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伝票 品目 品種 等級 産地

1 菊類　鉢 ガーデンマム　鉢 5寸 茨城
2 菊類　鉢 ヨダーガーデンマム　ジジ 5寸 愛知
3 ベゴニア ベコニア　ラブミー 5寸 千葉
4 友禅菊鉢 友禅菊鉢 4寸 埼玉
5 その他草花鉢 クレロデンドロン　ブルーウイング 4寸 愛知
6 その他草花鉢 ダリア鉢 6寸 愛知
7 その他草花鉢 エキザカム鉢 4寸 茨城
8 胡蝶蘭 胡蝶蘭　混合 2FL5寸 愛知
9 薔薇　鉢 バラ鉢　混合 3.5寸 岐阜

10 薔薇　鉢 ミニバラ鉢　ほほえみ 4寸 愛知
11 ドラセナ ドラセナ　ユッカ 7寸 愛知
12 その他観葉鉢 カンボジアーナ鉢 尺 鹿児島
13 カランコエ カランコエ　カランディーバ 5.5寸 埼玉
14 シャコバ シャコバ　混合 7寸 埼玉
15 ☆花壇苗 苗（初雪カズラ） 3寸 埼玉
16 ☆花壇苗 苗（ロータスブリムストーン） 3寸 埼玉
17 パンジー苗 苗（パンジー） 3寸 静岡
18 パンジー苗 苗（パンジー　フリズルシズル） 3寸 静岡
19 ビオラ苗 苗（ビオラ） 3寸 静岡
20 プリムラ苗 苗（メラコ） 3寸 静岡
21 プリムラ苗 苗（メラコ　古都さくら） 3.5寸 埼玉
22 ガーデンシクラメン苗 苗（ガーデンシクラメン） 3寸 千葉
23 菊苗 苗（マウントオービスク） 3.5寸 埼玉
24 菊苗 苗（ハロウィン菊） 3.5寸 岐阜
25 金魚草苗 苗（金魚草＊アンテリナム） 3.5寸 静岡
26 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寸 兵庫
27 百日草（ジニア）苗 苗（ジニア　プロフュージョン） 3.5寸 埼玉
28 ペンタス苗 苗（ペンタス　ラッキースター） 3.5寸 静岡
29 草花苗 苗（スカビオサ　ブルー） 3寸 静岡
30 草花苗 苗（リシマキア　ヌンムラリアオーレア） 3寸 静岡
31 草花苗 苗（スピランサス・タマゴボール） 3寸 埼玉
32 草花苗 苗（ビデンス　ウインターコスモス） 3.5寸 千葉
33 草花苗 苗（友禅菊　赤） 3寸 岐阜
34 草花苗 苗（ユリオプスデージー） 3.5寸 岐阜
35 草花苗 苗（リンドウ） 3寸 兵庫
36 草花苗 苗（ヒポエステス） 2.5寸 埼玉
37 草花苗 苗（白妙菊＊ダスティーミラー） 3寸 埼玉
38 草花苗 苗（白妙菊＊ダスティーミラー） 3寸 埼玉
39 草花苗 苗（コスモス） 3.5寸 静岡
40 草花苗 苗（ダリア） 4寸 埼玉
41 草花苗 苗（アスター） 3寸 静岡
42 草花苗 苗（ナデシコ（撫子）*ダイアンサス） 3寸 静岡
43 草花苗 苗（ナデシコ（撫子）*ダイアンサス） 3寸 愛知
44 草花苗 苗（ホトトギス） 大3寸 静岡
45 草花苗 苗（プレクトランサス） 4寸 静岡
46 草花苗 苗（オキザリス） 3.5寸 千葉
47 草花苗 苗（ナデシコ　カラーマジシャン） 3.5寸 愛知
48 草花苗 苗（ナデシコ　カラーマジシャン） 3.5寸 埼玉
49 草花苗 苗（宿根アスター　ビクトリア） 3.5寸 埼玉
50 草花苗 苗（宿根アスター　ビクトリア） 3.5寸 埼玉
51 草花苗 苗（オキザリス　桃の輝き） 3.5寸 埼玉
52 草花苗 苗（香りナデシコ＊イングリッシュピンク） 3寸 埼玉
53 草花苗 苗（宿根アスター　ミステリーレディ） 3.5寸 埼玉
54 草花苗 苗（コレオプシス　ウリドリーム） 3.5寸 岐阜



55 ハーブ苗 苗（アメジストセージ） 3.5寸 茨城
56 観葉苗 苗（ドラセナ　ゴットセフィアナ） 3寸 愛知
57 観葉苗 苗（コニファー） 3.5寸 愛知
58 ☆花木苗 苗（源平カズラ＊源平クサギ） 3.5寸 岐阜
59 ☆花木苗 苗（丹波ホオズキ） 3寸 静岡
60 野菜　苗 苗（白菜　無双） 3寸 静岡
61 野菜　苗 苗（ネギ） 3寸 静岡
62 野菜　苗 苗（白菜　金将2号） 3寸 静岡
63 野菜　苗 苗（白菜　王将） 3寸 静岡
64 野菜　苗 苗（その他野菜） 3寸 静岡
65 野菜　苗 苗（キャベツ） 3寸 静岡
66 野菜　苗 苗（サニーレタス　グリーンウェーブ） 3寸 静岡
67 野菜　苗 苗（ブロッコリー　緑嶺） 3寸 静岡
68 野菜　苗 苗（白菜　黄ごころ８５） 3寸 静岡
69 野菜　苗 苗(白菜　晩輝） 3寸 静岡

ガーデンマム ヨダーガーデンマム

　　　　　　　ハロウィン菊

友禅菊                      菊　いろいろ ガーデンシクラメン

宿根アスター　ビクトリア 　　　　　　　　宿根アスター　ミステリー アスター　リボン



胡蝶蘭 カランコエ ミニバラ

エキザカム シャコバサボテン ベコニア　ラブミー

バラ
ビオラ・パンジー

源平カズラ

ナデシコ　カラーマジシャン ユリオプスデージー ドラセナ　ユッカ

リンドウ スピランサス　タマゴボール 香りナデシコ


