
2023/1/19
伝票 品目 品種 等級 産地

1 君子蘭鉢 君子蘭　鉢 5寸 茨城
2 サイネリア サイネリア鉢 5寸 埼玉
3 サイネリア サイネリア鉢 4寸 埼玉
4 ヒヤシンス ヒヤシンス鉢 4寸 埼玉
5 プリムラ プリムラ　メラコ 4寸 静岡
6 ベゴニア リーガースベコニア　鉢 5寸 千葉
7 マーガレット鉢 マーガレット鉢 5寸 千葉
8 マーガレット鉢 マーガレット鉢 A5寸 栃木
9 マーガレット鉢 マーガレット　混合 5寸 埼玉
10 水仙鉢 水仙鉢 3.5寸 新潟
11 草花鉢 雲間草（クモマソウ）鉢 4寸 埼玉
12 草花鉢 ビオラ鉢 3.5寸 岐阜
13 オンシジウム オンシ　オブリザタム 2F5.5寸 愛知
14 デンドロビウム デンドロ　混合 2F+4寸 静岡
15 デンドロビウム デンドロビューム鉢 2F+4寸 静岡
16 デンドロビウム デンドロビューム鉢 3F5寸 静岡
17 デンドロビウム デンドロビューム鉢 4F6寸 静岡
18 デンドロビウム デンドロビューム鉢 2F+4.5寸 静岡
19 胡蝶蘭 胡蝶蘭　アマビリス　ピンク＊アマビピンク 3F2L6寸 愛知
20 胡蝶蘭 胡蝶蘭　混合 2FL5寸 愛知
21 胡蝶蘭 胡蝶蘭鉢 3F2L6寸 愛知
22 胡蝶蘭 胡蝶蘭　白 3F2L7寸 愛知
23 胡蝶蘭 胡蝶蘭　Ｖ3 特Ａ3F8寸 宮崎
24 胡蝶蘭 胡蝶蘭　アマビリスマンタ 1F 愛知
25 胡蝶蘭 胡蝶蘭　恋姫 3F 愛知
26 胡蝶蘭 胡蝶蘭　恋姫 3F2L 愛知
27 パフィオ鉢 パフィオ　グリーン 4寸 静岡
28 アンスリウム アンス　赤 4寸 愛知
29 カランコエ カランコエ　カランディーバ 5.5寸 埼玉
30 多肉鉢 花月（金の成る木）鉢 5寸 愛知
31 ロウバイ鉢 満月ロウバイ 6寸 埼玉
32 ロウバイ鉢 素心蝋梅（ソシンロウバイ）鉢 6寸 埼玉
33 ロウバイ鉢 福寿ロウバイ　鉢 6寸 埼玉
34 万年青　鉢 万年青（おもと）鉢 静岡
35 パンジー苗 苗（パンジー　クリア） 3寸 愛知
36 ビオラ苗 苗（ビオラ） 3寸 静岡
37 ビオラ苗 苗（ビオラ） 3寸 兵庫
38 ビオラ苗 苗（ビオラ） 3寸 静岡
39 プリムラ苗 苗（プリムラ　ジュリアン） 3寸 埼玉
40 プリムラ苗 苗（ジュリアン　キャンディ） 3寸 埼玉
41 プリムラ苗 苗（プリムラ　ポリアンサ　プリムレット） 3.5寸 愛知
42 プリムラ苗 苗（プリムラ ポリアンサ　ビッグドリーム） 3.5寸 岐阜
43 金魚草苗 苗（金魚草　ソネット） 3.5寸 愛知
44 テルスター苗 苗（テルスター） 3寸 奈良
45 ノースポール苗 苗（ノースポール　スノーランド） 3寸 静岡
46 草花苗 苗（花かんざし*アクロクリニウム） 3.5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（ユリオプスデージー） 3.5寸 岐阜
49 草花苗 苗（オダマキ） 3.5寸 埼玉
50 草花苗 苗（デモル） 3.5寸 埼玉
51 草花苗 苗（アルメリア） 3寸 埼玉
52 草花苗 苗（マーガレット） 3寸 静岡
53 草花苗 苗（クレマチス） 3寸 奈良
54 草花苗 苗（忘れな草＊ミオソティス） 3寸 愛知



55 草花苗 苗（宿根ネメシア） 3.5寸 埼玉
56 草花苗 苗（ブラキカム　ブラスコバイオレット） 3.5寸 埼玉
57 ハーブ苗 苗（ラベンダー） 3寸 静岡
58 花木苗 苗（バラ　中輪房咲き） 3.5寸 静岡
59 花木苗 苗（バラ　大輪） 3.5寸 静岡

胡蝶蘭　各種

デンドロビウム　各種

オンシジュウム パフィオ　グリーン クンシラン

オモト

ヒヤシンス マーガレット　各種原種水仙　モノフィラス

金の成る木 サイネリア



ヒヤシンス マーガレット　各種

クレマチス苗　各種 バラ苗　各種 オダマキ

アルメリア ブラキカム　ブラスコバイオレット プリムラ　メラコ

金魚草　ソネット

ラベンダー苗 ユリオプスデージー デモルフォセカ

忘れな草　ミオソティス

原種水仙　モノフィラス

プリムラ　ポリアンサ プリムラ　ジュリアン　バラ咲


