
2022/11/10
伝票品目 品種 等級 産地
1 クリスマスローズ 交配種　　スノーダンス、マエストロ、キャメロット 5寸 栃木
2 シクラメン シクラメン鉢 5寸 埼玉
3 シクラメン シクラメン　Ｆ１ 5寸 茨城
4 シクラメン シクラメン　F1ハイライト 5寸 千葉
5 ベゴニア リーガースベコニア　鉢 5寸 千葉
6 マーガレット鉢 マーガレット　白 4寸 茨城
7 オンシジウム オンシジューム鉢 5F6寸 愛知
8 胡蝶蘭 胡蝶蘭　ホワイトエース 3F7寸 愛知
9 胡蝶蘭 胡蝶蘭　恋姫 3F 愛知
10 エピデンドラム鉢 エピデン　トワレモン 6寸 高知
11 エピデンドラム鉢 エピデン　コチモモ 6寸 高知
12 ポインセチア ポインセチア鉢 3寸 岐阜
13 ポインセチア ポインセチア鉢 5寸 千葉
14 花木鉢 姫ヒイラギ　鉢 3.5寸 愛知
15 観葉　類 シュロ竹（棕梠竹）鉢 尺 鹿児島
16 観葉　類 シュロ竹（棕梠竹）鉢 8寸 鹿児島
17 葉牡丹　鉢 葉ぼたん　お江戸小町 6寸 栃木
18 シャコバ シャコバ　混合 5寸 埼玉
19 草花苗 苗（宿根草　色々） 3.5寸 茨城
20 パンジー苗 苗（パンジー　デルタ） 3寸 兵庫
21 パンジー苗 苗（パンジー） 3寸 愛知
22 パンジー苗 苗（パンジー） 3寸 静岡
23 パンジー苗 苗（パンジー） 3.5寸 埼玉
24 パンジー苗 苗（パンジー　ヨクサクスミレ） 3.5寸 静岡
25 パンジー苗 苗（パンジー　パシオ） 3寸 愛知
26 パンジー苗 苗（パンジー　パシオ） 3寸 愛知
27 パンジー苗 苗（パンジー　パシオ） 3寸 静岡
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 愛知
31 ビオラ苗 苗（ビオラ） 3寸 静岡
32 ビオラ苗 苗（ビオラ　ペニー） 3寸 兵庫
33 ビオラ苗 苗（ビオラ　ホワイトジャンプアップ） 3寸 静岡
34 ビオラ苗 苗（ビオラ　ミッキー） 3寸 愛知
35 ビオラ苗 苗（ビオラ　ももか） 3.5寸 静岡
36 プリムラ苗 苗（メラコ　ウグイス） 3寸 奈良
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（プリムラ　ジュリアン） 3寸 埼玉
39 プリムラ苗 苗（プリムラ　ジュリアン） 3寸 石川
40 プリムラ苗 苗（ジュリアン　キャンディ） 3寸 埼玉
41 プリムラ苗 苗（ジュリアン　八重） 3寸 埼玉
42 ガーデンシクラメン苗 苗（ガーデンシクラメン） 3寸 千葉
43 ガーデンシクラメン苗 苗（ガーデンシクラメン） 3寸 奈良
44 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
45 ガーデンシクラメン苗 苗（ガーデンシクラメン　フレーム） 3寸 兵庫
46 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
47 アリッサム苗 苗（アリッサム　白） 3.5寸 愛知
48 アリッサム苗 苗（アリッサム） 3寸 静岡
49 金魚草苗 苗（金魚草＊アンテリナム） 3寸 静岡
50 ゼラニウム苗 苗（ゼラニューム） 3.5寸 茨城
51 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
52 草花苗 苗（チェッカーベリー） 3寸 兵庫
53 草花苗 苗（カスミ草　ジプシー*ピンク） 3.5寸 愛知
54 草花苗 苗（レウシア） 3.5寸 埼玉



55 草花苗 苗（ナデシコ（撫子）*ダイアンサス） 3寸 愛知
56 草花苗 苗（ユーフォルビア） 2.5寸 兵庫
57 草花苗 苗（オキザリス） 3.5寸 千葉
58 草花苗 苗（オキザリス） 3.5寸 千葉
59 草花苗 苗（オキザリス　桃の輝き） 3.5寸 埼玉
60 草花苗 苗（香りナデシコ＊イングリッシュピンク） 3寸 埼玉
61 草花苗 苗（日本水仙＊房咲き水仙） 3寸 埼玉
62 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　切花用） 3.5寸 兵庫
63 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹） 3寸 兵庫
64 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹） 3.5寸 茨城
65 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹） 3寸 奈良
66 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　ちりめん） 4寸 石川
67 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　丸葉） 4寸 石川
68 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　ミニ） 2.5寸 兵庫
69 ハーブ苗 苗（ミント） 3寸 静岡
70 観葉苗 苗（ヘデラ　斑入り） 3寸 三重
71 その他園芸商品 虫類．魚類 愛知
72 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
73 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
74 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
75 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
76 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
77 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
78 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
79 ビオラのミックス植え おしゃれな雑貨屋さん　キラメキピアス 4寸 愛知
80 ビオラ苗 デュオミックス 3.5寸 愛知
81 パンジー苗 つのたんパンジーフリル咲　レモンベリー 3寸 愛知
82 パンジー苗 つのたんパンジーフリル咲　オレンジ 3寸 愛知
83 パンジー苗 つのたんパンジーフリル咲　イエローブルースワール 3寸 愛知
84 花梅　鉢 紅梅八重、白梅八重、日月、紅梅一重、ﾋﾟﾝｸ一重 3.5寸
85 花梅　鉢 しだれ梅　　　呉服、司、緋の司 4寸
86 花梅　鉢　　盆栽 紅冬至、日光、大輪緑夢、大盃、鹿児島、玉牡丹、見鷲 5寸
87 花梅　鉢　　盆栽 紅冬至、日光、大盃、玉牡丹、見鷲 6寸
88 花モモ　鉢 しだれ源平桃、立源平桃 5寸
89 サクラ　鉢 しだれ富士桜、 5寸
90 花木　鉢 西洋シャクナゲ　　　　 4.5寸

　　　モーニングマジック、パープルスプレンダー、陽晃、　
　　　ハンドンハンター、初雪、桜狩、貴婦人、紅小町

91 花木　鉢 カッパーエバー（赤葉ツツジ） 5寸
92 松　苗 千寿丸 3.5寸
93 果樹苗　ブルーベリー ラビットアイ系 5寸

　　　ホームベル、ティフブルー、バルドウィー
　　　オレゴンブルー、フェスティバル、ブルーシャワー

94 果樹苗　ブルーベリー ノーザンハイブッシュ系 4.5寸
　　　ブルークロップ、スイートハート、レイトブルー
　　　ウェイマウス、ブルーハーナンズ・C

95 果樹苗　ブルーベリー サザンハイブッシュ系 4.5寸
　　　サザンレビール、サミット、パールリバー
　　　サザンリベイル、クーパー

96 果樹苗　オリーブ チプレッシーノ 5寸



クリスマスローズのいろいろ
＜交配種＞

キャメロット スノーダンス マエストロ

<一重咲き＞

<八重咲き>



ポインセチア オンシジューム

エピデンドラム

姫ヒイラギ 葉牡丹

ビオラ（おしゃれな雑貨屋さん） パンジー（つのたん） 花梅

しだれ富士桜 花桃 しだれ梅

西洋シャクナゲ カッパーエバー オリーブ
（赤葉ツツジ） チプレッシーノ


