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伝票 品目 品種 等級 産地

1 ガーベラ鉢 ガーベラ鉢 4寸 愛知
2 菊類　鉢 菊鉢　カクテルマム 5.5寸 埼玉
3 菊類　鉢 ヨダーガーデンマム　ウルスラ 6寸 愛知
4 菊類　鉢 菊鉢　ダンテ 4寸 愛知
5 リーガースベゴニア リーベコ　エラチオール 5寸 千葉
6 草花鉢 ソラナム　鉢 4寸 栃木
7 草花鉢 ダリア鉢 6寸 愛知
8 草花鉢 アスター　ビクトリア 4寸 茨城
9 草花鉢 ダリア　マキシ 4寸 埼玉

10 胡蝶蘭 胡蝶蘭鉢 3F2L6寸 愛知
11 花木鉢 紫式部（むらさきしきぶ）鉢 4寸 静岡
12 花木鉢 その他植木鉢 5寸 愛媛
13 アンスリウム アンス　エジソン（赤） 5寸 愛知
14 サンスベリア サンス　エリスラエア 8寸 鹿児島
15 カランコエ カランコエ鉢 6寸 茨城
16 シャコバ シャコバ　コンペイトウ 5寸 愛知
17 シャコバ シャコバ*デンマークカクタス鉢 6寸 埼玉
18 果樹　鉢 本柚子　鉢 6寸 埼玉
19 「苗物」 苗（バンクシア） 5寸 愛媛
20 花壇苗 苗（初雪カズラ） 3寸 兵庫
21 花壇苗 苗（カンパニュラ） 3寸 兵庫
22 サルビア苗 苗（宿根サルビア） 3.5寸 兵庫
23 マリーゴールド苗 苗（マリーゴールド　八重） 3寸 兵庫
24 日々草（ビンカ）苗 苗（日々草＊ビンカ） 3寸 愛知
25 日々草（ビンカ）苗 苗（日々草＊ビンカ） 3寸 静岡
26 アキランサス苗 苗（アルテルナンセラ＊ツルノゲイトウ）3寸 兵庫
27 菊苗 苗（風車菊） 3.5寸 埼玉
28 菊苗 苗（寒菊） 3寸 愛知
29 金魚草苗 苗（金魚草　キャンディートップス） 3寸 愛知
30 テルスター苗 苗（テルスター） 3寸 奈良
31 百日草（ジニア）苗 苗（ジニア　プロフュージョン） 3寸 静岡
32 百日草（ジニア）苗 苗（ジニア　プロフュージョン） 3寸 兵庫
33 百日草（ジニア）苗 苗（ジニア　百日草） 3.5寸 埼玉
34 百日草（ジニア）苗 苗（ジニア　百日草） 3.5寸 静岡
35 ペンタス苗 苗（ペンタス） 3.5寸 静岡
36 草花苗 苗（野紺菊） 3.5寸 埼玉
37 草花苗 苗（五色トウガラシ*観賞用） 3寸 兵庫
38 草花苗 苗（フジバカマ） 3寸 岐阜
39 草花苗 苗（デュランタ　ライム） 3寸 兵庫
40 草花苗 苗（友禅菊） 3寸 岐阜
41 草花苗 苗（ストック） 3寸 兵庫
42 草花苗 苗（スターチス） 3寸 兵庫
43 草花苗 苗（金盞花＊カレンジュラ） 3寸 兵庫
44 草花苗 苗（ケイトウ＊セロシア） 3.5寸 埼玉
45 草花苗 苗（千日紅　ストロベリーフィールド） 3.5寸 静岡
46 草花苗 苗（千日紅　ストロベリーフィールド） 3.5寸 静岡
47 草花苗 苗（黄花コスモス） 3寸 静岡
48 草花苗 苗（萩） 3.5寸 埼玉
49 草花苗 苗（段菊　ピンク） 3.5寸 千葉
50 草花苗 苗（アンゲロニア　セレナ） 3.5寸 愛知
51 草花苗 苗（千日紅　ラスベガス） 3.5寸 埼玉
52 草花苗 苗（千日紅　ラスベガス） 3.5寸 埼玉
53 ハーブ苗 苗（イタリアンパセリ） 3寸 静岡
54 ハーブ苗 苗（チェリーセージ*ミクロフィラ） 3寸 兵庫



55 観葉苗 苗（ヘデラ） 3寸 愛知
56 花木苗 苗（サザンクロス） 3寸 福岡
57 野菜　苗 苗（らっきょう） 3寸 静岡
58 野菜　苗 苗（白菜　無双） 3寸 愛知
59 野菜　苗 苗（白菜　金将2号） 3寸 愛知
60 野菜　苗 苗（白菜　金将2号） 3寸 愛知
61 野菜　苗 苗（白菜　金将2号） 3寸 愛知
62 野菜　苗 苗（キャベツ　金系201） 3寸 静岡
63 野菜　苗 苗（キャベツ　金春） 3寸 静岡
64 野菜　苗 苗(赤キャベツ） 3寸 静岡
65 野菜　苗 苗（カリフラワー　スノークラウン） 3寸 静岡
66 野菜　苗 苗（春菊） 3寸 静岡
67 野菜　苗 苗（エシャロット） 3寸 静岡
68 野菜　苗 苗（ブロッコリー） 3寸 静岡
69 野菜　苗 苗（白菜） 3寸 愛知
70 野菜　苗 苗（ブロッコリー　スティックセニョール） 3寸 静岡
71 野菜　苗 苗（芽キャベツ*子持ちキャベツ　早生） 3寸 静岡
72 野菜　苗 苗（苺　とち乙女） 3寸 埼玉
73 野菜　苗 苗（白菜　晴黄６０） 3寸 愛知
74 野菜　苗 苗（キャベツ　四季獲キャベツ） 3寸 静岡
75 野菜　苗 苗（ブロッコリー　ハイツＳＰ） 3寸 静岡
76 チューリップ球根 特大球 単品
77 チューリップ球根 MIX　10球入 袋詰セット

78 チューリップ球根 単色　5球入 袋詰セット

79 チューリップ球根 二色咲　4球入 袋詰セット

80 チューリップ球根 百合咲　3球入 袋詰セット

81 球根 リコリス　白　アルビフローラ 単品
82 球根 リコリス　黄　オーレア 単品
83 球根 クロッカス花壇セット6球入り 袋詰セット

84 園芸商品 虫類．魚類 愛知

球根　各種

特大球 MIXセット 単色セット

2色咲セット 百合咲セット クロッカス花壇セット



球根　各種

リコリス　黄　オーレア リコリス　白　アルビフローラ

花鉢・花苗・野菜苗

バンクシア ダリア 菊　ダンテ

ガーベラ アンスリウム シャコバサボテン

金魚草 白菜 ブロッコリー

カリフラワー 春菊 島らっきょう




