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伝票 品目 品種 等級 産地
1 カラー鉢 カラー　混合 5寸 埼玉
2 ガーベラ鉢 ガーベラ鉢 4寸 愛知
3 シクラメン シクラメン　混合 5寸 千葉
4 シクラメン シクラメン　インディアカ 4寸 栃木
5 ベゴニア ベコニア　ラブミー 5寸 埼玉
6 ベゴニア リーガースベコニア　鉢 3.5寸 岐阜
7 草花鉢 ダリア　マキシ 5寸 愛知
8 胡蝶蘭 胡蝶蘭　桜姫 3F6寸 埼玉
9 胡蝶蘭 胡蝶蘭　白 3F8寸 愛知
10 胡蝶蘭 胡蝶蘭　白 3F8寸 愛知
11 胡蝶蘭 胡蝶蘭　ホワイトエース 3F8寸 愛知
12 胡蝶蘭 胡蝶蘭　恋姫 3F 愛知
13 ポインセチア プリンセチア鉢 5寸 千葉
14 コニファー ゴールドクレスト鉢 6寸 愛知
15 コニファー コニファー　ウィルマ 4寸 愛知
16 花壇苗 苗（初雪カズラ） 3寸 静岡
17 パンジー苗 苗（パンジー） 3寸 愛知
18 パンジー苗 苗（パンジー） 3寸 静岡
19 パンジー苗 苗（パンジー　パシオ） 3寸 愛知
20 パンジー苗 苗（パンジー　パシオ） 3寸 愛知
21 パンジー苗 苗（パンジー　パシオ） 3寸 愛知
22 ビオラ苗 苗（ビオラ　ジャンプアップ） 3寸 愛知
23 ビオラ苗 苗（ビオラ） 3寸 静岡
24 ビオラ苗 苗（ビオラ） 3寸 静岡
25 ビオラ苗 苗（ビオラ　ももか） 3寸 愛知
26 ビオラ苗 苗（ビオラ　ももか） 3寸 愛知
27 ビオラ苗 苗（ビオラ　ピエナ） 3寸 愛知
28 プリムラ苗 苗（メラコ　ウグイス） 3寸 奈良
29 プリムラ苗 苗（メラコ　ウグイス） 3寸 奈良
30 ガーデンシクラメン苗 苗（ガーデンシクラメン） 3寸 千葉
31 ガーデンシクラメン苗 苗（ガーデンシクラメン） 3寸 千葉
32 ガーデンシクラメン苗 苗（ガーデンシクラメン） 3寸 兵庫
33 ガーデンシクラメン苗 苗（ガーデンシクラメン　ビクトリア） 3寸 兵庫
34 ガーデンシクラメン苗 苗（ガーデンシクラメン　ファンタジア） 3寸 兵庫
35 菊苗 苗（ポンポン菊） 2.5寸 愛知
36 菊苗 苗（ヨダーガーデンマム　ジジ） 3.5寸 愛知
37 金魚草苗 苗（金魚草＊アンテリナム） 3寸 静岡
38 金魚草苗 苗（金魚草　ソネット） 3.5寸 愛知
39 金魚草苗 苗（金魚草　キャンディートップス） 3寸 静岡
40 テルスター苗 苗（テルスター） 3寸 愛知
41 ノースポール苗 苗（クリサンセマム　ノースポール） 3寸 奈良
42 草花苗 苗（カスミ草　ジプシー*ピンク） 3.5寸 愛知
43 草花苗 苗（クリスマスローズ　オリエンタリス） 2.5寸 静岡
44 草花苗 苗（ビデンス　ウインターコスモス） 3.5寸 埼玉
45 草花苗 苗（ストック　一重） 3寸 静岡
46 草花苗 苗（ポンポンデージー） 3寸 奈良
47 草花苗 苗（金盞花　冬しらず） 3寸 静岡
48 草花苗 苗（ガーベラ） 3.5寸 兵庫
49 草花苗 苗（マーガレット） 3.5寸 静岡
50 草花苗 苗（芝桜＊モスフロックス） 3寸 奈良
51 草花苗 苗（ナデシコ（撫子）*ダイアンサス） 3寸 愛知
52 草花苗 苗（宿根ネメシア） 3.5寸 埼玉
53 草花苗 苗（アネモネ　ポルト） 3.5寸 埼玉
54 草花苗 苗（ジュズサンゴ＊ルージュプランツ） 3.5寸 愛知



55 草花苗 苗（ダリア　ハミングブロンズ） 3.5寸 兵庫
56 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　丸葉） 3.5寸 静岡
57 観葉苗 苗（ウイルマ） 3寸 静岡
58 観葉苗 苗（ヘデラ） 3寸 三重
59 果樹　苗 苗（苺　宝交早生） 3寸 兵庫
60 果樹　苗 苗（すもも） 4.5寸 茨城
61 果樹　苗 苗（温州ミカン） 4.5寸 茨城
62 果樹　苗 苗（温州ミカン　青島） 4.5寸 茨城
63 果樹　苗 苗（スダチ） 4.5寸 茨城
64 果樹　苗 苗（八朔＊はっさく） 4.5寸 茨城
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