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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 スプレー菊　セザンヌ 5寸 埼玉
3 草花鉢 クレロデンドロン　ブルーウイング 4寸 愛知
4 カトレア ｶﾄﾚｱ　ｽﾃﾌｧﾝｵﾘﾊﾞｰﾌｫﾚｰｶｰﾘﾘｱﾝｳｨﾙｿﾝ 愛知
5 胡蝶蘭 胡蝶蘭鉢 3FL6寸 愛知
6 胡蝶蘭 胡蝶蘭　白 5F 熊本
7 胡蝶蘭 胡蝶蘭　白 3F 愛知
8 胡蝶蘭 胡蝶蘭　Ｖ3 3F2L8寸 愛知
9 胡蝶蘭 胡蝶蘭　ホワイトエース 3F8寸 愛知
10 胡蝶蘭 胡蝶蘭　恋姫 3F 愛知
11 つつじ　鉢 口紅どうだん鉢 5.5寸 新潟
12 花木鉢 アセビ鉢　赤 5.5寸 新潟
13 花木鉢 カッシア　鉢 7寸 愛知
14 多肉鉢 クラッスラ　鉢 4寸 静岡
15 万年青　鉢 万年青（おもと）鉢 6寸 埼玉
16 苗物 苗（その他） 3寸 愛知
17 花壇苗 苗（初雪カズラ） 3寸 静岡
18 プリムラ苗 苗（メラコ） 3.5寸 埼玉
19 プリムラ苗 苗（メラコ） 3寸 愛知
20 ガーデンシクラメン苗 苗（ガーデンシクラメン） 3寸 千葉
21 アキランサス苗 苗（アルテルナンセラ　播州） 2.5寸 兵庫
22 菊苗 苗（寒菊） 3寸 愛知
23 ゼラニウム苗 苗（もみじ葉ゼラニューム*バンクーバーセンティニア3.5寸 埼玉
24 テルスター苗 苗（テルスター） 3寸 静岡
25 テルスター苗 苗（テルスター） 3寸 静岡
26 ノースポール苗 苗（クリサンセマム　ノースポール） 3寸 静岡
27 百日草（ジニア）苗 苗（ジニア　百日草） 3.5寸 愛知
28 ペンタス苗 苗（ペンタス　グラフィティー） 3.5寸 兵庫
29 草花苗 苗（ランタナ　七変化） 3寸 兵庫
30 草花苗 苗（天人菊・ガイラルディア） 3寸 岐阜
31 草花苗 苗（エリゲロン） 3.5寸 愛知
32 草花苗 苗（ユリオプスデージー） 3寸 岐阜
33 草花苗 苗（ユリオプスデージー） 3.5寸 岐阜
34 草花苗 苗（白妙菊＊ダスティーミラー） 3寸 埼玉
35 草花苗 苗（ケイトウ＊セロシア） 3.5寸 兵庫
36 草花苗 苗（ナデシコ（撫子）*ダイアンサス） 2.5寸 愛知
37 草花苗 苗（ナデシコ　カラーマジシャン） 3.5寸 愛知
38 草花苗 苗（宿根アスター　ビクトリア） 3.5寸 埼玉
39 草花苗 苗（宿根アスター　ビクトリア） 3.5寸 埼玉
40 草花苗 苗（姫岩だれ草　白） 3寸 静岡
41 草花苗 苗（ヘリクリサム　ライム） ミニ2.5寸 埼玉
42 草花苗 苗（オオベンケイソウ） 3寸 埼玉
43 草花苗 苗（ビデンス） 3寸 奈良
44 草花苗 苗（ユリオプスデージー　ボビー） 3.5寸 岐阜
45 草花苗 苗（アスター　リボン・シリーズ） 3寸 静岡
46 草花苗 苗（ケイトウ　サマーラベンダー） 3寸 奈良
47 草花苗 苗（ダリア　ハミングブロンズ） 3.5寸 埼玉
48 草花苗 苗（ナデシコ　ダッシュマジシャン） 3寸 岐阜
49 ハーブ苗 苗（バジル） 3寸 静岡
50 観葉苗 苗（ミューレンベルギア　カピラリス） 3.5寸 岐阜
51 花木苗 苗（ウツギ*空木） 3寸 岐阜
52 花木苗 苗（紅カナメ） 3.5寸 埼玉
53 野菜　苗 苗（白菜　無双） 3寸 静岡
54 野菜　苗 苗（キャベツ　金系201） 3寸 静岡
55 野菜　苗 苗（白菜） 3寸 静岡



56 野菜　苗 苗（ブロッコリー　緑嶺） 2.5寸 愛知
57 野菜　苗 苗（ブロッコリー　緑嶺） 3寸 静岡
58 野菜　苗 苗（レタス　ベビーリーフ） 3.5寸 愛知
59 野菜　苗 苗（白菜　晴黄６０） 3寸 愛知
60 野菜　苗 苗（白菜　黄ごころ８５） 3寸 静岡
61 野菜　苗 苗（キャベツ　四季獲キャベツ） 3寸 静岡
62 野菜　苗 苗（ブロッコリー　ハイツＳＰ） 2.5寸 愛知
63 園芸商品 虫類．魚類 愛知

ウツギ クラッスラ　花月
　　　　　　　　　　　　紅カナメ

ドーダン アセビ

　　　　　　　　カッシア　アンデスの乙女

オモト 　　　　　　　カトレア　ステファンオリバ 茶花

ガーベラ 　　　　　　　　　　　ペンタス ナデシコ　ダイアンサス



ヒデンス 天人菊 ナデシコ　カラーマジシャン

クレロデンドロン ダリア ヘリクリサムライム

初雪カズラ メラコ ノースポール

テルスター 宿根アスター ミューレンベルギア

百日草 ケイトウ　サマーラベンダー スプレー菊


