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伝票 品目 品種 等級 産地
1 菊類　鉢 ヨダーガーデンマム　ウルスラ 7寸 愛知
2 草花鉢 グロキシニア　八重咲 4寸 栃木
3 草花鉢 野ボタン　コートダジュール 5寸 新潟
4 草花鉢 フランネルフラワー　フェアリーホワイト 3.5寸 岐阜
5 草花鉢 プレクトランサス　ケープエンジェルダークピンク 5寸 茨城
6 胡蝶蘭 胡蝶蘭　ホワイトエース 3F7寸 愛知
7 胡蝶蘭 胡蝶蘭　ホワイトエース 3F7寸 愛知
8 バンダ鉢 バンダ　ロバーツデライト 1F7寸 岐阜
9 バンダ鉢 バンダ　ソムスリグローリー 1F7寸 岐阜
10 アンスリウム アンスリューム鉢（寄せ植え）　 7寸 静岡
11 サンスベリア サンス　スパーバ*キングローレンチ 小5寸 静岡
12 ドラセナ ドラセナ　マッサン 8寸 鹿児島
13 カランコエ カランコエ鉢 5寸 埼玉
14 シャコバ シャコバ　コンペイトウ 3.5寸 愛知
15 苗物 苗（プラチア*プラティア） 2.5寸 埼玉
16 苗物 苗（大文字草） 3寸
17 サルビア苗 苗（サルビア） 3.5寸 兵庫
18 日々草（ビンカ）苗 苗（日々草　混合）　 3.5寸 山梨
19 ペチュニア苗 苗（ペチニア　華劇） 3.5寸 兵庫
20 シクラメン苗 苗（ミニシクラメン　ベラノ） 3寸 茨城
21 ベゴニア苗 苗（球根ベコニア　ノンストップモカ） 3.5寸 埼玉
22 アキランサス苗 苗（アルテルナンセラ＊ツルノゲイトウ） 3寸 兵庫
23 アリッサム苗 苗（アリッサム　フロスティーナイト） 3.5寸 埼玉
24 菊苗 苗（ボサ菊） 3.5寸 埼玉
25 菊苗 苗（秋咲菊苗） 3.5寸
26 コリウス苗 苗（コリウス） 3寸 静岡
27 ゼラニウム苗 苗（もみじ葉ゼラニューム*バンクーバーセンティニア 3.5寸 埼玉
28 百日草（ジニア）苗 苗（ジニア　プロフュージョン） 3寸 静岡
29 ペンタス苗 苗（ペンタス） 3.5寸 静岡
30 草花苗 苗（西洋岩南天） 3寸 兵庫
31 草花苗 苗（桔梗　アストラ） 3.5寸 兵庫
32 草花苗 苗（つりがね草） 3寸 兵庫
33 草花苗 苗（友禅菊　紫） 3寸 岐阜
34 草花苗 苗（コレオプシス） 3.5寸 兵庫
35 草花苗 苗（イレシネ） 3寸 岐阜
36 草花苗 苗（ヒポエステス） 2.5寸 埼玉
37 草花苗 苗（ナデシコ（撫子）*ダイアンサス） 埼玉
38 草花苗 苗（ケイトウ　キャンドル） 3.5寸 埼玉
39 草花苗 苗（五色トウガラシ　ブラックパール） 2.5寸 兵庫
40 草花苗 苗（ケイトウ　フレッシュルック） 3.5寸 静岡
41 草花苗 苗（ユーフォルビア　Ｄフロスト） 2.5寸 奈良
42 草花苗 苗（矢車草・セントーレア　ギムノカルパ） 2.5寸 兵庫
43 草花苗 苗（宿根アスター　ミステリーレディ） 3.5寸 埼玉
44 草花苗 苗（クジャクアスター　八重） 4寸
45 草花苗 苗（ダリア　みっちゃん） 4寸 埼玉
46 草花苗 苗（ナデシコ　ダッシュクリムゾン） 3寸 岐阜
47 草花苗 苗（桃式部・ももしきぶ） 3寸 岐阜
48 草花苗 苗（パンジー） 3寸
49 ハーブ苗 苗（スープセロリ*キンサイ） 3寸 静岡
50 ハーブ苗 苗（ハーブ） 3寸 兵庫
51 観葉苗 苗(アルテルナンセラ　マーブルクイーン) 3寸 岐阜
52 花壇苗 苗（イエローエンゼル） 3.5寸 埼玉
53 花木苗 苗（ヤブラン　斑入り*ノシメラン） 3.5寸 埼玉
54 花木苗 苗（エリカ　バレリーグリフィス） 3寸 福岡



55 野菜　苗 苗（白菜　無双） 3寸 静岡
56 野菜　苗 苗（白菜　金将2号） 3寸 愛知
57 野菜　苗 苗（白菜　王将） 3寸 静岡
58 野菜　苗 苗（ケール） 3寸 愛知
59 野菜　苗 苗（ブロッコリー　スティックセニョール） 3寸 静岡
60 野菜　苗 苗（白菜　黄ごころ８５） 2.5寸 静岡
61 実成鉢 一才　ナツメ 6寸
62 実成鉢 ロウヤ柿　紅光 5寸
63 果樹苗　イチジク 久留米くろみつ・久留米くろあま・久留米ばさろ 4寸
64 果樹苗　オリーブ モライオロ・アルベギナ・ピッチョリーネ 7寸
65 果樹苗　ぶどう シャインマスカット 4.5寸
66 果樹苗　栗 ぽろたん 4.5寸
67 果樹苗　ブルーベリーピンクレモネード 4.5寸
68 果樹苗　ブルーベリーラビットアイ系　　　 4.5寸

　モンゴメリー・フェスティバル・ティフブルー・パウダーブルー
69 果樹苗　ブルーベリーサザンハイブッシュ系 4.5寸

　B.サンプソン・シャープブルー・ビロキシー・ジョージアジェム

　　久留米くろみつ 久留米くろあま

　　　　　　　　

　 久留米ばさろ　

イチジク

栗　ぽろたん

　　　　　　　　　　　　　オリーブ シャインマスカット

ブルーベリー 　　　　　　　　　　　　ブルーベリー ブルーベリー

ラビットアイ系 　　　　　　　　　サザンハイブッシュ系 ピンクレモネード



シャコバサボテン ヨダーガーデンマム　ウルスラ プレクトランサス

ミニシクラメン サンタンカ

バンダ

ロバーツデライト

ロウヤ柿　紅光 一才ナツメ

ドラセナ　マッサン

エリカ　バレリーグリフィス ダリア　みっちゃん

もみじ葉ゼラニューム フランネルフラワー クジャクアスター八重


