
2022/12/15
伝票 品目 品種 等級 産地
1 シクラメン シクラメン　混合 5寸 愛知
2 シクラメン シクラメン　混合 5寸 栃木
3 シクラメン シクラメン　Ｆ１ 5寸 埼玉
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　ビクトリア 特級5寸 岐阜
6 シクラメン シクラメン　パステル混合 6寸 栃木
7 シクラメン シクラメン　冬桜*ワーリーギグ 特級5寸 岐阜
8 シクラメン シクラメン　ピポカ 5寸 栃木
9 シクラメン シクラメン　ロマネ 5寸 長野
10 ベゴニア リーガースベコニア　鉢 4寸 千葉
11 マーガレット鉢 マーガレット　エンジェリックジャイアントピンク 5寸 千葉
12 シンビジウム シンビ　ビビアン 4F7寸 静岡
13 シンビジウム シンビ　インザムード（濃Ｐ） 4F 静岡
14 シンビジウム シンビジューム鉢 5F 徳島
15 シンビジウム シンビジューム鉢 6F7寸 静岡
16 シンビジウム シンビジューム鉢 3F6.5寸 静岡
17 シンビジウム シンビジューム鉢 4F6.5寸 徳島
18 シンビジウム シンビジューム鉢 5F6.5寸 徳島
19 シンビジウム シンビジューム鉢 5F 静岡
20 シンビジウム シンビ　福娘（濃桃） 5F 静岡
21 シンビジウム シンビ　あんみつ姫薄化粧(薄ピンク) 3F6.5寸 静岡
22 シンビジウム シンビ　ワインシャワー（Ｒ） B5F7寸 静岡
23 シンビジウム シンビ　ディープインパクト（黄/赤） 3F 静岡
24 シンビジウム シンビ　ディープインパクト（黄/赤） 6F7寸 静岡
25 シンビジウム シンビ　ゴールドラッシュ（黄） 5F6.5寸 徳島
26 シンビジウム シンビ　夜想曲（緑） 3F7寸 静岡
27 シンビジウム シンビ　夜想曲（緑） 2F7寸 静岡
28 シンビジウム シンビ　ショパンの調べ（緑） 5F6寸 徳島
29 シンビジウム シンビ　そばにいるね（ピンク） 5F7寸 静岡
30 シンビジウム シンビ　リンダ（ピンク） 4F6.5寸 徳島
31 シンビジウム シンビ　ゴールドシップ 2F7寸 静岡
32 シンビジウム シンビ　ゴールドシップ 4F7寸 静岡
33 胡蝶蘭 胡蝶蘭　Ｖ3 3F7.5寸 愛知
34 胡蝶蘭 胡蝶蘭　ホワイトエース 3F7寸 愛知
35 エリカ鉢 ジャノメエリカ鉢 4寸 愛知
36 花木鉢 スキミア＊シキミア　鉢 3.5寸 兵庫
37 葉牡丹　鉢 葉ぼたん　寄植・セット 9寸 兵庫
38 葉牡丹　鉢 葉ぼたん　お江戸小町 特Ａ6寸 栃木
39 梅　鉢 盆栽　松竹梅 尺2 埼玉
40 梅　鉢 盆栽　松竹梅 8寸 埼玉
41 パンジー苗 苗（パンジー） 3寸 静岡
42 パンジー苗 苗（パンジー） 3寸 静岡
43 ビオラ苗 苗（ビオラ） 3寸 愛知
44 プリムラ苗 苗（プリムラ　ジュリアン） 3寸 石川
45 プリムラ苗 苗（ジュリアン　キャンディ） 3寸 岐阜
46 プリムラ苗 苗（ジュリアン　キャンディ） 3寸 埼玉
47 ガーデンシクラメン苗 苗（ガーデンシクラメン） 3寸 兵庫
48 ガーデンシクラメン苗 苗（ガーデンシクラメン） 3寸 兵庫
49 アリッサム苗 苗（アリッサム　スノークリスタル） 3寸 愛知
50 菊苗 苗（寒菊） 2.5寸 埼玉
51 金魚草苗 苗（金魚草＊アンテリナム） 3寸 愛知
52 テルスター苗 苗（テルスター） 3寸 奈良
53 草花苗 苗（白妙菊　シルバーダスト） 3寸 静岡
54 草花苗 苗（ユリオプスデージー） 3寸 岐阜



55 草花苗 苗（ユリオプスデージー） 3.5寸 岐阜
56 草花苗 苗（ラナンキュラス） 3.5寸 埼玉
57 草花苗 苗（スターチス） 静岡
58 草花苗 苗（ナデシコ（撫子）*ダイアンサス） 3寸 静岡
59 草花苗 苗（イベリス） 3寸 埼玉
60 草花苗 苗（花かんざし　白） 3.5寸 埼玉
61 草花苗 苗（ベロニカ　オックスフォードブルー） 3寸 静岡
62 草花苗 苗（ユリオプスデージー　ボビー） 3.5寸 岐阜
63 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　ちりめん） 4寸 埼玉
64 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　丸葉） 3寸 静岡
65 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　丸葉） 3寸 愛知
66 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　丸葉） 4寸 石川
67 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　丸葉白） 4寸 石川
68 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　丸葉白） 3寸 奈良
69 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　丸葉赤） 3寸 奈良
70 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　丸葉赤） 4寸 石川
71 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　丸葉赤・白） 特大 愛知
72 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　ベビースマイル） 3寸 兵庫
73 葉牡丹　苗 苗（葉牡丹　楊貴妃） 3.5寸 埼玉
74 観葉苗 苗（ヘデラ　ヘリックス） 3寸 岐阜
75 花木苗 苗（サザンクロス） 3寸 福岡
76 園芸商品 門松 6寸 岐阜
77 園芸商品 門松 5寸 岐阜
78 草花苗 フキタンポポ 3寸
79 花木苗　ツツジ 八重咲玄海ツツジ　"光源氏” 4寸
80 花木苗　ツツジ クルメツツジ 4寸
81 花木鉢　フジ 黒龍 6寸
82 花木苗　南天 オタフクナンテン 2.5寸
83 花木苗　 千両　赤実 5寸
84 果樹苗　キウイ キウイジャンボイエロー　オス・メス 4.5寸

☆松竹梅

千両　赤実

☆門松



シンビジューム シンビジューム シンビジューム
そばにいるね ビビアン 夜想曲

シンビジューム シンビジューム シンビジューム
ショパンの調べ スイートラパン ピンクベルペチュ

シクラメン　ビクトリア シクラメン　ロマネ シクラメン　パステル

シクラメン　ホワイト シクラメン　冬桜 シクラメン　ピポカ

スキミア 寒菊 フキタンポポ


