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伝票品目 品種 等級 産地
1 カラー鉢 カラー　スプリーム 5寸 茨城
2 ガーベラ鉢 ガーベラ鉢 4寸 岐阜
3 シクラメン シクラメン鉢 6寸 栃木
4 シクラメン シクラメン鉢 4.5寸 栃木
5 シクラメン シクラメン　Ｆ１ 5寸 埼玉
6 シクラメン シクラメン　Ｆ１ 5寸 愛知
7 シクラメン シクラメン　ピアス 5寸 栃木
8 シクラメン ミニシクラメン　ベラノ 3.5寸 茨城
9 シクラメン シクラメン　インディアカ 5寸 栃木
10 ベゴニア リーガースベコニア　鉢 7寸 茨城
11 シンビジウム シンビ　ビビアン 2F 静岡
12 シンビジウム シンビ　ワインシャワー（Ｒ） 4F6.5寸 静岡
13 シンビジウム シンビ　ゆきいちご 3F4.5寸 愛知
14 胡蝶蘭 胡蝶蘭　混合 2FL5寸 愛知
15 エピデンドラム鉢 エピデン　トワレモン 6寸 高知
16 薔薇　鉢 バラ鉢　混合 3.5寸 岐阜
17 ポインセチア ポインセチア　赤 5寸 愛知
18 コニファー コニファー　ウィルマ 6寸 千葉
19 パンジー苗 苗（パンジー） 3寸 静岡
20 パンジー苗 苗（パンジー） 3寸 愛知
21 パンジー苗 苗（パンジー） 3.5寸 埼玉
22 ビオラ苗 苗（ビオラ　パープル） 3寸 静岡
23 ビオラ苗 苗（ビオラ　イエロー） 3寸 静岡
24 ビオラ苗 苗（ビオラ　オレンジ） 3寸 愛知
25 ビオラ苗 苗（ビオラ） 3寸 愛知
26 ビオラ苗 苗（ビオラ） 3寸 静岡
27 ビオラ苗 苗（ビオラ） 3寸 静岡
28 ビオラ苗 苗（ビオラ） 3寸 静岡
29 ビオラ苗 苗（ビオラ） 3寸 静岡
30 プリムラ苗 苗（メラコ　耐寒性） 3寸 静岡
31 プリムラ苗 苗（メラコ　ウグイス） 3寸 奈良
32 プリムラ苗 苗（プリムラ　ジュリアン） 3.5寸 埼玉
33 ガーデンシクラメン苗 苗（ガーデンシクラメン） 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） 3寸 兵庫
35 ガーデンシクラメン苗 苗（ガーデンシクラメン） 2寸 兵庫
36 ガーデンシクラメン苗 苗（ガーデンシクラメン） 3寸 兵庫
37 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
38 ベゴニア苗 苗（球根ベコニア　フォーチュン） 3.5寸 埼玉
39 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 静岡
40 金魚草苗 苗（金魚草＊アンテリナム） 3寸 静岡
41 金魚草苗 苗（金魚草＊アンテリナム） 3寸 愛知
42 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
43 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
44 テルスター苗 苗（テルスター） 3寸 愛知
45 トレニア苗 苗（パンダスミレ*ツルスミレ） 3寸 愛知
46 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
47 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
48 ポインセチア苗 苗（ポインセチア） 3寸 兵庫
49 草花苗 苗（カレンジュラ） 2.5寸 岐阜
50 草花苗 苗（ビデンス　ウインターコスモス） 3.5寸 千葉
51 草花苗 苗（ネメシア） 2.5寸 兵庫
52 草花苗 苗（ユリオプスデージー） 3.5寸 岐阜
53 草花苗 苗（ユリオプスデージー） 3寸 岐阜
54 草花苗 苗（ダリア） 3.5寸 静岡



55 草花苗 苗（デージー） 3寸 奈良
56 草花苗 苗（ナデシコ（撫子）*ダイアンサス） 3寸 愛知
57 草花苗 苗（黄花コスモス） 3寸 静岡
58 草花苗 苗（アネモネ　オーロラ） 3.5寸 埼玉
59 草花苗 苗（ブラキカム　チェリッシュ） 3寸 埼玉
60 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹） 3.5寸 茨城
61 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　初恋） 3.5寸 兵庫
62 ハーブ苗 苗（レースラベンダー） 3.5寸 兵庫
63 ハーブ苗 苗（ローズマリー） 3寸 静岡
64 観葉苗 苗（ウイルマ） 2.5寸 静岡
65 観葉苗 苗（ウイルマ） 3寸 静岡
66 花木苗 苗（香花＊シキミ） 4寸 静岡
67 花木苗 苗（おたふく南天） 2.5寸 静岡
68 果樹　苗 苗（朝倉サンショウ） 4.5寸 茨城
69 果樹　苗 苗（栗　国見） 4.5寸 茨城
70 果樹　苗 苗（栗　利平栗） 4.5寸 茨城
71 果樹　苗 苗（栗　　とげなし栗） 4.5寸 茨城
72 果樹　苗 苗（桃　大久保） 4.5寸 茨城
73 果樹　苗 苗（桃　　白鳳） 4.5寸 茨城
74 果樹　苗 苗（イチジク　　ビオレー・ソリエス） 4.5寸 茨城
75 果樹　苗 苗（すもも　　月光） 4.5寸 茨城
76 果樹　苗 苗（温州ミカン） 4.5寸 茨城
77 果樹　苗 苗（温州ミカン　青島） 4.5寸 茨城
78 果樹　苗 苗（スダチ） 4.5寸 茨城
79 果樹　苗 苗（リンゴ　ツガル） 4.5寸 茨城
80 果樹　苗 苗（八朔＊はっさく） 4.5寸 茨城
81 果樹　苗 苗（アンズ　　おひさまコット） 4.5寸 茨城
82 果樹　苗 苗（アンズ　新潟大実） 4.5寸 茨城
83 果樹　苗 苗（プルーン　　ジャンボプルーン） 4.5寸 茨城
84 果樹　苗 苗（プルーン　　シュガープルーン） 4.5寸 茨城
85 果樹　苗 苗（サクランボ　　紅秀峰） 4.5寸 茨城
86 野菜　苗 苗（苺　とち乙女） 3寸 兵庫
87 野菜　苗 苗（苺　幸の香） 3寸 兵庫
88 野菜　苗 苗（苺　章姫） 3寸 兵庫
89 野菜　苗 苗（苺　女峰） 3寸 兵庫

シクラメン 　　　　　　ポインセチア 葉牡丹

オタフク南天 　　　　　　ポンポンデージー ガーデンシクラメン



プルーン すもも　月光 桃　大久保
桃　白鳳

あんず　おひさまコット 温州みかん 朝倉サンショウ
あんず　新潟大実

すだち
ハッサク

イチゴ　とちおとめ・幸の香・章姫・女峰 栗　国見・利平栗・とげなし栗 さくらんぼ紅秀峰


