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伝票 品目 品種 等級 産地
1 シクラメン シクラメン　ハイライト 5寸 茨城
2 シクラメン ガーデンシクラメン　 7寸 愛知
3 シクラメン シクラメン鉢 A5寸 栃木
4 シクラメン シクラメン鉢 5寸 栃木
5 シクラメン シクラメン鉢 5寸 愛知
6 シクラメン シクラメン鉢 6寸 茨城
7 シクラメン シクラメン　パステル 6寸 愛知
8 シクラメン シクラメン　混合 5寸 岐阜
9 シクラメン シクラメン　混合 5寸 栃木
10 シクラメン シクラメン　Ｆ１ 5寸 埼玉
11 シクラメン シクラメン　フリンジ 6寸 栃木
12 シクラメン ミニシクラメン　アルーレ 6寸 茨城
13 マーガレット鉢 マーガレット　混合 4寸 埼玉
14 草花鉢 レウシア鉢 3.5寸 埼玉
15 シンビジウム シンビ　福の神（赤） 5F 徳島
16 シンビジウム シンビ　シェリーロマンス 6F 徳島
17 シンビジウム シンビジューム鉢 4F 徳島
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 2F6寸 愛知
20 シンビジウム シンビ　福娘（濃桃） 3F8寸 長野
21 シンビジウム シンビ　パームラインルナ（Ｇ） 5F 徳島
22 シンビジウム シンビ　ピンクペルペチュエル（白） 5F 徳島
23 シンビジウム シンビ　恋の予感（Ｗ） 3F6寸 愛知
24 シンビジウム シンビ　恋の予感（Ｗ） 4F6寸 愛知
25 シンビジウム シンビ　夜想曲（緑） 2F7寸 静岡
26 シンビジウム シンビ　ショパンの調べ（緑） 4F 徳島
27 シンビジウム シンビ　そばにいるね（ピンク） 5F7寸 静岡
28 シンビジウム シンビ　気まぐれビーナス（ピンク） 3F7寸 静岡
29 シンビジウム シンビ　ゴールドシップ 4F7寸 静岡
30 シンビジウム シンビ　ゴールドシップ 3F6.5寸 静岡
31 胡蝶蘭 胡蝶蘭　混合 2FL5寸 愛知
32 胡蝶蘭 胡蝶蘭　ホワイトエース 3F7寸 愛知
33 薔薇　鉢 バラ鉢　混合 4寸 岐阜
34 ポインセチア ポイン　プリメロジングル 3寸 千葉
35 コニファー コニファー　サルフレア 8寸 千葉
36 花壇苗 苗（初雪カズラ） 3寸 静岡
37 花壇苗 苗（バコパ） 3寸 兵庫
38 花壇苗 苗（バコパ　スコーピアピンク） 3.5寸 千葉
39 パンジー苗 苗（パンジー　オレンジ） 3寸 静岡
40 パンジー苗 苗(パンジー　イエロー） 3寸 静岡
41 パンジー苗 苗（パンジー　赤） 3寸 静岡
42 パンジー苗 苗（パンジー　パープル） 3寸 静岡
43 パンジー苗 苗（パンジー） 3寸 静岡
44 パンジー苗 苗（パンジー　ローズウィズブロッチ） 3寸 静岡
45 パンジー苗 苗（パンジー　ネオンバイオレットブルーフェイス） 3寸 静岡
46 パンジー苗 苗（パンジー　ヨクサクスミレ） 3.5寸 静岡
47 パンジー苗 苗（パンジー　ピュアゴールデンイエロー） 3寸 静岡
48 ビオラ苗 苗（ビオラ　白） 3寸 静岡
49 ビオラ苗 苗（ビオラ　イエロージャンプアップ） 3寸 静岡
50 ビオラ苗 苗（ビオラ　イエロー） 3寸 静岡
51 ビオラ苗 苗（ビオラ　イエロー） 3寸 静岡
52 ビオラ苗 苗（ビオラ） 3寸 愛知
53 ビオラ苗 苗（ビオラ） 3寸 静岡
54 ビオラ苗 苗（ビオラ） 3寸 奈良



55 ビオラ苗 苗（ビオラ） 3寸 静岡
56 ビオラ苗 苗（ビオラ） 3寸 静岡
57 ビオラ苗 苗（ビオラ　ブルー） 3寸 静岡
58 ビオラ苗 苗（ビオラ　レッド） 3寸 静岡
59 ビオラ苗 苗（ビオラ　デニムジャンプアップ） 3寸 静岡
60 ビオラ苗 苗（ビオラ　ももか） 3.5寸 静岡
61 ビオラ苗 苗（ビオラ　ソルベデルフトブルー） 3寸 愛知
62 ビオラ苗 苗（ビオラ　ピエナ） 3寸 愛知
63 プリムラ苗 苗（プリムラ　ジュリアン） 3寸 石川
64 プリムラ苗 苗（プリムラ　ジュリアン） 3寸 埼玉
65 プリムラ苗 苗（ジュリアン　キャンディ） 3寸 埼玉
66 プリムラ苗 苗（ジュリアン　キャンディ） 3寸 岐阜
67 プリムラ苗 苗（メラコ　ローズ） 3寸 静岡
68 プリムラ苗 苗（ジュリアン　イルミネーション） 3寸 石川
69 プリムラ苗 苗（メラコ　古都さくら） 3.5寸 埼玉
70 ガーデンシクラメン苗 苗（ガーデンシクラメン） 3寸 兵庫
71 アリッサム苗 苗（アリッサム　白） 3寸 埼玉
72 アリッサム苗 苗（アリッサム） 3寸 静岡
73 金魚草苗 苗（金魚草＊アンテリナム） 3寸 静岡
74 金魚草苗 苗（金魚草＊アンテリナム） 3寸 愛知
75 金魚草苗 苗（金魚草　トゥイニー） 3.5寸 愛知
76 テルスター苗 苗（テルスター） 3寸 愛知
77 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
78 草花苗 苗（カスミ草　ジプシー*ピンク） 3.5寸 愛知
79 草花苗 苗（ストック　一重） 3寸 兵庫
80 草花苗 苗（ストック　一重） 3寸 静岡
81 草花苗 苗（ムルチコーレ） 3寸 静岡
82 草花苗 苗（ネメシア） 3.5寸 愛知
83 草花苗 苗（ユリオプスデージー） 3.5寸 岐阜
84 草花苗 苗（マトリカリア） 3.5寸 愛知
85 草花苗 苗（イベリス） 3寸 埼玉
86 草花苗 苗（イベリス） 3寸 埼玉
87 草花苗 苗（オキザリス） 3.5寸 千葉
88 草花苗 苗（花かんざし　白） 3.5寸 埼玉
89 草花苗 苗（カルーナブルガリス） 3寸 千葉
90 草花苗 苗（ユリオプスデージー　ボビー） 3.5寸 岐阜
91 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　切花用） 3寸 奈良
92 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹） 3寸 静岡
93 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹） 3寸 岐阜
94 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹） 3寸 兵庫
95 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹） 3.5寸 兵庫
96 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　ちりめん） 4寸 石川
97 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　丸葉） 3寸 静岡
98 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　丸葉） 4寸 埼玉
99 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　ミニ） 2.5寸 兵庫
100 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　ミニ） 1寸・2寸 兵庫
101 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　プラチナケール） 3寸 愛知
102 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　カクテルパーティー） 3寸 兵庫
103 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　恋姿） 3.5寸 埼玉
104 ハーブ苗 苗（ミント） 3寸 静岡
105 多肉苗 苗（多肉植物・サキュレント） 2寸 静岡
106 花芽 福寿草 1芽
107 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
108 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
109 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
110 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



111 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
112 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
113 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
114 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
115 ビオラ苗 デュオミックス 3.5寸 愛知
116 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
117 パンジー苗 つのたんパンジーフリル咲　イエローシェード 3寸 愛知
118 寄せ植え鉢 9寸 愛知
119 葉牡丹　苗 ハボタン　丸葉 特大
120 花木　苗 ギョリュウバイ 3寸
121 花木　苗 サクラギョリュウバイ 3.5寸
122 花モモ 照手桃　　　赤・白・ピンク 5.5寸
123 花モモ 立源平桃・シダレ源平桃 5.5寸
124 花モモ 菊桃 5.5寸
125 花ウメ 思いのまま 盆栽
126 花ウメ しだれ梅 6寸
127 サクラ 仙台しだれ桜 6寸
128 花木　苗　カルミア エルフ、ヤンキードードル、バイオニア、サラ、 5寸
129 花木　苗　カルミア ウィロークレスト、レッドクラウン、ピンクボール 5寸
130 花木　苗 伊勢日陰つつじ 4寸
131 花木　苗　ボタン ハイヌーン（黄）、黄冠（黄）、島大臣（紫） 7寸
132 花木　苗　ボタン 新扶桑司（白）、新日月錦（赤）、明日香（ピンク） 7寸
133 花苗　　　シャクヤク バンカーヒル、ポーラフェイ、アメリカ、セレブリティ 4寸
134 花苗　　　シャクヤク ダッチェスドネムール、エンジェルチークス、 4寸
135 花苗　　　シャクヤク フェスティバマキシム 4寸
136 花木　苗 西洋シャクナゲ　　ダフティックローズ 6寸
137 花木　苗 常緑ヤマボウシ　リトルルビー 4.5寸
138 庭木　苗 本サカキ 3.5寸
139 庭木　苗 ヒサカキ 3.5寸
140 竹　苗 朱竹 6寸
141 果樹苗　いちじく 久留米くろみつ、久留米ばさろ、久留米くろあま 4寸
142 果樹苗　ブルーベリーラビットアイ系 4寸

　ブルーシャワー、フェスティバル、ブライトウェル
　パウダーブルー、ホームベル、ティフブルー

143 果樹苗　ブルーベリーノーザンハイブッシュ系 4寸
　コリンズ、ブルーレイ、ディユーク、ダロウブルー
　ブリジッタ、ネルソン、スパークブルー、ブルージェイ

144 果樹苗　みかん 石地みかん

胡蝶蘭

胡蝶蘭　混合

シクラメン　6寸
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