロ ピンクダイヤモンド クレオス　　　　　　 エンゲ－ジイエロ－ 黒文字 オバタス

アーレッタ エルデフランス ココ　　　　　　　　 エンゲ－ジピンクフラッシュ 啓翁桜、彼岸桜 コーディラインカプチーノ

マーロン ラルゴ セイシェル グラナスピンク サンゴ水木 シャガ　　　　　　　

レクサス（ユリ） オレンジプリンセス ネボ グラナスライトピンク シキビ　 シルバーレース

フェニス アンジェリケ　　　　 ノビオパーティ クラリスピンク ソケイ　　　　 ゼンマイ

コンカドール プリティーウーマン バビロン　　　　　　 クリスハ－ト チョウセンマキ トケイソウ

スカシユリ、ＬＡユリ スカビオサ ファリダ セレブゴ－ルド 東海桜、吉野桜 ドラセナ　コ－ディラインスノ－

ふかや、浜松、とちぎ ふくおか フランボーローズ　　 セレブホワイト ドウダンツツジ ヒカゲ

レッドツイン　　　　 スーパーピンク　　　 フランボワーズ　　　 ソワレマリン ナナカマド ピットスポルム

イエローダイヤモンド クイーン マンダレイ ダイヤモンドピ－チ ボケ、コブシ フロリダビューティ

セラダ サーモンピンク ムーンダスト デュ－ルラベンダ－ ムシカリ、万作 ヘデラベリー

ロイヤルトリニティ ワインレッド ム－ンライト ピッコロ－サスノ－ モッコウバラ ヘリクリサム　シルバー

エルディーボ ナタリー ゆず ブランシュ－ル ヤマブキ ポリシャス

ミノウ ファーマ ラスティック フルフルローズ ユーカリ、グニユーカリ ミスカンサス

ブライトダイヤモンド サクラ　　　　　　　 ラム ボヤージュライトアプリコット 雪柳 ルスカス　　　　　　

ハイドパーク 碧　　　　　　　　　 リバティー　　　　　 ボヤ－ジュグリ－ン リョウブ レザーファン

クーリエ アプリコット　　　　 レッドマジック　　　 ボヤ－ジュサクラ 斑入額紫陽花 レモンリーフ

チェザーレ ステルンクーゲル ボレロフレアホワイト 姫アオカ ロ－ズゼラニウム

アルバ ボレロホワイト 木苺　　　　　　　　 ロベニー

カスミソウ フリージア スターチス ボレロマリン グラジオラス 丸葉ルスカス

紀州、熊本 竜ケ崎、山形 紀州 ボンボヤ－ジュスイ－トピンク えらぶ、知名、大阪、輸入 菖蒲の葉

アルタイル　　　　　 アラジン　　　　　　 アナブルー　　　　　 リネ－ションピンク ブロムフェボリット 利久草

ベ－ルスタ－ アンバサダー　　　　 サンデ－ラベンダ－ レイナピンク　　　　 ソフィ－

ホワイトベ－ル ブル－ム－ン スタ－エ－ゼ レイナホワイト ノバラックス

ホワイトロ－ド サンドラ シェリルルージュ　　 レイナラベンダ－ エッセンシャル

銀河　　　 オベロン アバロンピンク　　　 一番星 常陸はなよめ

ブルーシー スカイブル－ 桜みちる プリシラ

アヌーク　　　　　　 紀州スタ－ 渚　 オアシス

ハネムーン　　　　　 アルテミスピンク 冬のマリア　　　　　 グランプリ
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ラナンキュラス グロリオサ アルストロメリア

会津、早坂、Fｽﾋﾟﾘｯﾂ 三里、とよはし 愛知、土浦

Ｇステイック イキシア アスチルベ アマンディントゥルーオレンジ サザンウィンド エベレスト　　　　　

アストランティア オダマキソウ アップルミント、スペアミント アマンディンピンク　 ピクシー オルガ

ソリダコ、ソリダスター カキツ、ショウブ アフリカンブルーバジル アリエージュ プレシャスムーン　　 クレオ

テマリソウ、ナデシコ カラー カンパニュラ エレガンスサルモネ ミサトレッド サンマリノ　　　　　

バイモユリ クレマチス ギガンチューム　　　 オーロラ ロスチャイルディアナ スイッチ　　　　　　

ヒペリカム サクラコマチ クジャクソウ キティラ デコラ

ヒマワリ サンダーソニヤ グリーンベル、サクラコマチ グランベル アンスリューム バービー

ヒヤシンス シキミア スズラン コートピンク 輸入 ビアンカ　　　　　　

ブバルディア バンクシャ、ブルーニア スノーボール コートホワイ エンジェル ピンクサプライズ　　

プロテア、リューカデンドロ ブルースター ダウカスボルドー コートホワイト サマーピンク　　　　 プーケット　　　　　

マーガレット ボタン タラスピ コルマール シンシア ブロッサム　　　　　

ミヤコワスレ マドリカリヤ ニゲラ ジロンド トロピカル ホイットニー　　　　

リヤトリス ライラック ポピー ディーニュ ピスタチエ ルシール　　　　　　

レースフラワー ロータス ローズマリー、パセレース フェラン ミドリ レベッカ

ポンポン ロ－ザ レモン

4月2日(月) 4月3日(火) 4月4日(水) 4月5日(木) 4月6日(金) 4月7日(土)

切花 鉢物 切花 市場休 切花 鉢物

4月9日(月) 4月10日(火) 4月11日(水) 4月12日(木) 4月13日(金) 4月14日(土)

切花 鉢物 切花 市場休 切花 鉢物

4月16日(月) 4月17日(火) 4月18日(水) 4月19日(木) 4月20日(金) 4月21日(土)

切花 鉢物 切花 市場休 切花 鉢物

4月23日(月) 4月24日(火) 4月25日(水) 4月26日(木) 4月27日(金) 4月28日(土)

切花 鉢物 切花 市場休 切花 鉢物

サンジョルディの日 プレミアムフライデー

4月30日(月) 5月1日(火) 5月2日(水) 5月3日(木) 5月4日(金) 5月5日(土)

切花 鉢物 切花 市場休 切花 鉢物

振替休日 憲法記念日 みどりの日 こどもの日

※今後の天候により入荷日が前後することがあります。ご注意下さい。

その他の切花入荷
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