
2022/10/27
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 シクラメン シクラメン鉢 AM4寸 愛知
3 シクラメン シクラメン鉢 4.5寸 栃木
4 シクラメン シクラメン　混合 5寸 栃木
5 シクラメン シクラメン　ミニチュア 4寸 栃木
6 ベゴニア リーガースベコニア　鉢 5寸 埼玉
7 草花鉢 ヨウシュコバンの木　鉢 6寸 千葉
8 草花鉢 レウシア鉢 3.5寸 埼玉
9 シンビジウム シンビジューム鉢 3F 静岡
10 胡蝶蘭 胡蝶蘭　ミディホワイト 5F 愛知
11 胡蝶蘭 胡蝶蘭　混合 2FL5寸 愛知
12 薔薇　鉢 ミニバラ鉢 6寸 愛知
13 ポインセチア ポインセチア鉢 4寸 愛知
14 ポインセチア ポインセチア鉢 4寸 兵庫
15 ポインセチア プリンセチア鉢 5寸 千葉
16 花木鉢 ユーホルビア　白雪姫 4寸 静岡
17 カランコエ カランコエ　カランディーバ 5.5寸 埼玉
18 カランコエ カランコエ　クイーンローズ 4寸 埼玉
19 シャコバ シャコバ　混合 5寸 栃木
20 シャコバ シャコバ　混合 7寸 埼玉
21 果樹　鉢 ブルーベリー鉢 5寸 福岡
22 ジャスミン ジャスミン　カロライナ 4寸 愛知
23 パンジー苗 苗（パンジー） 3寸 愛知
24 パンジー苗 苗（パンジー） 3寸 静岡
25 パンジー苗 苗（パンジー） 3寸 静岡
26 パンジー苗 苗（パンジー　ヨクサクスミレ） 3寸 静岡
27 パンジー苗 苗（パンジー　パシオ） 3寸 愛知
28 パンジー苗 苗（パンジー　絵になるスミレ） 3.5寸 埼玉
29 ビオラ苗 苗（ビオラ） 3寸 静岡
30 ビオラ苗 苗（ビオラ） 3寸 静岡
31 ビオラ苗 苗（ビオラ） 3寸 愛知
32 ビオラ苗 苗（ビオラ） 3寸 愛知
33 ビオラ苗 苗（ビオラ） 3寸 静岡
34 バーベナ苗 苗（宿根バーベナ） 3寸 奈良
35 プリムラ苗 苗（メラコ　耐寒性） 3寸 愛知
36 プリムラ苗 苗（プリムラ） 3寸 愛知
37 プリムラ苗 苗（プリムラ　ジュリアン） 3.5寸 埼玉
38 プリムラ苗 苗（ジュリアン　キャンディ） 3寸 埼玉
39 プリムラ苗 苗（ジュリアン　キャンディ） 3寸 埼玉
40 プリムラ苗 苗（ジュリアン　キャンディインブライト） 3寸 埼玉
41 ガーデンシクラメン苗苗（ガーデンシクラメン） 3寸 千葉
42 ガーデンシクラメン苗苗（ガーデンシクラメン） 3寸 兵庫
43 ガーデンシクラメン苗苗（ガーデンシクラメン） 3寸 兵庫
44 ガーデンシクラメン苗苗（ガーデンシクラメン） 2寸 兵庫
45 アキランサス苗 苗（ｱｷﾗﾝｻｽ＊ﾌｨｺｲﾃﾞｱ　ｱﾓｴﾅ） 3寸 兵庫
46 アリッサム苗 苗（アリッサム　スノークリスタル） 3寸 愛知
47 アリッサム苗 苗（アリッサム　白） 3寸 静岡
48 アリッサム苗 苗（アリッサム） 3寸 愛知
49 菊苗 苗（菊） 3.5寸 愛知
50 金魚草苗 苗（金魚草＊アンテリナム） 3寸 愛知
51 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
52 ゼラニウム苗 苗（ゼラニューム） 3.5寸 茨城
53 ゼラニウム苗 苗（アイビーゼラニューム） 3寸 愛知
54 テルスター苗 苗（テルスター） 3寸 愛知



55 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
56 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
57 百日草（ジニア）苗 苗（ジニア　プロフュージョン） 3寸 兵庫
58 草花苗 苗（オキザリス　黄） 3.5寸 埼玉
59 草花苗 苗（チェッカーベリー） 3寸 兵庫
60 草花苗 苗（ヒューケラ） 3.5寸 埼玉
61 草花苗 苗（ストック　八重） 3寸 愛知
62 草花苗 苗（ストック　八重） 3寸 静岡
63 草花苗 苗（ストック　一重） 3寸 愛知
64 草花苗 苗（ストック　一重） 3寸 静岡
65 草花苗 苗（ムルチコーレ） 3寸 兵庫
66 草花苗 苗（チョコレートコスモス） 3寸 兵庫
67 草花苗 苗（ネメシア） 3.5寸 埼玉
68 草花苗 苗（ネメシア） 3.5寸 埼玉
69 草花苗 苗（ガーベラ） 3.5寸 兵庫
70 草花苗 苗（カスミ草） 3.5寸 静岡
71 草花苗 苗（金盞花＊カレンジュラ） 2.5寸 岐阜
72 草花苗 苗（ナデシコ（撫子）*ダイアンサス） 3寸 愛知
73 草花苗 苗（ナデシコ（撫子）*ダイアンサス） 3寸 愛知
74 草花苗 苗（黄花コスモス） 3寸 静岡
75 草花苗 苗（宿根ネメシア） 3.5寸 埼玉
76 草花苗 苗（カルーナブルガリス） 3寸 兵庫
77 草花苗 苗（ユリオプスデージー　ボビー） 3.5寸 岐阜
78 草花苗 苗（アネモネ　オーロラ） 3.5寸 埼玉
79 草花苗 苗（ユーパトリウム） 3.5寸 岐阜
80 草花苗 苗（ビデンス　ゴールデンエンパイア） 3.5寸 埼玉
81 草花苗 苗（ビデンス　ジュジュ） 3.5寸 静岡
82 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹） 3寸 静岡
83 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　つぐみ） 3.5寸 茨城
84 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　かもめ） 3.5寸 茨城
85 ハーブ苗 苗（ハーブ） 3寸 兵庫
86 観葉苗 苗（クッションモス） 2.5寸 埼玉
87 多肉苗 苗（セダム） 2.5寸 埼玉
88 花木苗 苗（ミニバラ　混合） 3.5寸 愛知
89 野菜　苗 苗（苺　とち乙女） 3寸 埼玉
90 野菜　苗 キャベツ　春波 2.5寸 愛知
91 ビオラのミックス植え おしゃれな雑貨屋さん　フェミニンブーツ 4寸 愛知
92 ビオラのミックス植え おしゃれな雑貨屋さん　ハピネスリング 4寸 愛知
93 ビオラのミックス植え おしゃれな雑貨屋さん　あでやかワンピ 4寸 愛知
94 ビオラのミックス植え おしゃれな雑貨屋さん　カラフルアンブレラ 4寸 愛知
95 ビオラのミックス植え おしゃれな雑貨屋さん　ラブラブウォッチ 4寸 愛知
96 ビオラのミックス植え おしゃれな雑貨屋さん　わくわくストラップ 4寸 愛知
97 ビオラのミックス植え おしゃれな雑貨屋さん　プリティバッグ 4寸 愛知
98 草花苗 レモンマリーゴールド 3寸 愛知
99 草花苗 クラスペディア 3寸 愛知
100 草花苗 シャスターデージィ 3寸 愛知
101 草花苗 ルピナス 3寸 愛知
102 草花苗 ハボタン　丸葉 3寸 愛知
103 草花苗 ハボタン　ちりめん 3寸 愛知
104 パンジーフリル咲 ブルーシェード 3寸 愛知
105 パンジーフリル咲 イエローブルースワール 3寸 愛知
106 パンジーフリル咲 バーガンディー 3寸 愛知
107 パンジーフリル咲 オレンジ 3寸 愛知
108 球根 チューリップ球根 新潟
109 球根 オリエンタルリリー　　　オレンジカサブランカ 新潟
110 球根 オリエンタルリリー　　　ピンクカサブランカ 新潟



111 クリスマスローズ 一重　　ﾋﾟﾝｸﾌﾗｯｼｭ、ﾋﾟﾝｸﾌﾞﾛｯﾁ、ﾋﾟﾝｸｽﾎﾟｯﾄ、ﾋﾟﾝｸ 4寸
　　　　　ﾎﾜｲﾄﾌﾗｯｼｭ、ﾎﾜｲﾄﾌﾞﾛｯﾁ、ﾎﾜｲﾄｽﾎﾟｯﾄ、ﾎﾜｲﾄ
　　　　　ｲｴﾛｰﾌﾗｯｼｭ、ｲｴﾛｰ、ﾚｯﾄﾞ、ﾊﾟｰﾌﾟﾙ、ﾋﾟｺﾃｨ、糸ﾋﾟｺﾃｨ

112 クリスマスローズ 八重　　ﾚｯﾄﾞ、ﾊﾟｰﾌﾟﾙ、ﾋﾟﾝｸ、ｲｴﾛｰ、ﾎﾜｲﾄ、ｸﾞﾘｰﾝ 4寸
　　　　　ﾀﾞﾌﾞﾙ糸ﾋﾟｺﾃｨ、ｲｴﾛｰ糸ﾋﾟｺﾃｨ、ﾋﾟﾝｸ糸ﾋﾟｺﾃｨ、
　　　　　ｲｴﾛｰﾋﾟｺﾃｨ、ﾎﾜｲﾄｽﾎﾟｯﾄ、ﾎﾜｲﾄﾌﾞﾛｯﾁ
　　　　　ﾋﾟﾝｸﾌﾞﾛｯﾁ、ﾊﾞｲｶﾗｰ

113 庭木　　ｽﾓｰｸﾂﾘｰ スモークツリー　　フレーム、グリース 4.5寸
114 低木鉢　　　万両 万両　　宝船 5寸
115 低木鉢　　　万両 万両　　紅孔雀 4寸
116 低木鉢　　　万両 万両 3寸
117 低木鉢　　　千両 千両　　赤・黄・MIX 5寸
118 低木鉢　　　百両 百両　　赤・白 3.5寸
119 低木鉢　　　つばき 椿　　　白金魚葉椿 4寸
120 低木鉢　　　つばき 雪椿　　縞千鳥、越の姫、錦キリン、津川紋、くす玉 4寸
121 低木鉢　　　つばき 侘助　　紅侘助、姫侘助、白侘助、胡蝶侘助、太郎冠者4寸
122 低木鉢　　　ツワブキ ツワブキ浮雲錦 4寸
123 低木鉢　　ｶﾗｰﾘｰﾌ インディゴブルー、赤葉ツツジ、モーニングライト 5寸

スカーレッタ、ブルーアイス
124 低木鉢　　　南天 赤南天 2.5寸
125 低木鉢　　　岩南天 フロマージュ、メルベイユ、ラムライム、トリカラー 3寸
126 低木鉢　　ヤブコウジやぶこうじ　　紅玉、陽玉 2.5寸
127 低木鉢 三河黒松 3寸
128 シンボルツリー クプレッサスゴールドクレスト 7寸
129 和蘭 フウキラン
130 盆栽 五葉松
131 果樹苗　　花ゆず 花ゆず 6寸
132 果樹苗　　レモン リスボンレモン 4寸
133 果樹苗　　びわ びわ　夏たより 4.5寸
134 果樹苗　ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ ラビットアイ系　　ﾌﾞﾙｰｼｬﾜｰ、ﾊﾞﾙﾄﾞｳｨｰ、　　 4.5寸

　　　　　　　　　　ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ、ｵﾚｺﾞﾝﾌﾞﾙｰ、ﾃｨﾌﾌﾞﾙｰ

ポインセチアとユーフォルビア

プリンセチア

シクラメン

カラー

シャコバサボテン

ミニバラ



シャコバサボテン

レウシア アネモネ もみじ葉ゼラニウム　ピンク

クリスマスローズ フリル咲パンジー カレンジュラ

クッションモス セダム ツワブキ浮雲錦

百両・千両・万両 三河黒松 五葉松

カルーナ チェッカーベリー ヒューケラ


