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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　パステル 5寸 千葉
2 シクラメン シクラメン　混合 6寸 茨城
3 シクラメン シクラメン　Ｆ１ 5寸 茨城
4 シクラメン シクラメン　パステル混合 5寸 栃木
5 シクラメン ミニシクラメン　アルーレ 6寸 茨城
6 ベゴニア リーガースベコニア　鉢 5寸 埼玉
7 水仙鉢 水仙鉢　テタテート 4寸 新潟
8 シンビジウム シンビ　混合 2F5寸 高知
9 薔薇　鉢 ミニバラ　混合 3.5寸 愛知
10 ポインセチア ポインセチア鉢 4寸 愛知
11 ポインセチア ポイン　フェラーラ 5寸 茨城
12 多肉鉢 多肉植物・サキュレント鉢 鹿児島
13 果樹　鉢 ブルーベリー鉢 5寸 埼玉
14 万年青　鉢 万年青（おもと）鉢 6寸 埼玉
15 花壇苗 苗（カンパニュラ　メリーベル） 3寸 茨城
16 パンジー苗 苗（パンジー） 3寸 静岡
17 パンジー苗 苗（パンジー　虹色スミレ） 3.5寸 静岡
18 パンジー苗 苗（パンジー　ヨクサクスミレ） 3.5寸 静岡
19 ビオラ苗 苗（ビオラ　イエロー） 3寸 静岡
20 ビオラ苗 苗（ビオラ　オレンジジャンプアップ） 3寸 愛知
21 ビオラ苗 苗（ビオラ） 3寸 静岡
22 ビオラ苗 苗（ビオラ　ももか） 3.5寸 静岡
23 プリムラ苗 苗（プリムラ　ジュリアン） 3寸 埼玉
24 プリムラ苗 苗（ジュリアン　キャンディ） 3寸 埼玉
25 プリムラ苗 苗（ジュリアン　キャンディ） 3寸 埼玉
26 プリムラ苗 苗（ジュリアン　八重） 3寸 埼玉
27 ガーデンシクラメン苗 苗（ガーデンシクラメン） 3寸 千葉
28 ガーデンシクラメン苗 苗（ガーデンシクラメン） 3寸 兵庫
29 ガーデンシクラメン苗 苗（ガーデンシクラメン） 2寸 兵庫
30 ガーデンシクラメン苗 苗（ガーデンシクラメン　フレーム） 3寸 兵庫
31 アリッサム苗 苗（アリッサム　白） 3寸 埼玉
32 アリッサム苗 苗（アリッサム） 3寸 静岡
33 アリッサム苗 苗（アリッサム） 3寸 愛知
34 金魚草苗 苗（金魚草＊アンテリナム） 3寸 静岡
35 金魚草苗 苗（金魚草＊アンテリナム） 3寸 兵庫
36 ポインセチア苗 苗（ポインセチア） 3寸 兵庫
37 草花苗 苗（ユーホルビア　白雪姫） 3寸 静岡
38 草花苗 苗（ストック　一重） 3寸 兵庫
39 草花苗 苗（レウシア） 3.5寸 埼玉
40 草花苗 苗（ユリオプスデージー） 3.5寸 岐阜
41 草花苗 苗（白妙菊＊ダスティーミラー） 3寸 埼玉
42 草花苗 苗（ガーベラ） 3.5寸 愛知
43 草花苗 苗（ネモフィラ） 3寸 静岡
44 草花苗 苗（金盞花＊カレンジュラ） 3.5寸 埼玉
45 草花苗 苗（シルバーレース） 3寸 愛知
46 草花苗 苗（ナデシコ（撫子）*ダイアンサス） 3寸 愛知
47 草花苗 苗（イベリス） 3寸 埼玉
48 草花苗 苗（宿根ネメシア） 3寸 静岡
49 草花苗 苗（宿根ネメシア） 3.5寸 埼玉
50 草花苗 苗（金盞花　オレンジ） 3寸 愛知
51 草花苗 苗（ルピナス　ピクシーデライト） 3寸 茨城
52 草花苗 苗（ユリオプスデージー　ボビー） 3.5寸 岐阜
53 草花苗 苗（ストック　ベイビー） 3寸 奈良
54 草花苗 苗（ビデンス　ゴールデンエンパイア） 3.5寸 埼玉



55 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　切花用） 2.5寸 兵庫
56 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹） 3寸 静岡
57 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹） 4寸 兵庫
58 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹） 3.5寸 埼玉
59 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹） 3寸 兵庫
60 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　丸葉） 3寸 奈良
61 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　丸葉） 4寸 石川
62 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　ダイヤモンド） 3.5寸 兵庫
63 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　カクテルパーティー） 3.5寸 兵庫
64 果樹　苗 苗（ブルーベリー） 4.5寸 埼玉
65 野菜　苗 苗（パセリ） 3寸 静岡
66 野菜　苗 苗（九条ネギ 九条太） 3寸 愛知
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　　　私たちと一緒に　
　　　働きませんか？

ユーフォルビア　白雪姫

ハボタン　色々

水仙　テタテート

かすみ草　ジプシー ﾋﾞﾃﾞﾝｽ　ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｴﾝﾊﾟｲﾔ

ジュリアン　バラ咲

ジュリアン　フリル咲

アリッサム

パンジー

ビオラブルーベリー　ピンクレモネード

ネリネ　ダイヤモンドリリー


