
品　目 主担当 副担当 担当3
茂雄 邦弘
江口

テッポウユリ 茂雄 中川 江口
ソリダスター 茂雄 中川 邦弘 品　目 主担当 副担当 担当3
千両 茂雄 俵 邦弘 バラ 菅原 前島
小菊 邦弘 茂雄 中川 アルストロメリア 菅原 前島 江口
アスター 邦弘 グロリオサ 菅原
クジャクソウ 邦弘 中川 茂雄 カーネーション 前島
アマリリス 邦弘 ダイアンサス 前島
サンダーソニア 邦弘 ガーベラ 前島 邦弘
オオニソガラム 邦弘 カスミ 前島 菅原 茂雄
アネモネ 邦弘 江口 ヒマワリ 前島 江口
アガパンサス 邦弘 江口
ラナンキュラス 邦弘 江口 前島
ネリネ 邦弘
その他球根切り花 邦弘
ＳＰ菊 中川 江口 邦弘
グラジオラス 中川 邦弘
リンドウ 江口 邦弘 俵 品　目 主担当 副担当 担当3
スターチス 江口 邦弘 菅原 ケイトウ 渡辺
マーガレット 江口 中川 シャクヤク 渡辺 神田
ストレリチア 江口 中川 スイセン 渡辺
カンパニュラ 江口 中川 山崎 アリアム 渡辺

キキョウ 渡辺
オモト 渡辺 神田

品　目 主担当 副担当 担当3 ダリア 渡辺
チューリップ 俵 山崎 中川 サカキ 渡辺 神田
フリージア 俵 山崎 中川 サクラ 渡辺
アイリス 俵 山崎 中川 ボケ 渡辺
ストック 俵 山崎 江口 ヤナギルイ 渡辺
スナップ 俵 山崎 江口 ヒバスギルイ 渡辺
リシアンサス 俵 山崎 菅原 ツツジルイ 渡辺
シンピジューム 俵 笠井 山崎 アカシア 渡辺
カラー 俵 山崎 中川 ツバキ 渡辺
デルフィニウム 俵 俵 江口 エダモノ 渡辺 神田
オミナエシ 俵 スイートピー 神田 渡辺
松 俵 菅原 神田 ショウブ 神田 渡辺
ユリ 笠井 山崎 渡辺 キンセンカ 神田 渡辺
デンファレ 山崎 カキツ 神田 渡辺
カトレア 笠井 山崎 俵 ブバリア 神田
ファレノ 笠井 山崎 俵 ナノハナ 神田 渡辺
オンシジューム 山崎 笠井 俵 ハス 神田 渡辺
ランルイ 山崎 クルクマ 神田
リヤトリス 山崎 ワレモコウ 神田 渡辺
アンスリューム 山崎 笠井 俵 ユーチャリス 神田 渡辺
レースフラワー 山崎 ヘリコニア 神田 渡辺
コスモス 山崎 俵 ユーカリ 神田
ブプレリウム 山崎 江口 中川 アジサイ 神田
スカビオサ 山崎 江口 中川 ヒペリカム 神田
アスチルベ 山崎 シキビ 神田 渡辺
アザミ 山崎 コデマリ 神田
ポピー 山崎 江口 中川 ソテツ 神田 渡辺
ニゲラ 山崎 江口 中川 フェニックス 神田
オキシペタルム 山崎 江口 中川 ナルコ 神田
ワックスフラワー 山崎 ハモノ 神田 渡辺
カンガルーポー 山崎 グズマニア 神田
ネイティブフラワー 山崎 パンパス 神田
その他草花 山崎 江口 中川 クサモノ 神田

※ピンク色で表示された品目は、平成27年より担当が変わりました。
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茂雄 ： ＪＡ愛知みなみ/沖縄太陽/ＪＡはが野/島原花卉

江口 ： ロイヤルマム/ＪＡおきなわ/ＪＡ豊栄/ＪＡ北蒲みなみ

大菊：主な担当産地


