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伝票 品目 品種 等級 産地
1 シクラメン シクラメン鉢 5寸 愛知
2 シクラメン シクラメン　混合 5寸 岐阜
3 シクラメン シクラメン　Ｆ１ 4寸 茨城
4 シクラメン シクラメン　Ｆ１ 5寸 愛知
5 シクラメン シクラメン　パステル混合 B5寸 岐阜
6 シクラメン シクラメン　ピュアホワイト 6寸 愛知
7 シクラメン シクラメン　プルマージュピンク 6寸 茨城
8 シクラメン シクラメン　ルチア 6寸 茨城
9 ヒヤシンス ヒヤシンス鉢 4寸 埼玉
10 プリムラ プリムラ　オブコニカ　リブレ 4寸 茨城
11 マーガレット鉢 マーガレット　混合 4寸 埼玉
12 マーガレット鉢 マーガレット　ｼﾝﾌﾟﾘｰｺｰﾗﾙ＊ﾌｪｱﾘｰﾀﾞﾝｽｼﾝﾌﾟﾘｰｺｰﾗﾙ4寸 埼玉
13 シンビジウム シンビ　ビビアン 8F尺2 静岡
14 シンビジウム シンビジューム鉢 5F6寸 高知
15 シンビジウム シンビジューム鉢 4F6.5寸 徳島
16 シンビジウム シンビジューム鉢 5F6.5寸 徳島
17 シンビジウム シンビ　ミルクティ 6F7寸 静岡
18 シンビジウム シンビ　ピンクペルペチュエル（白） 5F 徳島
19 シンビジウム シンビ　そばにいるね（ピンク） 5F7寸 静岡
20 シンビジウム シンビ　気まぐれビーナス（ピンク） 3F7寸 静岡
21 シンビジウム シンビ　夢咲あんない 5F8寸 徳島
22 シンビジウム シンビ　ゴールドシップ 8F尺2 静岡
23 胡蝶蘭 胡蝶蘭　混合 1F3.5寸 愛知
24 エリカ鉢 ジャノメエリカ鉢 4寸 愛知
25 ポインセチア ポイン　プリメロジングル 5寸 茨城
26 その他花木鉢 クリスマスホーリー　鉢 5寸 埼玉
27 葉牡丹　鉢 葉ぼたん　寄植・セット 9寸 兵庫
28 葉牡丹　鉢 葉ぼたん　寄植・セット 6寸 兵庫
29 葉牡丹　鉢 葉ぼたん　お江戸小町 6寸 栃木
30 カランコエ カランコエ　カランディーバ 5.5寸 埼玉
31 シャコバ シャコバ*デンマークカクタス鉢 5寸 埼玉
32 その他多肉鉢 多肉植物　桜花月 5寸 愛知
33 パンジー苗 苗（パンジー） 3寸 静岡
34 パンジー苗 苗（パンジー） 3寸 静岡
35 パンジー苗 苗（パンジー） 3寸 静岡
36 ビオラ苗 苗（ビオラ　ジャンプアップ） 3寸 愛知
37 ビオラ苗 苗（ビオラ　イエロー） 3寸 静岡
38 ビオラ苗 苗（ビオラ　オレンジ） 3寸 静岡
39 ビオラ苗 苗（ビオラ） 3寸 静岡
40 ビオラ苗 苗（ビオラ） 3寸 静岡
41 ビオラ苗 苗（ビオラ　ももか） 3.5寸 静岡
42 プリムラ苗 苗（ジュリアン　キャンディ） 3.5寸 埼玉
43 プリムラ苗 苗（ジュリアン　キャンディ） 3寸 岐阜
44 ガーデンシクラメン苗 苗（ガーデンシクラメン） 3寸 兵庫
45 ガーデンシクラメン苗 苗（ガーデンシクラメン　F1） 3寸 奈良
46 アリッサム苗 苗（アリッサム） 3寸 埼玉
47 アリッサム苗 苗（アリッサム） 3寸 静岡
48 金魚草苗 苗（金魚草＊アンテリナム） 3寸 静岡
49 テルスター苗 苗（テルスター） 3寸 愛知
50 草花苗 苗（白妙菊　シルバーレース） 3寸 静岡
51 草花苗 苗（ユリオプスデージー） 3.5寸 岐阜
52 草花苗 苗（ユリオプスデージー） 3寸 愛知
53 草花苗 苗（スイートピー） 3寸 愛知
54 草花苗 苗（ネモフィラ） 3寸 静岡



55 草花苗 苗（スターチス） 3寸 愛知
56 草花苗 苗（シルバーレース） 3寸 愛知
57 草花苗 苗（ナデシコ（撫子）*ダイアンサス） 3寸 静岡
58 草花苗 苗（イベリス） 3寸 埼玉
59 草花苗 苗（花かんざし　白） 3.5寸 埼玉
60 草花苗 苗（ビデンス　ゴールデンエンパイア） 3.5寸 埼玉
61 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹） 3寸 兵庫
62 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹） 3寸 静岡
63 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹） 3寸 愛知
64 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹） 2.5寸 兵庫
65 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　ちりめん赤） 4寸 石川
66 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　ちりめん白） 4寸 石川
67 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　ベビースマイル） 3寸 兵庫
68 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　光子ロイヤル） 3寸 兵庫
69 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　光子プレミアム） 3寸 兵庫
70 花木苗 苗（南天　白） 3寸 愛知

☆店内の様子☆

お歳暮やクリスマスに
　　　　　　いかがですか



プリムラオブコニカ マーガレット ガーデンシクラメン

イベリス ヒデンス　ゴールデンエンパイア 白妙菊

ユリオプスデージー 桜花月 クリスマスホーリー

葉牡丹 葉牡丹 葉牡丹

葉牡丹寄植 パンジー・ビオラ プリムラジュリアン


