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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　パリジェンヌ 特級5寸 岐阜
3 シクラメン シクラメン鉢 6寸 茨城
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　混合 特級5寸 岐阜
6 シクラメン シクラメン　混合 6寸 栃木
7 シクラメン シクラメン　Ｆ１ 5寸 埼玉
8 シクラメン シクラメン　Ｆ１ 4寸 愛知
9 シクラメン シクラメン　ピアス 特級5寸 岐阜
10 シクラメン シクラメン　ドリーム A5寸 栃木
11 シクラメン シクラメン　ピュアホワイト 6寸 愛知
12 シクラメン シクラメン　リップスオレンジ 5寸 愛知
13 シクラメン シクラメン　うたげ*宴 特級5寸 岐阜
14 ベゴニア リーガースベコニア　鉢 5寸 千葉
15 シンビジウム シンビ　混合 5F6.5寸 愛知
16 シンビジウム シンビ　混合 2F6寸 愛知
17 シンビジウム シンビ　混合 4F6.5寸 愛知
18 シンビジウム シンビ　混合 3F6寸 愛知
19 シンビジウム シンビ　混合 3F6.5寸 愛知
20 胡蝶蘭 胡蝶蘭　ホワイトエース 3F7寸 愛知
21 胡蝶蘭 胡蝶蘭　ホワイトエース 3F8寸 愛知
22 ポインセチア ポインセチア　混合 4寸 愛知
23 ポインセチア ポインセチア　混合 5寸 栃木
24 ポインセチア ポインセチア鉢 5寸 愛知
25 ポインセチア ポイン　プリメロレッド 5寸 茨城
26 葉牡丹　鉢 葉ぼたん　寄植・セット 9寸 兵庫
27 葉牡丹　鉢 葉ぼたん　寄植・セット 6寸 兵庫
28 葉牡丹　鉢 葉ぼたん　お江戸小町 特大6寸 栃木
29 カランコエ カランコエ　カランディーバ 5.5寸 埼玉
30 シャコバ シャコバ　混合 5寸 埼玉
31 花壇苗 苗（バコパ） 3寸 兵庫
32 パンジー苗 苗（パンジー） 3寸 愛知
33 パンジー苗 苗（パンジー） 3寸 静岡
34 パンジー苗 苗（パンジー　クリア） 3寸 愛知
35 パンジー苗 苗（パンジー　ヨクサクスミレ） 3.5寸 静岡
36 パンジー苗 苗（パンジー　ブロッチ） 3寸 愛知
37 ビオラ苗 苗（ビオラ　ジャンプアップ） 3寸 愛知
38 ビオラ苗 苗（ビオラ　イエロー） 3寸 静岡
39 ビオラ苗 苗（ビオラ） 3寸 静岡
40 ビオラ苗 苗（ビオラ） 3寸 愛知
41 ビオラ苗 苗（ビオラ） 3.5寸 兵庫
42 ビオラ苗 苗（ビオラ） 3寸 静岡
43 ビオラ苗 苗（ビオラ　マリーナ） 3寸 愛知
44 ビオラ苗 苗（ビオラ　あいちゃん） 3寸 愛知
45 ビオラ苗 苗（ビオラ　ももか） 3.5寸 静岡
46 プリムラ苗 苗（メラコ　耐寒性） 3寸 愛知
47 プリムラ苗 苗（プリムラ　ポリアンサ） 3寸 茨城
48 プリムラ苗 苗（ジュリアン　キャンディ） 3寸 埼玉
49 プリムラ苗 苗（ジュリアン　キャンディ） 3寸 埼玉
50 プリムラ苗 苗（ジュリアン　八重） 3寸 埼玉
51 プリムラ苗 苗（メラコ　古都さくら） 3.5寸 埼玉
52 ガーデンシクラメン苗 苗（ガーデンシクラメン） 3寸 奈良
53 ガーデンシクラメン苗 苗（ガーデンシクラメン） 3寸 兵庫
54 ガーデンシクラメン苗 苗（ガーデンシクラメン） 3寸 千葉



55 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
56 アリッサム苗 苗（アリッサム　白） 3寸 愛知
57 アリッサム苗 苗（アリッサム　白） 3寸 埼玉
58 アリッサム苗 苗（アリッサム） 3寸 静岡
59 金魚草苗 苗（金魚草＊アンテリナム） 3寸 愛知
60 金魚草苗 苗（金魚草　トゥイニー） 3.5寸 愛知
61 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
62 草花苗 苗（ユーホルビア　白雪姫） 3寸 静岡
63 草花苗 苗（チェッカーベリー） 3寸 兵庫
64 草花苗 苗（カスミ草　ジプシー*ピンク） 3.5寸 愛知
65 草花苗 苗（ストック　八重） 3寸 兵庫
66 草花苗 苗（ネメシア） 3.5寸 愛知
67 草花苗 苗（ネメシア） 3.5寸 埼玉
68 草花苗 苗（ユリオプスデージー） 3.5寸 岐阜
69 草花苗 苗（ストック） 3寸 静岡
70 草花苗 苗（ネモフィラ） 3寸 静岡
71 草花苗 苗（カスミ草） 3.5寸 愛知
72 草花苗 苗（シルバーレース） 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（ナデシコ（撫子）*ダイアンサス） 3寸 岐阜
75 草花苗 苗（イベリス） 3寸 埼玉
76 草花苗 苗（オキザリス） 3.5寸 埼玉
77 草花苗 苗（花かんざし　白） 3.5寸 埼玉
78 草花苗 苗（ブルーデージー　斑入り） 3寸 岐阜
79 草花苗 苗（ブラキカム　マウブディライト） 3寸 埼玉
80 草花苗 苗（金盞花　オレンジ） 3寸 愛知
81 草花苗 苗（カンパ*ベルフラワー　メリーベル） 3寸 茨城
82 草花苗 苗（ユリオプスデージー　ボビー） 3.5寸 岐阜
83 草花苗 苗（ビデンス　ゴールデンエンパイア） 3.5寸 埼玉
84 草花苗 苗（ネメシア　スイートレモンスカッシュ） 3.5寸 埼玉
85 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　切花用） 2.5寸 兵庫
86 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹） 3.5寸 兵庫
87 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹） 3寸 兵庫
88 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹） 2.5寸 兵庫
89 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　ちりめん） 4寸 石川
90 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　丸葉） 3寸 愛知
91 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　丸葉） 4寸 石川
92 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　パラマウント） 3寸 兵庫
93 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　オドリ） 4.5寸 兵庫
94 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　オドリ） 3.5寸 兵庫
95 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　ミニ） 2.5寸 兵庫
96 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　ミニ） 1寸 兵庫
97 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　プリマドンナ） 3.5寸 兵庫
98 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　パリジェンヌ） 3.5寸 兵庫
99 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　ロマンブーケ） 3寸 兵庫
100 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　ロマンブーケ） 3.5寸 兵庫
101 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　ベビースマイル） 3寸 兵庫
102 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　ファーストレディ） 3.5寸 兵庫
103 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　光子ロイヤル） 3寸 兵庫
104 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　光子プレミアム） 3寸 兵庫
105 ハーブ苗 苗（ラベンダー） 3寸 静岡
106 観葉苗 苗（ウイルマ） 3寸 静岡
107 花木苗 苗（魚柳梅） 3寸 愛知
108 果樹　苗 苗（桃　黄金桃） 4.5寸 茨城
109 果樹　苗 苗（デコポン　不知火） 4.5寸 茨城
110 果樹　苗 苗（桃　あかつき） 4.5寸 茨城



シクラメン シンビジューム ポインセチア

リーガースベコニア シャコバサボテン

ポインセチア　スタンド

マーガレット 天使のきらめき
オンシジューム

ガーデンシクラメン ガーベラ ジュリアン

ネメシア ヒデンス イベリス



金魚草 金盞花　 ユリオプスデージー

盆栽　松 南天・千両・万両

葉牡丹　オドリ 葉牡丹
スターキャンドル・ムーンキャンドル

葉牡丹　お江戸小町

葉牡丹 葉牡丹　丸葉・ちりめん
光子ロイヤル

葉牡丹
ロマンブーケ
オドリ

パリジェンヌ


