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大菊（白） 主な産地 トルコキキョウ オリエンタルリリー カーネーション（スプレー） バラ（スプレー）

フローラル優花 ＪＡ愛知みなみ 鶴岡、秋田、登米、田尻、他 当別、堀之内、岩手、鶴岡、他 新函館、月形、他 地物、渥美、足利、他

岩の白扇　　　　　　 愛知みなみＭＡＸ、なすの、亘理 ピッコローサスノー　 アクティバ　　　　　 Ｌ．Ｐ．テッシノ　　 アイドリーム　　　　

神馬 ＪＡふくおか八女 ひこ星　　　　　　　 アボガド　　　　　　 Ｌクリームキャンドル 湘南キャンデイピンク

精の一世 ＪＡ愛知みなみ、JA秋田やまもと アルベールホワイト　 イエロ－ウィン Ｓスカーレットクイン アイリーン　　　　　

亘理、島原、秋田ふるさと アルベ－ルグリ－ン ウィレケアルベルティ アメリ アリシア

アルベ－ルブル－サウンズ カサブランカ　　　　 イエローカスタード イエローベイブ　　　

大菊（黄） 主な産地 ファイナルローズ　　 ★グルーワイン イエローレンジ　　　 イエローマカレナ　　

精の曲　　　　　　　 ＪＡ愛知みなみ、なすの、仙南 アンジェリ－ナピンク リアルト　　　　　　 ウイッシュ　　　　　 オールドファンタジー

精の枕 秋田ふるさと、とぴあ アンバーダブルワイン サナ　　　　　　　　 ウエストダイヤ キャンディレッド

精興光玉、精興光明　　　　 なすの、亘理 エクスカリバーＢピコティ サンタンダー　　　　 エターナルグリーン　 クラシックリディア　

スーパー秋風　　　　 エクレア　　　　　　 シーラ エルミタージュ　　　 ゴールドカップ　　　

小菊 エクローサブルーＦ　 シベリア　　　　　　 オレンジアメリ　　　 湘南キャンディレッド

エクロ－サエロ－ ジャスティナ オレンジファービー サラ

エクロ－サホワイト スマトラ　　　　　　 オレンジレンジ　　　 サンシティー　　　　

エクロ－サリラ しずか キッス　　　　　　　 サンタマリア　　　　

白 ピンク エレガンスホワイト ドナト　　　　　　　 コンペイトウ　　　　 サンティアゴ　　　　

エース　　　　　　　 モナリザピンク　　　 エンゲージイエロー　 マレロ　　　　　　　 シャンゼリゼ　　　　 シュ－ティングスタ－

クラリス アローム　　　　　　 エコーレブルー ニンフ スターチェリー　　　 シルバーベル　　　　

セイアイシス　　　　 オーラ　　　　　　　 エコ－レピンク ノバゼンブラ　　　　 スターレッド　　　　 シンディ　　　　　　

アルツ　　　　　　　 エリートピンク　　　 おり姫　　　　　　　 ピコ　　　　　　　　 ゼウス　　　　　　　 スウィートリディア　

セイエルザ　　　　　 巴風車　　　　　　　 クラリスピンク マーロン　　　　　　 チェリーテッシノ スプレーウィット　　

セイパレット セイコンツェルト　　 こまちホワイトドレス マルコポーロ｡｡｡他 テッシノ　　　　　　 タマンゴ

セイプリンス　　　　 セイマヨール　　　　 サイレントブルー ＬＡ、スカシユリ トレンディテッシノ パーフェクトスイート

セイロケット　　　　 セイモナコ しほみ　　　　　　　 深谷、堀之内、他 ナナ　　　　　　　　 パリ　　　　　　　　

ベスビオ　　　　　　 チュール　　　　　　 シュ－クリ－ム アラジンズデジール　 ノンノン　　　　　　 バンビーナ　　　　　

ホワイティア バルセキロ　　　　　 スーパープリマピンク インディアンダイアモンド バーバラ　　　　　　 ビビアン

モナリザ マルセイユ　　　　　 セシルピンク モナ バウンティ　　　　　 ファンシーローラ

黄色 その他 セシルブル－ カプレット　　　　　 ピジョン　　　　　　 ファンタジー　　　　

アネシーレモン　　　 アリストオレンジ　　 セレモニーＢフラッシュ クーリア　　　　　　 ピンクビジュー　　　 ファンファール　　　

レモンアレス　　　　 オレンジモナコ セレモニーオレンジ　 サム－ル ホワイトフルーレット フェリーニ　　　　　

イエローバッカス　　 ジェニ－オレンジ セレモニーライトピンク シガロン　　　　　　 ライトピンクバーバラ プリシラ　　　　　　

イエローベスビオ　　 セイアイシスサーモン つくしの羽衣　　　　 トロピックダイヤモンド ラスカルグリーン　　 ブリトーニ　　　　　

オルカ　　　　　　　 セイスナップ ★パレオシャンパン｡｡｡他入荷多め ビューソレイユ　　　 ルメイユ　　　　　　 フレアー　　　　　　

クリーマー　　　　　 フィ－リンググリ－ン その他ユリ ブライトダイヤモンド レスター　　　　　　 ベイブ

サマーライト　　　　 マリモ　　　　　　　 ボンソワ－ル レッドダイヤモンズ　 マカレナ　　　　　　

セイアイシスイエロー アナスタシア菊 カノコユリ リトーウェン ロイヤルテッシノ　　 マリレーヌ　　　　　

モナリザイエロー ピンポン菊 山百合（切花）　　　 ロイヤルトリニティー ロ－ズカスタ－ド ミスティックサラ　　

レミダス　　　　　　 輸入スプレーマム　ミックス 姫百合　　　　　　　 サマーフェスティバル ロニー ミミエデン

スプレーマム（ひまわり、しおのや、渥美、関農園、秋田）
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ソネット／ミニカーネ アルストロメリア 枝物、草枝物 葉物

みついし、月形 山形、岩手

Gスティック アルケミラ ソネット　キャンディ アバランチェ アセボ　　　　　　　 アイビー

Ｗレースフラワー オレガノ（山形） ソネット　ネロ アイスミント アナベル アオハラン、旭ハラン

アガパンサス　　　　 カライトソウ（相馬） ソネット　ハ－ティ アスペン アワ　　　　　　　　 アプライト

アゲラタム コウホネ（君津） ソネット　プティカ エベレスト イガナス　　　　　　 アレカヤシ

アスチルベ サンゴパイン（おきなわ） ソネット　ブラボ－ グラシア イワナンテン　　　　 イタリアンルスカス　

アストランティア ジャスミン（南原） ソネット　フレ－ズ コモド オクラ　　　　　　　 イトバショウ　　　　

ウイキョウ シングルベグモ（三石、セゾン） ソネット　マリア ジュリア ガマ エメラルドウェ－ブ

エレンジューム テッセン（真庭） ソネット　リップ スタ－ソフィア ガンソク　　　　　　 オクラレルカ　　　　

オミナエシ　　　　　 ニゲラ（月形） 揚貴妃 ツイスタ－ クジャクヒバ カークリコ　　　　　

カキツ ビバーナムスノーボール（輸入） トロピカ－ナ グニユーカリ　　　　 キキョウラン　　　　

キキョウ　　　　　　 ブバルディア（大井川） ハニーソフィア　　　 サカキ ギボウシ、ナルコ

クジャクソウ フロックス（保国） ハルク スグリ（信州） クッカバラ　　　　　

クルクマ カーネーション（スタンダード） アンスリューム ビジョン スモークグラス クロトン

グロリオサ 新函館、月形、他 台湾 プリマドンナ スモ－クツリ－（月形） ゲイリック

ケイトウ アップルティ－ エッセンシア　　　　 プリマベ－ル ソケイ　　　　　　　 入才　　　　　　　　

サファリサンセット　 エクセリア　　　　　 エンジェル　　　　　 ヘルシンキ ツルウメモドキ　　　 コンシンネ

サンダ－ソニア ラフランス　　　　　 サファリ ホイットニー　　　　 トウガラシ　　　　　 サンデリアーナ　　　

スカビオサ オペラ　　　　　　　 サマーピンク　　　　 ボエジャ－ ドウダンツツジ シペラス

セダム カオリ　　　　　　　 ジャスミン マニラ トクサ スチールグラス　　　

セルリア（輸入） ガブラン　　　　　　 シャンパーニュ　　　 マンゴー　　　　　　 ナナカマド（山形） スパイラルバンブ－

チューベローズ（おきなわ） クレオス　　　　　　 シンバ　　　　　　　 モモコ　　　　　　　 パニカム　　　　　　 スマイラックス

てまり草（月形） コスタンチーノ　　　 チアーズ　　　　　　 ルアンダ パンパス　　　　　　 タニワタリ　　　　　

ハスの花、ハスの実 コマチ トリニダ－ト レベッカ　　　　　　 フトイ、縞フトイ タマシダ　　　　　　

ヒペリカム（輸入） ジュリエットロ－ズ トロピカル　　　　　 レモン ベビ－ハンズ（木苺） トビシャガ　　　　　

ヒメヒゴダイ（切花） シルクロード　　　　 ピスタチエ ロザンヌ　　　　　　 ★ほおずき ドラセナ(赤）、(青）

ピンクッション タマリンド ミッキィ－マウス ★ロンドン ワイルドオ－ツ ピットスポルム

ブルースター ドヌ－ブ カリスト　　　　　　 アル－ラ 雲竜柳　　　　　　　 ベアグラス　　　　　

ヘリコニア ネボ ダリア イレーネ　　　　　　 夏ハゼ ペラ　　　　　　　　

ホトトギス ★マトリオスカ セゾン、山形、秋田 玉スダレ ポリシャス丸葉　　　

モルセラ（秋田） ノビオバ－ガンディ ペア－ビュ－ティ－ 金宝樹　　　　　　　 ミスカンサス

モンゴル　ワレモコウ バイパーワイン ミッチャン 石化エニシダ　　　　 ミリオグラタス　　　

リンドウ パックス ムーンワルツ 庭ナナカマド メリ－

ルリダマアザミ ピ－チマンボ 紅華 枇杷 モンステラ

レッドジンジャー（太陽） ピンクシルクロード　 黒蝶 万作 ルスカス、ゴット

紅花（山形） ファリダ 桃山 野バラ（庄内） レモンリーフ　　　　

丹頂アリアム プラドミント 矢羽ススキ 利久草　　　　　　　

季節の切花
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カラー デルフィ アスター ヒマワリ ラン スターチス

新函館、新潟、あいづ みついし、ピンネ 丸朝、みついし 渥美、鶴岡、庄内、当別、他 北空知、月形

ロマンス ＳＰシフォンブルー　 松本スカ－レット サンリッチオレンジ オンシジューム セイシャルスカイ

ブラックマジック ＳＰスーパープラチナブルー ステラピンク サンリッチパイン　　 カトレア セイシャルブル－

クリスタルブラッシュ ＳＰスーパーマリンブルー ステラブルー サンリッチフレッシュ シンビジューム セイシャルラベンダ－

サファリ アリエルライトブルー ステラホワイト サンリッチマンゴ－ デンファレ（輸入） セ－ヌバイオレット

サンライト　　　　　 オーロラブルーインプ ステラレッド サンリッチレモン　　 モカラ ドナウバード

シュワルツワルダ－ オーロラホワイト　　 ステラローズ スターバーストレモン 胡蝶蘭（白）（Ｐ） ネオアラビアン

ドリーミーピンク　　 オ－ロララベンダ－ セレネライトブルー　 ココア スーパーアマビリス　 ネオブルー　　　　　

ピカソ ス－パ－グランブル－ ハナスカ－レット チョコフレンド バイオレットクィ－ン

ブラックアイビュ－ティ パルフェ ハナディ－プロ－ズ 旭（姫ひまわり）　　 ピンクキッス　　　　

マンゴ　　　　　　　 ブル－キャンドル ハナパ－プル ビンセントオレンジ ブライダルクイ－ン

レモン マリンラベンダ－ ハナピュアロ－ズ モネのひまわり　　　 フレンチバイオレット

7月2日(月) 7月3日(火) 7月4日(水) 7月5日(木) 7月6日(金) 7月7日(土)
切花 鉢物 切花 市場休 切花 鉢物
大安 友引 七夕

7月9日(月) 7月10日(火) 7月11日(水) 7月12日(木) 7月13日(金) 7月14日(土)
切花 鉢物 切花 市場休 切花 鉢物

浅草ほおずき市 友引 大安

7月16日(月) 7月17日(火) 7月18日(水) 7月19日(木) 7月20日(金) 7月21日(土)
切花 鉢物 切花 市場休 切花 鉢物

海の日 友引 友引

7月23日(月) 7月24日(火) 7月25日(水) 7月26日(木) 7月27日(金) 7月28日(土)
切花 鉢物 切花 市場休 切花 鉢物

大安 友引

7月30日(月) 7月31日(火) 8月1日(水) 8月2日(木) 8月3日(金) 8月4日(土)
切花 鉢物 切花 市場休 切花 鉢物
大安 満月、友引

8月6日(月) 8月7日(火) 8月8日(水) 8月9日(木) 8月10日(金) 8月11日(土)
切花 鉢物 切花 市場休 切花 鉢物

仙台七夕 友引 市場休み、大安

8月13日(月) 8月14日(火) 8月15日(水) 8月16日(木) 8月17日(金) 8月18日(土)
切花 鉢物市　休み 切花 市場休 切花 鉢物

友引 月遅れぼん

8月20日(月) 8月21日(火) 8月22日(水) 8月23日(木) 8月24日(金) 8月25日(土)
切花 鉢物 切花 市場休 切花 鉢物

大安 友引

8月27日(月) 8月28日(火) 8月29日(水) 8月30日(木) 8月31日(金) 9月1日(土)
切花 鉢物 切花 市場休 切花 鉢物

大安 友引
※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。


