
　

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、鹿本、なすの、輸入 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、輸入

神馬 セイエルザ　　　　　 ゴアラムゼイ アバランチェ アイリーン バーバラ

特馬 セイプリンス　　　　 ハニーエンジェル アプリコットファンデーション イエローゴールド オレンジアメリ

モナリザ 白雪（オンシ） アーリエス イエローハニー トレンディテッシノ

セイヒラリー ゴ－ルデンエンジェル イサドラ エクレール ライトピンクバーバラ

セイリドル イブピアッチェ オータムパーティー Ｌ．Ｐ．テッシノ

セイロケット エクスプローラー クラシバヤ Ｌクリームキャンドル

大菊（黄） ＳＰマム（黄色） 洋蘭（デンファレ） オークランド クリーミーエデン Ｓスカーレットクイン

愛知、浜松、ひまわり、なすの 愛知、ひまわり、マレーシア 輸入 オール４ラブ サニーシンディ アメリ

精興の秋　　　　　　 バイキング　　　　　 アンナ オータムブリーズ くるる アラゴン　　　　　　

精興栄山　　　　　　 モナリザイエロー ソニア カタリナ サマーパーティ アンビション　　　　

精興栄伸 レミダス　　　　　　 ハワイピンク カルピディーム サンアデュー イエロ－エルフィン

精興光玉　　　　　　 レサイバーイエロー　 ビッグホワイト キャンディアバランチェ シンディ イマジン

精興光源 イエローベスビオ ルーシーピンク クールウォーター セレブレイト ウイッシュ

精興光明 エリートサニー ホワイトＮｏ．５ ゴールドストライク パリ エガちゃんハッピ－

太陽の響　　　　　　 セイサイラス カオヤイアンナ ゴールドラッシュ バンビーナ えくぼ

セレブレイトアーリー シュガーピンク サムライ ピンクセンセーション オレンジレンジ　　　

大菊（赤） ＳＰマム（ピンク） ５Ｎホワイト シャネル ファイヤーワークス カエサル

愛知、ひまわり ショウゴエレガン ファンシーローラ キム

アモロッサ スイートアバランチェ フレアー チェリーテッシノ　　

エリートピンク ソラーレ ベイブ テッシノ　・・ｅｔｃ

小菊 シルビア 洋蘭 タイクーン ラ・パリジェンヌ ソネット

太陽、おきなわ シンディ風車、百風車 コチョウラン　白、Ｐ ティネケ、ライラッククラシック レディラブ 愛知、福岡

赤小 セイオペラピンク コチョウラン　なごり雪 デザート、レッドスター ローラ ソネット　ハ－ティ

白小 セイヨーク コチョウラン　ミディー トップシークレット、ワム 湘南キャンディピンク ソネット　フレ－ズピンク

黄小 パラダイスピンク カトレア ピーチアバランチェ、レジェンド リンダブリックレッド ソネット　マリア

モナリザピンク シンビジュ－ム ブードゥー ラブリーリディア ソネット　プレナ

ルーラ エビデンドラム ブロッサムピンク、リベルタ ヤーナ ソネット　セーラー

その他の菊 ＳＰマム（その他） バンダ ホットショット、ライトニング マリレーヌ

アナスタシア スプレー菊　輸入ＭＩＸ マイガール、ミルバ　・・ｅｔｃ マカレナ　・・ｅｔｃ

シルキーガール アソ－ト　ポンポン 【イベント情報】

ピンポン菊 オリーブ

エスカマ オリノコイエロー

オペラ キャンテラス　　　　

ディスパッド サバ　　　　　　　　

ロリポップ

仙台市花き市場入荷予定リスト＜２月＞

期間：平成３０年　１月２９日(月)～平成３０年　3月3日（土）　

総合展示見本市　２０１８/２/３ ～ ２０１８/２/４　仙台卸商センター　サンフェスタ

みやぎフラワーフェスティバル　２０１８/2/１０　ＡＥＲ５Ｆ　多目的ホール

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、宇都宮、深花園 新潟 名取、愛知、輸入 足利、愛知、輸入

シーラ レディマーゴット ピンクラム アンバーダブルバーボン ハナアカシア ロベレニー

アーレッタ、シグナム クリスマスドリーム シルクロード アンバーダブルミント 銀葉アカシア ミリオグラタス

イエローウィン アンジェリケ レイ エグゼラベンダー 雲南黄梅　　　　　　 アレカヤシ　　　　　

カサブランカ イルデフランス オーロラオレンジ エスプリグリーン エニシダ モンステラ

コンパニオン サッポロ オリーバ エスプリライトピンク クジャクヒバ キキョウラン　　

シベリア ストロングゴールド アメリカ エリオホワイト 金葉小手毬 クッカバラ　　　　　

ソルボンヌ バレリーナ アリエル エンゲージイエロー コデマリ ヘデラ、グレーシャー（アイビー）

テーブルダンス ピンクダイヤモンド イザベリー エンゲージホワイト 啓翁桜 ゴットセフィアーナ

バラッジ プリティウーマン エルメスオレンジ エンドレスラブ 東海桜　 ダスティーミラー　シラス

フェニス メリーウィドー カオリ キングオーキット 彼岸桜　 ポリシャス

ルレーブ、レクサス モンテオレンジ ココ、かぐや キングオブスノー サンシュユ ミスカンサス

スカシユリ、ＬＡユリ ヤンバンニース セイシェル グラナスピンク シキビ レモンリーフ、入才

ふかや、浜松、とちぎ レッドラベル ドンペトロ クラリスピンク 花桃（矢口、さきがけ）、椿 麦、ゼンマイ、テマリソウ

アラジンズデジール、ミノウ　 ホワイトリバースター ノビオバーガンディ クリスハート トキワガマズミ タニワタリ、シャガ　

イエロ－ダイヤモンド プレルジューム バイパーワイン コレゾライトピンク ピスタシア　リーブス タマシダ、ヘデラベリー　　　

インディアンダイヤモンド フラッシュポイント バビロン、カフェラテ シルビア ボケ レザ－ファン、ローズゼラニューム

エスプリ、ロイヤルトリニティ　　　　 ファーストスター ビゼット セレブイエロー ムシカリ、レンギョ ソテツ、利休草　　

エルディ－ボ、フレア ハウステンボス ファリダ セレブピンク 山柊、小雪 ピットスポルム

カプレット、ブライトダイヤモンド ホワイトハート プラドミント ソワレマリン アオモジ、ユーカリ イタリアンルスカス　

クーリア、ピンクピクセル ベディナポリ マーサグリーン デュールラベンダー 姫水木、行李柳 ドラセナ　青、赤

クーリエ、バーボンストリート　　　　　　 ジャンボピンク マンダレイ、レッドマジック ダイヤモンドピーチ 万作、雲竜柳 スマイラックス

ク－プレ、ハイドパーク マッチメーカー ムーンライト、リバティー ハピネスホワイト キイチゴ ルスカス　　　　　　

セブダズル、セラダ、リッチモンド 春 メガ、ライオンキング プロポース 赤芽柳 ドラセナ　インディアナ

セベネス、チェザーレ　　　　　　 ブラックヒーロー　・・ｅｔｃ モンブラン、ゆず ボヤージュシャンパン 沈丁花 ドラセナ　サンデリー

カスミソウ フリージア ダリア ボヤージュグリーン グラジオラス ハラン　青、旭、縞

紀州、熊本 竜ケ崎、山形 土佐、山形 ボヤージュサクラ えらぶ、知名、大阪、輸入 スモークグラス、ラグラス

アルタイル アヌ－ク アジタート ボレロフレアホワイト エッセンシャル ムギ

ビッグミスター アラジン　　　　　　 ガーネット　　　　　 ボレロマリン オアシス

ベールスター アンコナ ピンククォーツ　　　 ボンボヤージュグリーン グランプリ

ホワイトベール アンバサダ マジックピンク ボンボヤージュピンク ソフィー

銀河 ブルーシー　　　　　 ミッチャン レイナホワイト ベンベヌト

マンダリン レッドサン レイナラベンダー 富士の雪

ラピッドイエロー　　 黒蝶 ロジーナラベンダー、冬のマリア

海ほのか、桜みちる　・・ｅｔｃ
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ラナンキュラス スイートピー アルストロメリア

会津、早坂、Fｽﾋﾟﾘｯﾂ はまゆう、岡山、くにさき 愛知、土浦、山形

マーガレット グロリオサ リューココリネ アマンディンピンク アプリコットスピリッツ アイスクリーム

ブルースター カラー パンジー、ルピナス イントゥールＯＲ イエロー アバランジェ　　　　

アイリス　ブルーマジック スターチス キングプロテア、バンクシア エムパープル エンジェルキッス エベレスト　　　　　

アスター サンダーソニア ヒペリカム エムピーチ グレース、キャサリン キャデラック　　　　

アネモネ 黄房水仙 セダム、キリタンサス コートピンク ステラ、サクラ グリーンデイ

ブルーニア 日本水仙 セネシオ、さくらこまち コートホワイト ダイアナ サンマリノ　　　　　

クリスマスローズ スカビオサ（各色） ニゲラ、チョコレートコスモス シャルロット ネオグレース シルバン、ピンクサプライズ

アリアム　コワニー アジサイ、ビバーナム アゲラタム タソス ファーストレディ スイッチ、メイフェア

アンスリューム SPストック ミラビフローラ バンドーム ホワイトスイトピー トルマリン、レモン

イキシャ ストック、スナップ ダリア ポーリンオレンジ リップルラベンダー、ピーチ パーティー、レベッカ

カンパニュラ、ブバルディア ストレリチア テッセン モンタンベール ローズピンク バービー、ルシール　　

シングルベグモ ストロベリーフィールド（千日紅） 鉄砲百合、レースフラワー ラミア 桃色 パピロン、ポエム　　　　

オレンジスター（キンセンカ） ブプレリューム デルフィニューム 湘南の虹 恋式部、紅式部 ビアンカ、ホイットニー　　

ホワイトクイン（孔雀草） アストランティア ナデシコ、ナノハナ モロッコＭＩＸ ムジカラベンダー ヒラド、ブロッサム

フェラン ブルーフレグランス、豆の花 ピンクティアラ

1月29日(月) 1月30日(火) 1月31日(水) 2月1日(木) 2月2日(金) 2月3日(土)

切花 鉢物 切花 市場休 切花 鉢物

節分

2月5日(月) 2月6日(火) 2月7日(水) 2月8日(木) 2月9日(金) 2月10日(土)

切花 鉢物 切花 市場休 切花 鉢物

針供養

2月12日(月) 2月13日(火) 2月14日(水) 2月15日(木) 2月16日(金) 2月17日(土)

切花 鉢物 切花 市場休 切花 市場休

建国記念の日振替休日 バレンタインデー ※ご注意下さい

2月19日(月) 2月20日(火) 2月21日(水) 2月22日(木) 2月23日(金) 2月24日(土)

切花 鉢物 切花 市場休 切花 鉢物

2月26日(月) 2月27日(火) 2月28日(水) 3月1日(木) 3月2日(金) 3月3日(土)

切花 鉢物 切花 市場休 切花 鉢物

※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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