
2022/8/25
伝票 品目 品種 等級 産地
1 ガーベラ鉢 ガーベラ鉢 4寸 岐阜
2 菊類　鉢 スプレー菊　鉢 4寸 愛知
3 セントポーリア センポリ　オプチマラ 3.5寸 岐阜
4 草花鉢 グロキシニア鉢 4寸 栃木
5 草花鉢 コスモス鉢 4寸 静岡
6 草花鉢 アスター鉢 4寸 栃木
7 草花鉢 アネモネ　秋明菊（シュウメイキク）鉢 5寸 茨城
8 草花鉢 アスター　ビクトリア 4寸 茨城
9 草花鉢 チョコレートコスモス　ショコラ 5寸 兵庫
10 草花鉢 ケイトウ　ケロス 4寸 茨城
11 胡蝶蘭 胡蝶蘭　ホワイトエース 3F7寸 愛知
12 胡蝶蘭 胡蝶蘭　ホワイトエース 3F 愛知
13 胡蝶蘭 胡蝶蘭　湖衣姫 3F3L8寸 愛知
14 胡蝶蘭 胡蝶蘭　恋姫 3F 愛知
15 花木鉢 苗（ピトス　テヌイフォリウム） 3寸 岐阜
16 ポトス ポトス鉢 5寸 岐阜
17 カランコエ カランコエ鉢 4寸 岐阜
18 ハーブ ハーブ　アロマティカス 3.5寸 愛知
19 「苗物」 苗（プリムローズジャスミン） 2.5寸 兵庫
20 「苗物」 苗（千日紅　ラブラブラブ） 3.5寸 兵庫
21 花壇苗 苗（初雪カズラ） 3寸 兵庫
22 サルビア苗 苗（サルビア　レウカンサ） 3.5寸 栃木
23 サルビア苗 苗（サルビア　ファリナセア＊ブルーサルビア） 3寸 静岡
24 サルビア苗 苗（宿根サルビア） 3.5寸 兵庫
25 マリーゴールド苗 苗（マリーゴールド　八重） 3寸 兵庫
26 マリーゴールド苗 苗（マリーゴールド　八重） 3寸 兵庫
27 日々草（ビンカ）苗 苗（日々草＊ビンカ） 3寸 静岡
28 日々草（ビンカ）苗 苗（日々草＊ビンカ） 3寸 兵庫
29 日々草（ビンカ）苗 苗（日々草＊ビンカ） 3寸 静岡
30 日々草（ビンカ）苗 苗（日々草＊ビンカ） 3.5寸 兵庫
31 日々草（ビンカ）苗 苗（日々草　タイタン） 3寸 静岡
32 日々草（ビンカ）苗 苗（日々草　ニルバーナ） 3.5寸 兵庫
33 ペチュニア苗 苗（カリブラコア　ノーヴァ） 3.5寸 栃木
34 ペチュニア苗 苗（ペチニア　華劇） 4寸 兵庫
35 ペチュニア苗 苗（ペチニア　華劇） 3.5寸 兵庫
36 ペチュニア苗 苗（カリブラコア　ティフォシーダブル） 3.5寸 栃木
37 ベゴニア苗 苗（ベコニアセンパ） 3.5寸 静岡
38 ベゴニア苗 苗（ベコニアセンパ） 3寸 静岡
39 ベゴニア苗 苗（ベコニアセンパ） 3寸 静岡
40 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
41 アキランサス苗 苗（アルテルナンセラ　レッドフラッシュ） 3寸 岐阜
42 アメリカンブルー苗 苗（アメリカンブルー*エボルブルス） 3寸 静岡
43 インパチェンス苗 苗（インパチェンス） 3寸 兵庫
44 ガザニア苗 苗（ガザニア） 3寸 山梨
45 金魚草苗 苗（金魚草　キャンディートップス） 3寸 愛知
46 コリウス苗 苗（コリウス） 3寸 静岡
47 ゼラニウム苗 苗（ゼラニューム） 3.5寸 兵庫
48 百日草（ジニア）苗 苗（ジニア　プロフュージョン） 3寸 兵庫
49 百日草（ジニア）苗 苗（ジニア　プロフュージョン） 3寸 静岡
50 百日草（ジニア）苗 苗（ジニア　プロフュージョン） 3.5寸 静岡
51 ペンタス苗 苗（ペンタス） 3寸 奈良
52 草花苗 苗（桔梗　アストラ） 3.5寸 兵庫
53 草花苗 苗（五色トウガラシ*観賞用） 3.5寸 愛知
54 草花苗 苗(ルリマツリモドキ　ブルーサファイヤ） 3寸 兵庫



55 草花苗 苗（ねこのヒゲ） 3寸 兵庫
56 草花苗 苗（アスター　ステラ） 3寸 奈良
57 草花苗 苗（クロサンドラ） 3.5寸 兵庫
58 草花苗 苗（ランタナ） 3寸 兵庫
59 草花苗 苗（クルクマ） 3寸 岐阜
60 草花苗 苗（コスモス） 3.5寸 静岡
61 草花苗 苗（桔梗＊キキョウ） 3寸 兵庫
62 草花苗 苗（ケイトウ＊セロシア） 3寸 静岡
63 草花苗 苗（松葉牡丹） 3寸 山梨
64 草花苗 苗（ナデシコ（撫子）*ダイアンサス） 3寸 静岡
65 草花苗 苗（コキア＊ほうき草） 4寸 愛知
66 草花苗 苗（アネモネ　秋明菊） 4寸 岐阜
67 草花苗 苗（アスクレピアス＊トウワタ） 3.5寸 茨城
68 草花苗 苗（黄花コスモス） 3寸 静岡
69 草花苗 苗（五色トウガラシ　ブラックパール） 2.5寸 兵庫
70 草花苗 苗（五色トウガラシ　ヒットパレード） 3寸 岐阜
71 草花苗 苗（ケイトウ　スマートルック） 3.5寸 兵庫
72 草花苗 苗（ペニセタム　ｾﾀｹｳﾑﾙﾌﾞﾗﾑ＊ﾊﾟｰﾌﾟﾙﾌｧｳﾝﾃﾝｸﾞﾗｽ） 3.5寸 岐阜
73 草花苗 苗（ユーパトリウム） 3寸 静岡
74 草花苗 苗（ケイトウ　ケロスマゼンタ） 3.5寸 兵庫
75 ハーブ苗 苗（スイートバジル） 3.5寸 愛知
76 ハーブ苗 苗（チェリーセージ*ミクロフィラ） 3寸 兵庫
77 ハーブ苗 苗（ローズマリー） 3寸 静岡
78 ハーブ苗 苗（ラベンダー） 3寸 静岡
79 観葉苗 苗（ワイヤープランツ） 3.5寸 愛知
80 花木苗 苗（グニーユーカリ＊サイダーガム＊コマルバユーカリ 3.5寸 兵庫
81 野菜　苗 苗（白菜　無双） 3寸 愛知
82 野菜　苗 苗（キャベツ　初秋） 3寸 愛知
83 野菜　苗 苗（白菜　金将2号） 3寸 愛知
84 野菜　苗 苗（芽キャベツ*子持ちキャベツ　早生） 3寸 静岡
85 野菜　苗 苗（キャベツ　早生　秋徳SP） 2.5寸 福井
86 野菜　苗 苗（キャベツ　中早生　彩風） 2.5寸 福井
87 野菜　苗 苗（キャベツ　晩生　四季穫） 2.5寸 福井
88 野菜　苗 苗（キャベツ　春どり　湖水） 2.5寸 福井
89 野菜　苗 苗（タケノコ形キャベツ　みさき） 2.5寸 福井
90 野菜　苗 苗（キャベツ　グリーンボール（丸キャベツ）ジャンヌ） 2.5寸 福井
91 野菜　苗 苗（レタス　結球レタス　極早生シスコ） 2.5寸 福井
92 野菜　苗 苗（レタス　サニーレタス　レッドファイヤー） 2.5寸 福井
93 野菜　苗 苗（レタス　リーフレタス　グリーンウェーブ） 2.5寸 福井
94 野菜　苗 苗（レタス　焼肉用レタス　チマサンチュ） 2.5寸 福井
95 野菜　苗 苗（ハクサイ　早生　耐病六十日） 2.5寸 福井
96 野菜　苗 苗（ハクサイ　中生　金将二号） 2.5寸 福井
97 野菜　苗 苗（ハクサイ　中早生　黄芯系　黄ごころ75） 2.5寸 福井
98 野菜　苗 苗（ハクサイ　中晩生　冬峠） 2.5寸 福井
99 野菜　苗 苗（ハクサイ　タケノコ形　プチヒリ） 2.5寸 福井
100 野菜　苗 苗（ブロッコリー　中早生　緑嶺） 2.5寸 福井
101 野菜　苗 苗（ブロッコリー　晩生　エンデバーSP） 2.5寸 福井
102 野菜　苗 苗（ブロッコリー　スティックセニョール） 2.5寸 福井
103 野菜　苗 苗（カリフラワー　早生　スノークラウン） 2.5寸 福井
104 野菜　苗 苗（カリフラワー　オレンジブーケ） 2.5寸 福井
105 野菜　苗 苗（カリフラワー　バイオレットクイーン） 2.5寸 福井
106 その他園芸商品 虫類．魚類 愛知



培養土：栽培名人の土 培養土：土太郎 培養土

化成肥料：888 化成肥料：そ菜5号

化成肥料：ミヤマクリーン

化成肥料：イーグルチャンス
堆肥：牛ふん 堆肥：鶏糞

油かす 消石灰 消石灰



専用の土いろいろ

ブルーベリーの土 さし芽種まきの土 イチゴの土

ハーブ・香草の土 洋ランの培養土 バラの培養土

植木鉢

植木鉢（とこなめ） 植木鉢（とこなめ）


