
2022/10/6
伝票 品目 品種 等級 産地

1 菊類　鉢 ケンガイ菊鉢 6寸 岐阜
2 菊類　鉢 菊鉢　カクテルマム 5.5寸 埼玉
3 菊類　鉢 ヨダーガーデンマム　ジジ 6寸 茨城
4 シクラメン シクラメン　Ｆ１ 5寸 栃木
5 ゼラニウム ゼラニューム　ピント 4寸 茨城
6 オンシジウム オンシ　アロハイワナガ 3FL6寸 高知
7 胡蝶蘭 胡蝶蘭鉢 3F7寸 愛知
8 胡蝶蘭 胡蝶蘭　湖衣姫 3F3L8寸 愛知
9 サンタンカ　鉢 サンタンカ*イクソラ鉢 5寸 愛知
10 ポインセチア プリンセチア鉢 5寸 千葉
11 花木鉢 フェイジョア　鉢 5寸 千葉
12 花木鉢 カッシア　鉢 6寸 愛知
13 花木鉢 金木犀鉢 6寸 埼玉
14 竹　鉢 ミリオンバンブー 7寸 千葉
15 ドラセナ ドラセナ　マッサン 尺 熊本
16 その他観葉鉢 ミニ観葉 2.5寸 愛知
17 その他多肉鉢 花きりん　八福神 4寸 静岡
18 花壇苗 苗（カンパ　メイ） 3寸 静岡
19 花壇苗 苗（初雪カズラ） 3寸 埼玉
20 パンジー苗 苗（パンジー） 3寸 静岡
21 パンジー苗 苗（パンジー） 3寸 静岡
22 パンジー苗 苗（パンジー　クリア） 3寸 愛知
23 パンジー苗 苗（パンジー　パシオ） 3寸 愛知
24 ビオラ苗 苗（ビオラ） 3寸 愛知
25 ビオラ苗 苗（ビオラ） 3寸 静岡
26 ビオラ苗 苗（ビオラ　ピエナ） 3寸 愛知
27 ビオラ苗 苗(ビオラ　ｿﾙﾍﾞｲｴﾛｰﾋﾟﾝｸｼﾞｬﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ*ｿﾙﾍﾞｲｴﾛｰﾋﾟﾝｸｳｨ) 3.5寸 山梨
28 プリムラ苗 苗（メラコ） 3寸 静岡
29 プリムラ苗 苗（ジュリアン　キャンディ） 3寸 埼玉
30 プリムラ苗 苗（メラコ　ローズ） 3寸 静岡
31 プリムラ苗 苗（メラコ　古都さくら） 3.5寸 埼玉
32 ガーデンシクラメン苗 苗（ガーデンシクラメン） 3寸 千葉
33 ガーデンシクラメン苗 苗（ガーデンシクラメン） 3寸 茨城
34 ガーデンシクラメン苗 苗（ガーデンシクラメン） 3寸 千葉
35 アキランサス苗 苗（アルテルナンセラ　播州） 2.5寸 兵庫
36 アキランサス苗 苗（アルテルナンセラ　播州） 2.5寸 兵庫
37 アリッサム苗 苗（アリッサム　スノークリスタル） 3寸 愛知
38 菊苗 苗（菊） 3.5寸 埼玉
39 金魚草苗 苗（金魚草＊アンテリナム） 3寸 静岡
40 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寸 兵庫
41 テルスター苗 苗（テルスター） 3寸 愛知
42 テルスター苗 苗（テルスター） 3寸 静岡
43 テルスター苗 苗（テルスター） 3寸 愛知
44 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
45 ペンタス苗 苗（ペンタス　ラッキースター） 3.5寸 静岡
46 草花苗 苗（チェッカーベリー） 3寸 兵庫
47 草花苗 苗（初恋草*レケナウルティア） 3寸 福岡
48 草花苗 苗（ストック　一重） 3.5寸 兵庫
49 草花苗 苗（アスター　ステラ） 3寸 奈良
50 草花苗 苗（ランタナ） 3寸 兵庫
51 草花苗 苗（ランタナ） 3寸 兵庫
52 草花苗 苗（リンドウ） 3寸 兵庫
53 草花苗 苗（友禅菊） 3.5寸 埼玉
54 草花苗 苗（コスモス） 3寸 愛知



55 草花苗 苗（都忘れ） 3.5寸 愛知
56 草花苗 苗（ケイトウ＊セロシア） 3.5寸 静岡
57 草花苗 苗（アサギリソウ） 3寸 岐阜
58 草花苗 苗（オキザリス　パーシーカラー） 3.5寸 埼玉
59 草花苗 苗(宿根アスター） 3寸 奈良
60 草花苗 苗（ナデシコ　ダイアナ） 3.5寸 愛知
61 草花苗 苗（ユーフォルビア　Ｄフロスト） 3.5寸 埼玉
62 草花苗 苗（ウィンターコスモス　イエローキューピット） 3.5寸 埼玉
63 草花苗 苗（オキザリス　桃の輝き） 3.5寸 埼玉
64 草花苗 苗（アスター　リボン・シリーズ） 3寸 静岡
65 草花苗 苗（ストック　ベイビー） 3.5寸 兵庫
66 草花苗 苗（ユーパトリウム） 3.5寸 岐阜
67 草花苗 苗（宿根アスター　ミステリーレディ） 3.5寸 愛知
68 草花苗 苗（ビデンス　ジュジュ） 3.5寸 静岡
69 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹） 3寸 静岡
70 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹） 3寸 静岡
71 ハーブ苗 苗（タイム　フォックスリー） 3寸 兵庫
72 観葉苗 苗（ウイルマ） 3寸 静岡
73 花木苗 苗（サザンクロス　ピンクスター*スターピンク） 3寸 長野
74 果樹　苗 苗（苺　章姫） 3寸 愛知
75 果樹　苗 苗（苺　レッドパール） 3寸 愛知
76 野菜　苗 苗（白菜　金将2号） 3寸 静岡
77 野菜　苗 苗（キャベツ　金系201） 3寸 静岡
78 野菜　苗 苗（キャベツ　金春） 3寸 静岡
79 野菜　苗 苗（白菜　王将） 3寸 静岡
80 野菜　苗 苗（橙カリフラワー　オレンジブーケ） 3寸 静岡
81 野菜　苗 苗（春菊） 3寸 静岡
82 野菜　苗 苗（ブロッコリー　スティックセニョール） 3寸 静岡
83 野菜　苗 苗（白菜　きらぼし） 3寸 静岡

ケンガイ菊鉢

ヨダーマム

カクテルマム
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シクラメン

サンタンカ



❤私たちと一緒に働いてみませんか❓

カッシア　『アンデスの乙女』

花きりん　『八福神』

初恋草

リンドウ

ハボタン

パンジー・ビオラ

アキランサス

サザンクロス

シモツケ

コンフューサー

モミジ

ソヨゴ


