
2022/9/1
伝票 品目 品種 等級 産地

1 菊類　鉢 風車菊　鉢 5寸 愛知
2 菊類　鉢 スプレー菊　鉢 4寸 愛知
3 菊類　鉢 エクセレントマム　ピコ 5寸 埼玉
4 菊類　鉢 ヨダーガーデンマム鉢 7寸 愛知
5 菊類　鉢 ヨダーガーデンマム　ウルスラ 7寸 愛知
6 ゼラニウム ヒューケラ鉢　ドルチェ 4寸 埼玉
7 草花鉢 野ボタン　コートダジュール 5寸 埼玉
8 草花鉢 秋明菊　白　 5寸 茨城
9 草花鉢 スピードリオン　鉢 4寸 埼玉

10 胡蝶蘭 胡蝶蘭　混合 2FL5寸 愛知
11 胡蝶蘭 胡蝶蘭　ホワイトエース 3F8寸 愛知
12 胡蝶蘭 胡蝶蘭　恋姫 3F 愛知
13 アザレア（西洋躑躅） アザレア鉢 4寸 新潟
14 サンタンカ　鉢 サンタンカ　スーパーキング 5寸 愛知
15 薔薇　鉢 バラ鉢　混合 3.5寸 岐阜
16 その他花木鉢 はぎ（萩）鉢 6寸 埼玉
17 ゴム カシワバゴム＊リラータ鉢 枝6寸 千葉
18 クワズイモ クワズイモ*オドラ鉢 6寸 愛知
19 ドラセナ ドラセナ　サンデリアーナ 8寸 千葉
20 ドラセナ ブラキキトン鉢 尺 鹿児島
21 ポトス ポトス　ヘゴ付 尺 茨城
22 ポトス ポトス　ヘゴ付 8寸 茨城
23 モンステラ マドカズラ＊フリードリヒスターリー 7寸 千葉
24 やし　類 ミエミツヤシ鉢 7寸 鹿児島
25 その他観葉鉢 コーヒーの木鉢 7寸 愛知
26 シャコバ シャコバ*デンマークカクタス鉢 4寸 埼玉
27 シャコバ シャコバ*デンマークカクタス鉢 5寸 埼玉
28 果樹　鉢 ブルーベリー鉢 5寸 愛知
29 果樹　鉢 ブルーベリー鉢 5寸 愛知
30 果樹　鉢 ブルーベリー　サザンハイブッシュ 5寸 愛知
31 山野草　鉢 白玉星草鉢 4寸 新潟
32 マリーゴールド苗 苗（マリーゴールド） 3寸 愛知
33 日々草（ビンカ）苗 苗（日々草＊ビンカ） 3寸 奈良
34 日々草（ビンカ）苗 苗（日々草　タイタン） 3寸 静岡
35 ベゴニア苗 苗（ベコニアセンパ） 3寸 静岡
36 ベゴニア苗 苗（球根ベコニア　ノンストップモカ） 3.5寸 茨城
37 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
38 金魚草苗 苗（金魚草　キャンディートップス） 3寸 愛知
39 ゼラニウム苗 苗（ゼラニューム） 3.5寸 兵庫
40 テルスター苗 苗（テルスター） 3寸 奈良
41 百日草（ジニア）苗 苗（ジニア　プロフュージョン） 3.5寸 静岡
42 百日草（ジニア）苗 苗（ジニア　ダブルザハラ） 3.5寸 静岡
43 ペンタス苗 苗（ペンタス） 3寸 奈良
44 ペンタス苗 苗（ペンタス） 3.5寸 愛知
45 草花苗 苗（浜菊） 3.5寸 埼玉
46 草花苗 苗（段菊＊カリオプテリス） 3.5寸 埼玉
47 草花苗 苗（ヒポエステス） 2.5寸 埼玉
48 草花苗 苗（コスモス） 4寸 静岡
49 草花苗 苗（コスモス） 3.5寸 静岡
50 草花苗 苗（桔梗＊キキョウ） 3寸 兵庫
51 草花苗 苗（桔梗＊キキョウ） 3寸 兵庫
52 草花苗 苗（ケイトウ＊セロシア） 3寸 静岡
53 草花苗 苗（アマランサス） 3.5寸 埼玉
54 草花苗 苗（黄花コスモス） 3.5寸 茨城



55 草花苗 苗（宿根アスター　ビクトリア） 3寸 岐阜
56 草花苗 苗（ジュズサンゴ＊ルージュプランツ） 3.5寸 愛知
57 草花苗 苗（ラゴディア　ハスタータ*ホワイトソルトブッシュ2.5寸 兵庫
58 草花苗 苗（ナデシコ　スープラ） 3.5寸 埼玉
59 草花苗 苗（プランパーゴ　インディカ） 3寸 岐阜
60 草花苗 苗（チョコレートコスモス　チョカモカ） 3.5寸 埼玉
61 草花苗 苗（ルエリア　トロピックスター） 3.5寸 茨城
62 ハーブ苗 苗（オレガノ　ケントビューティ） 3寸 岐阜
63 ハーブ苗 苗（ラベンダー） 3寸 静岡
64 ハーブ苗 苗（ハーブ） 3寸 兵庫
65 観葉苗 苗（ウイルマ） 3寸 静岡
66 果樹　苗 苗（苺　テラスベリー紅香） 3寸 千葉
67 果樹　苗 苗（苺　テラスベリー桜香） 3寸 千葉
68 野菜　苗 苗（ブロッコリー） 3寸 静岡
69 野菜　苗 苗（ブロッコリー　緑嶺） 3寸 静岡
70 園芸商品 虫類．魚類 愛知
71 花木苗 酔芙蓉 4寸
72 多肉植物 花月セット 4寸

ロマリア
縞葉蘭 アルテシーマ

プルメリア ガジュマル
≪おすすめ≫可愛い陶器鉢に植替えました



花月 マドカズラ 酔芙蓉

白玉星草 イチゴ　
テラスベリー

コーヒーの木

菊　ヨダーマム7寸 菊　エクセレントピコ 菊

 スプレー菊 野ボタン 浜菊

≪只今半額セール中≫

観葉植物 ハイビスカス


