
2023/1/12
伝票 品目 品種 等級 産地
1 カンパニュラ鉢 カンパ　メリーベル 5寸 茨城
2 ガーベラ鉢 ガーベラ鉢 5寸 愛知
3 ガーベラ鉢 ガーベラ鉢 4寸 栃木
4 サイネリア サイネリア鉢 5寸 埼玉
5 サイネリア サイネリア鉢 4寸 岐阜
6 サイネリア サイネリア　桂華*木立性セネシオ 6寸 茨城
7 シクラメン シクラメン　Ｆ１ 5寸 愛知
8 チューリップ鉢 チューリップ鉢　混合 4寸 埼玉
9 プリムラ プリムラ　メラコ 4寸 栃木
10 プリムラ プリムラ　オブコニカ　リブレ 4寸 茨城
11 ベゴニア リーガースベコニア　鉢 5寸 千葉
12 マーガレット鉢 マーガレット　混合 4寸 埼玉
13 草花鉢 ルピナス鉢 4寸 栃木
14 草花鉢 レウシア鉢 3.5寸 埼玉
15 草花鉢 ニオイスミレ鉢 4寸 静岡
16 草花鉢 ハーデンベルギア（コマチフジ）鉢 5寸 愛知
17 草花鉢 ムスカリ　ビッグスマイル 3寸 埼玉
18 カトレア カトレア　ミニ 2F3.5寸 愛知
19 シンニンギア シンニンギア　色々 4寸 愛知
20 胡蝶蘭 胡蝶蘭　アマビリス（白） 特級3F6寸 山梨
21 胡蝶蘭 胡蝶蘭　ホワイトエース 3F8寸 愛知
22 胡蝶蘭 胡蝶蘭　恋姫 3F 愛知
23 パフィオ鉢 パフィオ　混合 1F3.5寸 愛知
24 花木鉢 ベンガレンシス＊ベンガル菩提樹　鉢 7寸 鹿児島
25 やし　類 シュロ竹（棕梠竹）鉢 8寸 鹿児島
26 やし　類 シュロ竹（棕梠竹）鉢 尺 鹿児島
27 観葉鉢 アルテシーマ　鉢 7寸 鹿児島
28 カランコエ カランコエ　カランディーバ 5.5寸 埼玉
29 サボテン サボテン鉢 3.5寸 静岡
30 シャコバ シャコバ*デンマークカクタス鉢 5寸 埼玉
31 パンジー苗 苗（パンジー） 3寸 愛知
32 ビオラ苗 苗（ビオラ　オレンジ） 3寸 愛知
33 ビオラ苗 苗（ビオラ） 3寸 静岡
34 ビオラ苗 苗（ビオラ） 3.5寸 埼玉
35 ビオラ苗 苗（ビオラ） 3寸 静岡
36 プリムラ苗 苗（プリムラ　ポリアンサ） 3寸 茨城
37 プリムラ苗 苗（プリムラ　ジュリアン） 2.5寸 兵庫
38 プリムラ苗 苗（プリムラ　ジュリアン） 3寸 埼玉
39 プリムラ苗 苗（ジュリアン　キャンディ） 3寸 埼玉
40 ガーデンシクラメン苗 苗（ガーデンシクラメン） 3寸 愛知
41 アリッサム苗 苗（アリッサム） 3寸 静岡
42 金魚草苗 苗（金魚草＊アンテリナム） 3寸 静岡
43 金魚草苗 苗（金魚草＊アンテリナム） 3.5寸 愛知
44 草花苗 苗（ストック　一重） 3.5寸 愛知
45 草花苗 苗（クローバー） 3寸 岐阜
46 草花苗 苗（スノードロップ） 3寸 埼玉
47 草花苗 苗（オステオスペルマム） 3.5寸 埼玉
48 草花苗 苗（ゴテチャ） 3寸 静岡
49 草花苗 苗（ネモフィラ） 3寸 静岡
50 草花苗 苗（マーガレット） 3.5寸 静岡
51 草花苗 苗（チューリップ） 3.5寸 岐阜
52 草花苗 苗（チューリップ） 3寸 埼玉
53 草花苗 苗（オキザリス　パープルドレス） 3.5寸 千葉
54 草花苗 苗（雲間草　赤） 3寸 埼玉



55 草花苗 苗（ラナン　小春びより） 3.5寸 埼玉
56 草花苗 苗（ラナン　マシェ） 3.5寸 兵庫
57 花木苗 苗（オールドローズ） 3.5寸 静岡
58 花木苗 苗（つるバラ） 3.5寸 静岡
59 花木苗 苗（バラ　中輪房咲き） 3.5寸 静岡
60 花木苗 苗（バラ　大輪） 3.5寸 静岡

胡蝶蘭　ホワイトエース 胡蝶蘭　恋姫 パフィオ

サボテン　色々
カトレア　ミニ

シンニンギア

リーガースベコニア

レウシア

サイネリア　桂華

ガーベラ

カンパニュラ　メリーベル

シュロ竹



球根芽出し

いろいろ

オステオスペルマム 雲間草 マーガレット

ハーデンベルギア（コマチフジ） ジュリアン　凛 プリムラジュリアン

アリッサム オキザリス　パープルドレス ラナンキュラス

バラ苗　色々

チュ－リップ鉢

ニオイスミレ


