
販売実績一覧リスト

14年6月4日期間： 14年12月2日～全データ条件：

日付 番号 商品名出荷先名 生産者名 数量単位 単価 金額 コメントケース数

季の彩作目：

大果14/06/04 21 なんてん-中 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥119 ¥3,5703
大果14/06/04 21 青もみじ 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥82 ¥8201
名青14/06/04 23 なんてん-中 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥119 ¥1,1901
名青14/06/05 7 青もみじ 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥152 ¥1,5201
名青14/06/05 7 青もみじ 上勝　花子 30ﾄﾚｰ ¥152 ¥4,5603
大果14/06/05 27 かき（青） 上勝　花子 10ﾊﾟｯｸ ¥20 ¥2001
大果14/06/05 28 青もみじ 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥152 ¥1,5201
石川中央青果14/06/06 1 なんてん-小 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥179 ¥1,7901
名果14/06/06 16 かき（青） 上勝　花子 10ﾊﾟｯｸ ¥50 ¥5001
東一14/06/07 12 なんてん-中 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥114 ¥3,4203
東一14/06/07 12 青もみじ 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥125 ¥3,7503
名果14/06/07 19 さといも葉バラ 上勝　一郎 100枚 ¥60 ¥6,0001
東一14/06/09 14 なんてん-中 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥168 ¥1,6801
東一14/06/09 14 なんてん-小 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥88 ¥8801
東一14/06/09 14 青もみじ 上勝　二郎 40ﾄﾚｰ ¥156 ¥6,2404
大果14/06/09 26 なんてん-中 上勝　二郎 40ﾄﾚｰ ¥168 ¥6,7204
横浜丸中青果14/06/10 6 青もみじ 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥127 ¥3,8103
岐阜中央青果14/06/10 7 青もみじ 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥127 ¥1,2701
名果14/06/10 9 さといも葉バラ 上勝　一郎 50枚 ¥60 ¥3,0001
東一14/06/10 17 なんてん-小 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥78 ¥1,5602
大果14/06/10 30 なんてん-中 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥117 ¥1,1701
名果14/06/12 1 さといも葉バラ 上勝　一郎 50枚 ¥60 ¥3,0001
横浜丸中青果14/06/12 4 青もみじ 上勝　花子 20ﾄﾚｰ ¥164 ¥3,2802
名青14/06/12 6 青もみじ 上勝　花子 30ﾄﾚｰ ¥164 ¥4,9203
東一14/06/12 12 なんてん-中 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥139 ¥1,3901
大果14/06/12 22 なんてん-中 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥139 ¥2,7802
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販売実績一覧リスト

14年6月4日期間： 14年12月2日～全データ条件：

日付 番号 商品名出荷先名 生産者名 数量単位 単価 金額 コメントケース数

季の彩作目：

名青14/06/13 6 青もみじ 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥148 ¥2,9602
東一14/06/13 7 なんてん-中 上勝　二郎 40ﾄﾚｰ ¥125 ¥5,0004
大果14/06/13 25 なんてん-中 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥125 ¥1,2501
大果14/06/13 26 かき（青） 上勝　花子 10ﾊﾟｯｸ ¥50 ¥5001
名果14/06/14 9 さといも葉バラ 上勝　一郎 50枚 ¥60 ¥3,0001
名青14/06/14 15 青もみじ 上勝　二郎 50ﾄﾚｰ ¥165 ¥8,2505
名青14/06/14 15 青もみじ 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥165 ¥1,6501
東一14/06/14 17 青もみじ 上勝　花子 20ﾄﾚｰ ¥165 ¥3,3002
大果14/06/14 30 なんてん-中 上勝　二郎 50ﾄﾚｰ ¥158 ¥7,9005
大果14/06/14 30 青もみじ 上勝　花子 60ﾄﾚｰ ¥165 ¥9,9006
名青14/06/16 9 青もみじ 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥146 ¥1,4601
名青14/06/16 9 青もみじ 上勝　花子 30ﾄﾚｰ ¥146 ¥4,3803
東一14/06/16 13 なんてん-中 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥126 ¥3,7803
大果14/06/16 28 なんてん-中 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥126 ¥2,5202
名青14/06/17 1 青もみじ 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥119 ¥3,5703
東一14/06/17 6 青もみじ 上勝　花子 30ﾄﾚｰ ¥119 ¥3,5703
大果14/06/17 31 なんてん-中 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥75 ¥2,2503
名青14/06/18 5 なんてん-中 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥114 ¥1,1401
東一14/06/18 8 なんてん-中 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥114 ¥2,2802
名青14/06/18 13 青もみじ 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥103 ¥3,0903
大果14/06/18 22 青もみじ 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥103 ¥1,0301
東一14/06/19 13 なんてん-中 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥84 ¥1,6802
大果14/06/19 28 青もみじ 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥90 ¥9001
大果14/06/19 28 青もみじ 上勝　花子 30ﾄﾚｰ ¥90 ¥2,7003
名果14/06/20 11 さといも葉バラ 上勝　二郎 50枚 ¥60 ¥3,0001
名果14/06/20 12 青もみじ 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥105 ¥3,1503
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販売実績一覧リスト

14年6月4日期間： 14年12月2日～全データ条件：

日付 番号 商品名出荷先名 生産者名 数量単位 単価 金額 コメントケース数

季の彩作目：

東一14/06/20 14 なんてん-中 上勝　二郎 50ﾄﾚｰ ¥91 ¥4,5505
東一14/06/20 14 青もみじ 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥105 ¥2,1002
大果14/06/20 28 なんてん-中 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥91 ¥1,8202
横浜丸中青果14/06/21 10 なんてん-中 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥200 ¥4,0002
大果14/06/21 24 青もみじ 上勝　二郎 40ﾄﾚｰ ¥120 ¥4,8004
福井青果14/06/23 6 なんてん-中 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥158 ¥3,1602
名青14/06/23 9 なんてん-中 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥158 ¥3,1602
大果14/06/23 24 青もみじ 上勝　花子 20ﾄﾚｰ ¥141 ¥2,8202
東一14/06/24 9 青もみじ 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥106 ¥1,0601
名果14/06/24 11 青もみじ 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥106 ¥1,0601
大果14/06/24 27 なんてん-中 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥165 ¥1,6501
大果14/06/24 27 なんてん-小 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥89 ¥8901
大果14/06/24 27 青もみじ 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥106 ¥1,0601
大果14/06/24 27 青もみじ 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥106 ¥1,0601
東一14/06/26 14 青もみじ 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥129 ¥3,8703
東一14/06/26 14 青もみじ 上勝　花子 30ﾄﾚｰ ¥129 ¥3,8703
大果14/06/26 28 なんてん-中 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥154 ¥3,0802
大果14/06/26 28 青もみじ 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥129 ¥1,2901
石川中央青果14/06/27 3 なんてん-小 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥116 ¥1,1601
岐阜中央青果14/06/27 8 青もみじ 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥119 ¥1,1901
東一14/06/27 12 なんてん-中 上勝　花子 20ﾄﾚｰ ¥137 ¥2,7402
東一14/06/27 12 青もみじ 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥119 ¥3,5703
横浜丸中青果14/06/28 4 青もみじ 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥140 ¥1,4001
大果14/06/28 28 青もみじ 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥140 ¥4,2003
大果14/06/30 23 なんてん-中 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥113 ¥1,1301
大果14/06/30 23 なんてん-小 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥69 ¥6901
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販売実績一覧リスト

14年6月4日期間： 14年12月2日～全データ条件：

日付 番号 商品名出荷先名 生産者名 数量単位 単価 金額 コメントケース数

季の彩作目：

大果14/06/30 23 青もみじ 上勝　二郎 40ﾄﾚｰ ¥108 ¥4,3204
大果14/06/30 23 青もみじ 上勝　花子 30ﾄﾚｰ ¥108 ¥3,2403
東一14/07/01 16 青もみじ 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥131 ¥2,6202
東一14/07/01 16 青もみじ 上勝　花子 20ﾄﾚｰ ¥131 ¥2,6202
大果14/07/02 5 なんてん-中 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥82 ¥1,6402
大果14/07/02 5 青もみじ 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥44 ¥8802
大果14/07/02 5 青もみじ 上勝　花子 20ﾄﾚｰ ¥44 ¥8802
名青14/07/03 16 青もみじ 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥95 ¥1,9002
名青14/07/03 16 青もみじ 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥95 ¥9501
大果14/07/03 29 なんてん-中 上勝　二郎 40ﾄﾚｰ ¥91 ¥3,6404
東一14/07/04 11 青もみじ 上勝　花子 30ﾄﾚｰ ¥124 ¥3,7203
名青14/07/04 12 青もみじ 上勝　二郎 40ﾄﾚｰ ¥124 ¥4,9604
名青14/07/05 10 青もみじ 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥134 ¥1,3401
大果14/07/05 33 なんてん-中 上勝　二郎 40ﾄﾚｰ ¥130 ¥5,2004
大果14/07/05 33 青もみじ 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥134 ¥2,6802
名果14/07/07 10 青もみじ 上勝　花子 40ﾄﾚｰ ¥136 ¥5,4404
大果14/07/07 32 青もみじ 上勝　一郎 20ﾄﾚｰ ¥136 ¥2,7202
横浜丸中青果14/07/08 1 青もみじ 上勝　一郎 10ﾄﾚｰ ¥135 ¥1,3501
東一14/07/08 10 青もみじ 上勝　花子 20ﾄﾚｰ ¥135 ¥2,7002
大果14/07/08 23 青もみじ 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥135 ¥4,0503
新印14/07/09 2 青もみじ 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥164 ¥1,6401
名青14/07/09 9 青もみじ 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥164 ¥1,6401
大果14/07/10 14 なんてん-小 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥87 ¥8701
大果14/07/10 15 なんてん-中 上勝　二郎 60ﾄﾚｰ ¥195 ¥11,7006
大果14/07/10 15 青もみじ 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥135 ¥1,3501
大果14/07/10 15 青もみじ 上勝　花子 40ﾄﾚｰ ¥135 ¥5,4004
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販売実績一覧リスト

14年6月4日期間： 14年12月2日～全データ条件：

日付 番号 商品名出荷先名 生産者名 数量単位 単価 金額 コメントケース数

季の彩作目：

新印14/07/11 1 青もみじ 上勝　一郎 20ﾄﾚｰ ¥156 ¥3,1202
名青14/07/11 11 青もみじ 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥156 ¥1,5601
大果14/07/11 23 なんてん-中 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥149 ¥2,9802
大果14/07/11 23 なんてん-中 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥149 ¥1,4901
大果14/07/11 23 青もみじ 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥156 ¥3,1202
大果14/07/12 21 なんてん-中 上勝　二郎 70ﾄﾚｰ ¥75 ¥5,2507
大果14/07/12 21 青もみじ 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥145 ¥4,3503
大果14/07/12 21 青もみじ 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥145 ¥1,4501
名果14/07/14 7 青もみじ 上勝　花子 20ﾄﾚｰ ¥167 ¥3,3402
名青14/07/14 8 青もみじ 上勝　二郎 40ﾄﾚｰ ¥167 ¥6,6804
名果14/07/15 3 青もみじ 上勝　二郎 50ﾄﾚｰ ¥152 ¥7,6005
福井青果14/07/15 4 なんてん-中 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥110 ¥1,1001
名青14/07/15 10 青もみじ 上勝　花子 20ﾄﾚｰ ¥152 ¥3,0402
東一14/07/15 12 なんてん-中 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥110 ¥2,2002
大果14/07/15 26 なんてん-中 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥110 ¥3,3003
名青14/07/16 2 なんてん-中 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥178 ¥1,7801
横浜丸中青果14/07/16 4 青もみじ 上勝　花子 20ﾄﾚｰ ¥190 ¥3,8002
東一14/07/16 17 なんてん-小 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥113 ¥1,1301
大果14/07/16 27 青もみじ 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥190 ¥1,9001
名青14/07/17 10 青もみじ 上勝　一郎 10ﾄﾚｰ ¥180 ¥1,8001
大果14/07/17 21 青もみじ 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥180 ¥5,4003
大果14/07/17 21 青もみじ 上勝　花子 30ﾄﾚｰ ¥180 ¥5,4003
名青14/07/18 9 青もみじ 上勝　花子 40ﾄﾚｰ ¥200 ¥8,0004
東一14/07/18 12 なんてん-中 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥118 ¥2,3602
東一14/07/18 12 青もみじ 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥200 ¥2,0001
大果14/07/18 22 なんてん-中 上勝　二郎 40ﾄﾚｰ ¥118 ¥4,7204
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販売実績一覧リスト

14年6月4日期間： 14年12月2日～全データ条件：

日付 番号 商品名出荷先名 生産者名 数量単位 単価 金額 コメントケース数

季の彩作目：

大果14/07/18 22 青もみじ 上勝　花子 30ﾄﾚｰ ¥200 ¥6,0003
横浜丸中青果14/07/21 8 なんてん-中 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥154 ¥4,6203
名青14/07/21 9 青もみじ 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥148 ¥1,4801
東一14/07/21 10 青もみじ 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥148 ¥4,4403
大果14/07/21 23 青もみじ 上勝　一郎 30ﾄﾚｰ ¥148 ¥4,4403
大果14/07/21 23 青もみじ 上勝　花子 50ﾄﾚｰ ¥148 ¥7,4005
名青14/07/22 8 青もみじ 上勝　一郎 30ﾄﾚｰ ¥149 ¥4,4703
東一14/07/22 11 青もみじ 上勝　花子 20ﾄﾚｰ ¥149 ¥2,9802
大果14/07/22 24 なんてん-中 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥197 ¥3,9402
大果14/07/22 24 青もみじ 上勝　二郎 50ﾄﾚｰ ¥149 ¥7,4505
大果14/07/22 24 青もみじ 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥149 ¥1,4901
福井青果14/07/24 8 なんてん-中 上勝　二郎 50ﾄﾚｰ ¥166 ¥8,3005
名青14/07/24 10 なんてん-中 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥166 ¥1,6601
大果14/07/24 23 なんてん-中 上勝　花子 50ﾄﾚｰ ¥166 ¥8,3005
大果14/07/24 23 青もみじ 上勝　一郎 30ﾄﾚｰ ¥169 ¥5,0703
名青14/07/25 7 青もみじ 上勝　花子 20ﾄﾚｰ ¥167 ¥3,3402
東一14/07/25 8 なんてん-小 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥89 ¥8901
東一14/07/25 8 なんてん-小 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥89 ¥8901
名青14/07/25 16 かき（青） 上勝　二郎 10ﾊﾟｯｸ ¥200 ¥2,0001
名青14/07/25 16 かき（青） 上勝　花子 10ﾊﾟｯｸ ¥200 ¥2,0001
大果14/07/25 22 なんてん-中 上勝　花子 40ﾄﾚｰ ¥95 ¥3,8004
大果14/07/25 22 青もみじ 上勝　一郎 50ﾄﾚｰ ¥167 ¥8,3505
名果14/07/26 11 青もみじ 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥153 ¥4,5903
東一14/07/26 15 青もみじ 上勝　二郎 40ﾄﾚｰ ¥153 ¥6,1204
大果14/07/26 21 なんてん-中 上勝　花子 20ﾄﾚｰ ¥107 ¥2,1402
大果14/07/26 21 青もみじ 上勝　一郎 70ﾄﾚｰ ¥153 ¥10,7107
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販売実績一覧リスト

14年6月4日期間： 14年12月2日～全データ条件：

日付 番号 商品名出荷先名 生産者名 数量単位 単価 金額 コメントケース数

季の彩作目：

東一14/07/28 8 なんてん-中 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥125 ¥1,2501
東一14/07/28 8 青もみじ 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥129 ¥2,5802
岐阜中央青果14/07/28 15 青もみじ 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥129 ¥2,5802
大果14/07/28 20 なんてん-中 上勝　二郎 40ﾄﾚｰ ¥125 ¥5,0004
大果14/07/28 20 青もみじ 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥129 ¥2,5802
東一14/07/29 10 青もみじ 上勝　一郎 10ﾄﾚｰ ¥111 ¥1,1101
大果14/07/29 19 青もみじ 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥111 ¥1,1101
東一14/07/30 8 青もみじ 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥99 ¥9901
大果14/07/31 16 なんてん-中 上勝　二郎 40ﾄﾚｰ ¥128 ¥5,1204
大果14/07/31 16 青もみじ 上勝　一郎 10ﾄﾚｰ ¥129 ¥1,2901
福井青果14/08/01 1 なんてん-中 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥114 ¥1,1401
横浜丸中青果14/08/01 5 青もみじ 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥143 ¥1,4301
東一14/08/01 7 なんてん-中 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥114 ¥1,1401
東一14/08/01 7 なんてん-小 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥118 ¥1,1801
東一14/08/01 7 青もみじ 上勝　一郎 10ﾄﾚｰ ¥143 ¥1,4301
大果14/08/01 16 なんてん-中 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥114 ¥3,4203
大果14/08/01 16 青もみじ 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥143 ¥2,8602
岐阜中央青果14/08/02 6 青もみじ 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥183 ¥1,8301
名青14/08/02 8 青もみじ 上勝　花子 20ﾄﾚｰ ¥183 ¥3,6602
東一14/08/02 13 なんてん-中 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥116 ¥3,4803
大果14/08/02 27 青もみじ 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥183 ¥1,8301
新印14/08/04 3 青もみじ 上勝　一郎 10ﾄﾚｰ ¥160 ¥1,6001
名青14/08/04 6 青もみじ 上勝　花子 30ﾄﾚｰ ¥160 ¥4,8003
東一14/08/04 8 青もみじ 上勝　二郎 50ﾄﾚｰ ¥160 ¥8,0005
東一14/08/04 8 青もみじ 上勝　花子 30ﾄﾚｰ ¥160 ¥4,8003
大果14/08/04 19 なんてん-小 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥0 ¥0葉落ち        1
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販売実績一覧リスト

14年6月4日期間： 14年12月2日～全データ条件：

日付 番号 商品名出荷先名 生産者名 数量単位 単価 金額 コメントケース数

季の彩作目：

大果14/08/04 19 青もみじ 上勝　花子 20ﾄﾚｰ ¥160 ¥3,2002
福井青果14/08/05 2 青もみじ 上勝　一郎 20ﾄﾚｰ ¥200 ¥4,0002
東一14/08/05 7 なんてん-小 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥137 ¥1,3701
大果14/08/05 20 なんてん-中 上勝　二郎 40ﾄﾚｰ ¥108 ¥4,3204
大果14/08/05 20 青もみじ 上勝　一郎 10ﾄﾚｰ ¥165 ¥1,6501
大果14/08/05 20 青もみじ 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥165 ¥4,9503
名青14/08/06 10 青もみじ 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥169 ¥3,3802
大果14/08/06 24 なんてん-中 上勝　二郎 40ﾄﾚｰ ¥126 ¥5,0404
大果14/08/06 24 青もみじ 上勝　一郎 10ﾄﾚｰ ¥169 ¥1,6901
大果14/08/06 24 青もみじ 上勝　花子 60ﾄﾚｰ ¥169 ¥10,1406
名果14/08/07 6 青もみじ 上勝　花子 20ﾄﾚｰ ¥161 ¥3,2202
名青14/08/07 9 青もみじ 上勝　一郎 20ﾄﾚｰ ¥161 ¥3,2202
東一14/08/07 13 青もみじ 上勝　一郎 10ﾄﾚｰ ¥161 ¥1,6101
東一14/08/07 13 青もみじ 上勝　花子 20ﾄﾚｰ ¥161 ¥3,2202
大果14/08/07 22 なんてん-中 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥101 ¥1,0101
大果14/08/07 22 なんてん-小 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥85 ¥8501
大果14/08/07 23 かき（青） 上勝　二郎 10ﾊﾟｯｸ ¥60 ¥6001
大果14/08/07 23 かき（青） 上勝　花子 10ﾊﾟｯｸ ¥80 ¥8001
東一14/08/08 7 なんてん-小 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥127 ¥1,2701
東一14/08/08 7 青もみじ 上勝　花子 20ﾄﾚｰ ¥120 ¥2,4002
名青14/08/08 14 青もみじ 上勝　一郎 80ﾄﾚｰ ¥120 ¥9,6008
名青14/08/08 14 青もみじ 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥120 ¥2,4002
横浜丸中青果14/08/08 16 青もみじ 上勝　一郎 30ﾄﾚｰ ¥120 ¥3,6003
石川中央青果14/08/08 17 青もみじ 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥120 ¥1,2001
大果14/08/08 29 なんてん-中 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥144 ¥2,8802
大果14/08/08 30 かき（青） 上勝　花子 10ﾊﾟｯｸ ¥60 ¥6001
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販売実績一覧リスト

14年6月4日期間： 14年12月2日～全データ条件：

日付 番号 商品名出荷先名 生産者名 数量単位 単価 金額 コメントケース数

季の彩作目：

横浜丸中青果14/08/09 1 なんてん-中 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥58 ¥5801
名青14/08/09 8 青もみじ 上勝　一郎 60ﾄﾚｰ ¥120 ¥7,2006
東一14/08/09 19 青もみじ 上勝　二郎 50ﾄﾚｰ ¥120 ¥6,0005
京果14/08/09 26 青もみじ 上勝　花子 20ﾄﾚｰ ¥120 ¥2,4002
京果14/08/09 27 かき（青） 上勝　花子 10ﾊﾟｯｸ ¥45 ¥4501
大果14/08/09 33 青もみじ 上勝　花子 30ﾄﾚｰ ¥120 ¥3,6003
名青14/08/11 9 青もみじ 上勝　花子 70ﾄﾚｰ ¥132 ¥9,2407
名果14/08/11 12 青もみじ 上勝　二郎 50ﾄﾚｰ ¥132 ¥6,6005
東一14/08/11 15 青もみじ 上勝　一郎 30ﾄﾚｰ ¥132 ¥3,9603
東一14/08/11 16 さといも葉バラ 上勝　一郎 10枚 ¥100 ¥1,0001
大果14/08/11 23 なんてん-中 上勝　二郎 60ﾄﾚｰ ¥136 ¥8,1606
大果14/08/11 23 なんてん-小 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥86 ¥8601
名青14/08/12 8 青もみじ 上勝　花子 30ﾄﾚｰ ¥194 ¥5,8203
名青14/08/12 9 かき（青） 上勝　花子 10ﾊﾟｯｸ ¥250 ¥2,5001
東一14/08/12 18 なんてん-中 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥186 ¥3,7202
東一14/08/12 18 なんてん-小 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥136 ¥1,3601
大果14/08/12 32 なんてん-中 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥186 ¥3,7202
名青14/08/16 1 青もみじ 上勝　花子 20ﾄﾚｰ ¥150 ¥3,0002
大果14/08/16 16 青もみじ 上勝　二郎 50ﾄﾚｰ ¥250 ¥12,5005
大果14/08/16 16 青もみじ 上勝　花子 50ﾄﾚｰ ¥250 ¥12,5005
新印14/08/18 2 青もみじ 上勝　花子 20ﾄﾚｰ ¥187 ¥3,7402
福井青果14/08/18 3 なんてん-中 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥153 ¥1,5301
名青14/08/18 9 なんてん-中 上勝　花子 20ﾄﾚｰ ¥153 ¥3,0602
名青14/08/18 10 かき（青） 上勝　花子 10ﾊﾟｯｸ ¥200 ¥2,0001
東一14/08/18 11 青もみじ 上勝　二郎 50ﾄﾚｰ ¥187 ¥9,3505
大果14/08/18 22 なんてん-中 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥153 ¥1,5301
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販売実績一覧リスト

14年6月4日期間： 14年12月2日～全データ条件：

日付 番号 商品名出荷先名 生産者名 数量単位 単価 金額 コメントケース数

季の彩作目：

大果14/08/18 22 なんてん-小 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥135 ¥1,3501
大果14/08/18 22 青もみじ 上勝　花子 60ﾄﾚｰ ¥187 ¥11,2206
大果14/08/18 23 かき（青） 上勝　二郎 10ﾊﾟｯｸ ¥130 ¥1,3001
東一14/08/19 9 なんてん-小 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥131 ¥1,3101
名青14/08/19 15 青もみじ 上勝　花子 70ﾄﾚｰ ¥159 ¥11,1307
大果14/08/19 20 かき（青） 上勝　二郎 10ﾊﾟｯｸ ¥200 ¥2,0001
大果14/08/19 21 なんてん-中 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥183 ¥1,8301
名果14/08/20 13 かき（青） 上勝　二郎 10ﾊﾟｯｸ ¥250 ¥2,5001
東一14/08/20 17 なんてん-小 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥143 ¥1,4301
大果14/08/20 28 なんてん-中 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥103 ¥1,0301
大果14/08/20 28 青もみじ 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥142 ¥2,8402
大果14/08/20 28 青もみじ 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥142 ¥1,4201
石川中央青果14/08/21 2 かき（青） 上勝　花子 10ﾊﾟｯｸ ¥200 ¥2,0001
名果14/08/21 6 かき（青） 上勝　二郎 10ﾊﾟｯｸ ¥250 ¥2,5001
名青14/08/21 9 青もみじ 上勝　花子 30ﾄﾚｰ ¥142 ¥4,2603
東一14/08/21 14 なんてん-中 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥84 ¥8401
大果14/08/21 23 なんてん-中 上勝　花子 20ﾄﾚｰ ¥84 ¥1,6802
大果14/08/21 25 かき（青） 上勝　二郎 10ﾊﾟｯｸ ¥160 ¥1,6001
名青14/08/21 26 なんてん-中 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥84 ¥8401
横浜丸中青果14/08/22 4 なんてん-中 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥100 ¥1,0001
名果14/08/22 8 なんてん-中 上勝　二郎 50ﾄﾚｰ ¥100 ¥5,0005
東一14/08/22 12 なんてん-中 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥100 ¥1,0001
東一14/08/22 12 なんてん-小 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥128 ¥1,2801
東一14/08/22 13 かき（青） 上勝　二郎 10ﾊﾟｯｸ ¥128 ¥1,2801
大果14/08/22 19 青もみじ 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥153 ¥4,5903
大果14/08/22 19 青もみじ 上勝　花子 30ﾄﾚｰ ¥153 ¥4,5903
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販売実績一覧リスト

14年6月4日期間： 14年12月2日～全データ条件：

日付 番号 商品名出荷先名 生産者名 数量単位 単価 金額 コメントケース数

季の彩作目：

名青14/08/23 11 青もみじ 上勝　花子 80ﾄﾚｰ ¥140 ¥11,2008
東一14/08/23 15 なんてん-中 上勝　二郎 50ﾄﾚｰ ¥109 ¥5,4505
東一14/08/23 15 なんてん-小 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥71 ¥7101
大果14/08/23 25 かき（青） 上勝　二郎 10ﾊﾟｯｸ ¥120 ¥1,2001
大果14/08/23 25 かき（青） 上勝　花子 10ﾊﾟｯｸ ¥120 ¥1,2001
大果14/08/23 26 青もみじ 上勝　二郎 70ﾄﾚｰ ¥140 ¥9,8007
名青14/08/25 5 なんてん-中 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥136 ¥1,3601
東一14/08/25 11 なんてん-中 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥136 ¥1,3601
東一14/08/25 12 かき（青） 上勝　二郎 10ﾊﾟｯｸ ¥200 ¥2,0001
大果14/08/25 26 なんてん-中 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥136 ¥1,3601
大果14/08/25 26 青もみじ 上勝　二郎 40ﾄﾚｰ ¥127 ¥5,0804
大果14/08/25 26 青もみじ 上勝　花子 30ﾄﾚｰ ¥127 ¥3,8103
大果14/08/25 27 かき（青） 上勝　二郎 10ﾊﾟｯｸ ¥90 ¥9001
福井青果14/08/26 6 なんてん-中 上勝　二郎 40ﾄﾚｰ ¥153 ¥6,1204
東一14/08/26 9 青もみじ 上勝　花子 40ﾄﾚｰ ¥104 ¥4,1604
東一14/08/26 14 かき（青） 上勝　二郎 10ﾊﾟｯｸ ¥80 ¥8001
東一14/08/26 14 かき（青） 上勝　花子 10ﾊﾟｯｸ ¥80 ¥8001
大果14/08/26 24 青もみじ 上勝　二郎 40ﾄﾚｰ ¥104 ¥4,1604
名果14/08/28 10 かき（青） 上勝　花子 10ﾊﾟｯｸ ¥250 ¥2,5001
大果14/08/28 23 青もみじ 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥154 ¥3,0802
横浜丸中青果14/08/29 2 青もみじ 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥155 ¥1,5501
名青14/08/29 6 青もみじ 上勝　花子 20ﾄﾚｰ ¥155 ¥3,1002
東一14/08/29 19 なんてん-中 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥191 ¥3,8202
東一14/08/29 19 なんてん-中 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥191 ¥1,9101
名果14/08/29 24 かき（青） 上勝　花子 10ﾊﾟｯｸ ¥250 ¥2,5001
大果14/08/29 29 なんてん-中 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥191 ¥5,7303

14年12月4日 11 / 20 ページ



販売実績一覧リスト

14年6月4日期間： 14年12月2日～全データ条件：

日付 番号 商品名出荷先名 生産者名 数量単位 単価 金額 コメントケース数

季の彩作目：

大果14/08/29 31 かき（青） 上勝　二郎 10ﾊﾟｯｸ ¥110 ¥1,1001
横浜丸中青果14/08/30 5 なんてん-中 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥102 ¥1,0201
名青14/08/30 11 なんてん-中 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥102 ¥3,0603
名青14/08/30 11 青もみじ 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥132 ¥1,3201
東一14/08/30 14 青もみじ 上勝　二郎 40ﾄﾚｰ ¥132 ¥5,2804
大果14/08/30 24 青もみじ 上勝　一郎 20ﾄﾚｰ ¥132 ¥2,6402
大果14/08/30 24 青もみじ 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥132 ¥1,3201
大果14/08/30 25 かき（青） 上勝　花子 10ﾊﾟｯｸ ¥130 ¥1,3001
名果14/09/01 2 かき（青） 上勝　一郎 10ﾊﾟｯｸ ¥250 ¥2,5001
名青14/09/01 8 青もみじ 上勝　一郎 10ﾄﾚｰ ¥119 ¥1,1901
名青14/09/01 8 青もみじ 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥119 ¥1,1901
東一14/09/01 13 かき（青） 上勝　二郎 10ﾊﾟｯｸ ¥102 ¥1,0201
大果14/09/01 20 なんてん-中 上勝　二郎 50ﾄﾚｰ ¥104 ¥5,2005
大果14/09/01 20 青もみじ 上勝　二郎 60ﾄﾚｰ ¥119 ¥7,1406
大果14/09/01 21 かき（青） 上勝　二郎 10ﾊﾟｯｸ ¥200 ¥2,0001
横浜丸中青果14/09/02 20 かき（青） 上勝　二郎 10ﾊﾟｯｸ ¥250 ¥2,5001
大果14/09/02 30 青もみじ 上勝　一郎 20ﾄﾚｰ ¥124 ¥2,4802
大果14/09/02 30 青もみじ 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥124 ¥2,4802
大果14/09/02 30 青もみじ 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥124 ¥1,2401
横浜丸中青果14/09/04 2 かき（青） 上勝　二郎 10ﾊﾟｯｸ ¥250 ¥2,5001
東一14/09/04 16 なんてん-中 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥133 ¥1,3301
東一14/09/04 16 なんてん-中 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥133 ¥1,3301
東一14/09/04 16 青もみじ 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥170 ¥1,7001
東一14/09/04 19 かき（青） 上勝　花子 10ﾊﾟｯｸ ¥150 ¥1,5001
東一14/09/04 19 かき(青）-小 上勝　花子 10ﾊﾟｯｸ ¥50 ¥5001
大果14/09/04 24 なんてん-中 上勝　二郎 40ﾄﾚｰ ¥133 ¥5,3204
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販売実績一覧リスト

14年6月4日期間： 14年12月2日～全データ条件：

日付 番号 商品名出荷先名 生産者名 数量単位 単価 金額 コメントケース数

季の彩作目：

大果14/09/04 24 なんてん-中 上勝　花子 20ﾄﾚｰ ¥133 ¥2,6602
大果14/09/04 24 青もみじ 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥170 ¥3,4002
横浜丸中青果14/09/05 2 なんてん-中 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥130 ¥2,6002
名青14/09/05 12 かき（青） 上勝　二郎 10ﾊﾟｯｸ ¥200 ¥2,0001
岐阜中央青果14/09/05 25 かき（青） 上勝　花子 10ﾊﾟｯｸ ¥200 ¥2,0001
大果14/09/05 32 なんてん-中 上勝　花子 20ﾄﾚｰ ¥130 ¥2,6002
岐阜中央青果14/09/06 4 かき（青） 上勝　花子 10ﾊﾟｯｸ ¥250 ¥2,5001
名青14/09/06 13 青もみじ 上勝　花子 30ﾄﾚｰ ¥173 ¥5,1903
東一14/09/06 19 なんてん-小 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥145 ¥1,4501
東一14/09/06 19 青もみじ 上勝　花子 40ﾄﾚｰ ¥173 ¥6,9204
大果14/09/06 28 なんてん-中 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥151 ¥1,5101
大果14/09/08 26 かき（青） 上勝　花子 10ﾊﾟｯｸ ¥120 ¥1,2001
大果14/09/08 27 青もみじ 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥181 ¥5,4303
名青14/09/09 14 青もみじ 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥219 ¥2,1901
名果14/09/09 22 かき（青） 上勝　花子 10ﾊﾟｯｸ ¥250 ¥2,5001
大果14/09/09 33 青もみじ 上勝　二郎 40ﾄﾚｰ ¥219 ¥8,7604
大果14/09/09 36 かき（青） 上勝　二郎 10ﾊﾟｯｸ ¥50 ¥5001
名青14/09/11 17 青もみじ 上勝　二郎 50ﾄﾚｰ ¥194 ¥9,7005
名青14/09/11 18 かき（青） 上勝　二郎 10ﾊﾟｯｸ ¥200 ¥2,0001
福井青果14/09/12 13 なんてん-中 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥200 ¥4,0002
名果14/09/12 17 かき（青） 上勝　花子 10ﾊﾟｯｸ ¥250 ¥2,5001
名青14/09/12 20 青もみじ 上勝　花子 30ﾄﾚｰ ¥212 ¥6,3603
大果14/09/12 30 かき（青） 上勝　二郎 20ﾊﾟｯｸ ¥60 ¥1,2002
横浜丸中青果14/09/13 6 かき（青） 上勝　花子 10ﾊﾟｯｸ ¥250 ¥2,5001
名青14/09/13 12 青もみじ 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥218 ¥2,1801
名果14/09/13 20 かき（青） 上勝　二郎 10ﾊﾟｯｸ ¥250 ¥2,5001
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販売実績一覧リスト

14年6月4日期間： 14年12月2日～全データ条件：

日付 番号 商品名出荷先名 生産者名 数量単位 単価 金額 コメントケース数

季の彩作目：

大果14/09/13 37 かき（青） 上勝　二郎 10ﾊﾟｯｸ ¥150 ¥1,5001
名果14/09/16 12 かき（青） 上勝　花子 10ﾊﾟｯｸ ¥250 ¥2,5001
大果14/09/16 30 なんてん-中 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥173 ¥1,7301
大果14/09/16 30 青もみじ 上勝　二郎 60ﾄﾚｰ ¥213 ¥12,7806
横浜丸中青果14/09/17 8 青もみじ 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥172 ¥5,1603
福井青果14/09/17 12 なんてん-中 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥171 ¥3,4202
石川中央青果14/09/17 18 なんてん-中 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥171 ¥3,4202
大果14/09/17 34 なんてん-中 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥171 ¥1,7101
名青14/09/18 13 青もみじ 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥171 ¥5,1303
東一14/09/18 14 青もみじ 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥171 ¥3,4202
石川中央青果14/09/18 15 かき（青） 上勝　二郎 10ﾊﾟｯｸ ¥200 ¥2,0001
大果14/09/18 32 なんてん-中 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥124 ¥2,4802
大果14/09/18 32 青もみじ 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥171 ¥1,7101
大果14/09/18 36 かき（青） 上勝　花子 10ﾊﾟｯｸ ¥50 ¥5001
岐阜中央青果14/09/19 6 青もみじ 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥187 ¥5,6103
東一14/09/19 18 青もみじ 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥187 ¥1,8701
大果14/09/19 35 かき（青） 上勝　花子 10ﾊﾟｯｸ ¥80 ¥8001
大果14/09/19 35 かき(青）-小 上勝　花子 10ﾊﾟｯｸ ¥70 ¥7001
石川中央青果14/09/20 6 なんてん-中 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥102 ¥1,0201
大果14/09/20 39 なんてん-中 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥102 ¥3,0603
大果14/09/20 39 青もみじ 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥133 ¥1,3301
横浜丸中青果14/09/23 4 かき（青） 上勝　二郎 10ﾊﾟｯｸ ¥250 ¥2,5001
名青14/09/23 7 なんてん-中 上勝　二郎 40ﾄﾚｰ ¥155 ¥6,2004
石川中央青果14/09/23 25 かき（青） 上勝　二郎 10ﾊﾟｯｸ ¥200 ¥2,0001
石川中央青果14/09/23 25 かき（青） 上勝　花子 10ﾊﾟｯｸ ¥200 ¥2,0001
名青14/09/25 16 青もみじ 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥197 ¥1,9701
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販売実績一覧リスト

14年6月4日期間： 14年12月2日～全データ条件：

日付 番号 商品名出荷先名 生産者名 数量単位 単価 金額 コメントケース数

季の彩作目：

東一14/09/25 19 青もみじ 上勝　二郎 50ﾄﾚｰ ¥197 ¥9,8505
東一14/09/25 19 青もみじ 上勝　花子 50ﾄﾚｰ ¥197 ¥9,8505
大果14/09/25 33 かき（青） 上勝　二郎 10ﾊﾟｯｸ ¥180 ¥1,8001
大果14/09/25 33 かき（青） 上勝　花子 10ﾊﾟｯｸ ¥200 ¥2,0001
東一14/09/26 13 なんてん-中 上勝　花子 30ﾄﾚｰ ¥150 ¥4,5003
東一14/09/26 13 青もみじ 上勝　花子 20ﾄﾚｰ ¥135 ¥2,7002
名果14/09/26 15 青もみじ 上勝　花子 20ﾄﾚｰ ¥200 ¥4,0002
横浜丸中青果14/09/26 17 かき（青） 上勝　花子 10ﾊﾟｯｸ ¥250 ¥2,5001
名青14/09/27 10 青もみじ 上勝　二郎 60ﾄﾚｰ ¥198 ¥11,8806
名青14/09/29 13 なんてん-中 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥159 ¥1,5901
東一14/09/29 18 青もみじ 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥152 ¥1,5201
大果14/09/29 30 なんてん-中 上勝　二郎 50ﾄﾚｰ ¥159 ¥7,9505
大果14/09/29 31 かき（青） 上勝　二郎 10ﾊﾟｯｸ ¥85 ¥8501
大果14/09/29 31 かき（青） 上勝　花子 10ﾊﾟｯｸ ¥80 ¥8001
東一14/09/30 14 なんてん-中 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥96 ¥9601
東一14/09/30 14 なんてん-小 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥50 ¥5001
大果14/09/30 28 なんてん-中 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥96 ¥9601
大果14/09/30 29 かき（青） 上勝　二郎 10ﾊﾟｯｸ ¥70 ¥7001
大果14/09/30 29 かき（青） 上勝　花子 10ﾊﾟｯｸ ¥60 ¥6001
名青14/10/01 30 青もみじ 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥173 ¥1,7301
大果14/10/01 32 なんてん-中 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥150 ¥3,0002
大果14/10/01 33 かき（青） 上勝　二郎 10ﾊﾟｯｸ ¥30 ¥3001
東一14/10/02 13 青もみじ 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥126 ¥1,2601
名青14/10/02 20 かき（青） 上勝　二郎 20ﾊﾟｯｸ ¥250 ¥5,0002
石川中央青果14/10/03 5 なんてん-小 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥107 ¥1,0701
東一14/10/03 11 青もみじ 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥127 ¥2,5402
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販売実績一覧リスト

14年6月4日期間： 14年12月2日～全データ条件：

日付 番号 商品名出荷先名 生産者名 数量単位 単価 金額 コメントケース数

季の彩作目：

東一14/10/03 11 青もみじ 上勝　花子 60ﾄﾚｰ ¥127 ¥7,6206
大果14/10/03 31 青もみじ 上勝　二郎 40ﾄﾚｰ ¥127 ¥5,0804
横浜丸中青果14/10/04 2 かき（青） 上勝　二郎 10ﾊﾟｯｸ ¥250 ¥2,5001
福井青果14/10/04 4 なんてん-中 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥101 ¥1,0101
名青14/10/04 13 青もみじ 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥172 ¥1,7201
東一14/10/04 18 なんてん-中 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥101 ¥2,0202
東一14/10/04 18 なんてん-中 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥101 ¥1,0101
福井青果14/10/09 8 なんてん-中 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥182 ¥3,6402
大果14/10/09 30 なんてん-中 上勝　花子 30ﾄﾚｰ ¥182 ¥5,4603
大果14/10/09 30 青もみじ 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥167 ¥1,6701
福井青果14/10/11 9 なんてん-中 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥136 ¥4,0803
名青14/10/14 13 青もみじ 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥208 ¥2,0801
名青14/10/14 13 青もみじ 上勝　花子 60ﾄﾚｰ ¥208 ¥12,4806
大果14/10/14 32 なんてん-中 上勝　二郎 50ﾄﾚｰ ¥120 ¥6,0005
大果14/10/14 33 かき（青） 上勝　二郎 20ﾊﾟｯｸ ¥20 ¥4002
横浜丸中青果14/10/15 5 かき（青） 上勝　二郎 10ﾊﾟｯｸ ¥250 ¥2,5001
石川中央青果14/10/15 17 青もみじ 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥232 ¥4,6402
大果14/10/15 31 なんてん-中 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥175 ¥1,7501
名青14/10/16 11 なんてん-中 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥161 ¥1,6101
名青14/10/16 11 青もみじ 上勝　花子 60ﾄﾚｰ ¥188 ¥11,2806
東一14/10/16 12 青もみじ 上勝　花子 20ﾄﾚｰ ¥188 ¥3,7602
名果14/10/16 32 かき（青） 上勝　二郎 40ﾊﾟｯｸ ¥250 ¥10,0001
新印14/10/17 3 なんてん-中 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥158 ¥1,5801
横浜丸中青果14/10/17 5 青もみじ 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥159 ¥1,5901
石川中央青果14/10/17 8 なんてん-中 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥158 ¥4,7403
横浜丸中青果14/10/18 8 青もみじ 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥150 ¥3,0002
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販売実績一覧リスト

14年6月4日期間： 14年12月2日～全データ条件：

日付 番号 商品名出荷先名 生産者名 数量単位 単価 金額 コメントケース数

季の彩作目：

石川中央青果14/10/18 11 青もみじ 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥150 ¥3,0002
名青14/10/18 14 青もみじ 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥150 ¥4,5003
名青14/10/20 16 青もみじ 上勝　花子 30ﾄﾚｰ ¥157 ¥4,7103
大果14/10/20 24 なんてん-中 上勝　花子 30ﾄﾚｰ ¥192 ¥5,7603
大果14/10/20 24 青もみじ 上勝　花子 20ﾄﾚｰ ¥157 ¥3,1402
石川中央青果14/10/21 1 青もみじ 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥126 ¥2,5202
福井青果14/10/21 6 なんてん-中 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥172 ¥3,4402
東一14/10/21 22 なんてん-小 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥133 ¥1,3301
東一14/10/21 22 青もみじ 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥126 ¥3,7803
石川中央青果14/10/23 14 青もみじ 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥201 ¥2,0101
大果14/10/23 34 なんてん-中 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥149 ¥1,4901
名青14/10/23 99 青もみじ 上勝　二郎 40ﾄﾚｰ ¥201 ¥8,0404
岐阜中央青果14/10/24 14 青もみじ 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥184 ¥1,8401
名青14/10/24 18 青もみじ 上勝　二郎 50ﾄﾚｰ ¥184 ¥9,2005
名青14/10/24 18 青もみじ 上勝　花子 20ﾄﾚｰ ¥184 ¥3,6802
東一14/10/24 19 なんてん-中 上勝　花子 20ﾄﾚｰ ¥161 ¥3,2202
東一14/10/24 19 青もみじ 上勝　花子 20ﾄﾚｰ ¥184 ¥3,6802
大果14/10/24 36 なんてん-中 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥161 ¥4,8303
大果14/10/24 36 なんてん-中 上勝　花子 30ﾄﾚｰ ¥161 ¥4,8303
大果14/10/24 36 なんてん-小 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥113 ¥1,1301
大果14/10/24 37 かき（青） 上勝　一郎 10ﾊﾟｯｸ ¥50 ¥5001
名青14/10/25 6 青もみじ 上勝　二郎 40ﾄﾚｰ ¥178 ¥7,1204
東一14/10/25 15 なんてん-中 上勝　一郎 30ﾄﾚｰ ¥102 ¥3,0603
東一14/10/25 22 かき（青） 上勝　一郎 10ﾊﾟｯｸ ¥50 ¥5001
大果14/10/25 31 青もみじ 上勝　花子 60ﾄﾚｰ ¥178 ¥10,6806
石川中央青果14/10/27 7 なんてん-中 上勝　花子 20ﾄﾚｰ ¥102 ¥2,0402
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販売実績一覧リスト

14年6月4日期間： 14年12月2日～全データ条件：

日付 番号 商品名出荷先名 生産者名 数量単位 単価 金額 コメントケース数

季の彩作目：

横浜丸中青果14/10/27 18 なんてん-中 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥102 ¥1,0201
大果14/10/27 33 なんてん-中 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥102 ¥2,0402
福井青果14/10/28 7 なんてん-中 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥138 ¥2,7602
名果14/10/28 20 かき（青） 上勝　二郎 10ﾊﾟｯｸ ¥250 ¥2,5001
大果14/10/28 28 なんてん-中 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥138 ¥1,3801
大果14/10/28 28 なんてん-中 上勝　花子 30ﾄﾚｰ ¥138 ¥4,1403
大果14/10/29 33 なんてん-中 上勝　二郎 40ﾄﾚｰ ¥120 ¥4,8004
石川中央青果14/10/30 4 青もみじ 上勝　花子 20ﾄﾚｰ ¥199 ¥3,9802
新印14/10/30 13 なんてん-小 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥214 ¥2,1401
大果14/10/30 35 青もみじ 上勝　一郎 30ﾄﾚｰ ¥199 ¥5,9703
横浜丸中青果14/10/31 4 なんてん-中 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥170 ¥1,7001
名青14/10/31 6 青もみじ 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥168 ¥5,0403
福井青果14/10/31 11 なんてん-中 上勝　二郎 50ﾄﾚｰ ¥170 ¥8,5005
大果14/10/31 35 なんてん-中 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥170 ¥1,7001
大果14/10/31 35 なんてん-小 上勝　一郎 20ﾄﾚｰ ¥112 ¥2,2402
大果14/10/31 35 なんてん-小 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥112 ¥1,1201
横浜丸中青果14/11/01 1 なんてん-中 上勝　一郎 10ﾄﾚｰ ¥177 ¥1,7701
大果14/11/01 38 なんてん-中 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥177 ¥5,3103
大果14/11/01 38 青もみじ 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥198 ¥1,9801
名果14/11/04 13 青もみじ 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥190 ¥1,9001
京果14/11/04 30 青もみじ 上勝　花子 20ﾄﾚｰ ¥190 ¥3,8002
大果14/11/04 32 なんてん-中 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥169 ¥5,0703
名青14/11/05 13 なんてん-中 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥127 ¥3,8103
大果14/11/05 30 なんてん-中 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥127 ¥2,5402
大果14/11/05 30 青もみじ 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥200 ¥4,0002
横浜丸中青果14/11/06 5 青もみじ 上勝　花子 30ﾄﾚｰ ¥176 ¥5,2803
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販売実績一覧リスト

14年6月4日期間： 14年12月2日～全データ条件：

日付 番号 商品名出荷先名 生産者名 数量単位 単価 金額 コメントケース数

季の彩作目：

東一14/11/06 9 なんてん-中 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥131 ¥1,3101
名青14/11/06 10 青もみじ 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥176 ¥3,5202
名果14/11/07 1 青もみじ 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥185 ¥1,8501
福井青果14/11/07 3 なんてん-中 上勝　一郎 10ﾄﾚｰ ¥144 ¥1,4401
名青14/11/07 13 青もみじ 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥185 ¥1,8501
東一14/11/07 16 なんてん-中 上勝　一郎 10ﾄﾚｰ ¥144 ¥1,4401
名青14/11/08 17 青もみじ 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥199 ¥3,9802
東一14/11/08 20 なんてん-小 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥109 ¥1,0901
大果14/11/08 33 なんてん-中 上勝　二郎 40ﾄﾚｰ ¥188 ¥7,5204
大果14/11/08 33 青もみじ 上勝　花子 30ﾄﾚｰ ¥199 ¥5,9703
京果14/11/10 32 青もみじ 上勝　花子 30ﾄﾚｰ ¥233 ¥6,9903
石川中央青果14/11/11 5 なんてん-中 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥196 ¥1,9601
名青14/11/11 18 なんてん-中 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥196 ¥3,9202
名青14/11/11 18 青もみじ 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥224 ¥2,2401
新印14/11/13 1 なんてん-中 上勝　一郎 10ﾄﾚｰ ¥187 ¥1,8701
東一14/11/13 14 なんてん-小 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥143 ¥1,4301
大果14/11/13 35 青もみじ 上勝　二郎 60ﾄﾚｰ ¥218 ¥13,0806
横浜丸中青果14/11/14 1 なんてん-中 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥183 ¥3,6602
石川中央青果14/11/14 10 なんてん-中 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥183 ¥3,6602
大果14/11/14 30 青もみじ 上勝　二郎 50ﾄﾚｰ ¥216 ¥10,8005
新印14/11/15 2 青もみじ 上勝　花子 20ﾄﾚｰ ¥202 ¥4,0402
横浜丸中青果14/11/15 12 青もみじ 上勝　花子 40ﾄﾚｰ ¥202 ¥8,0804
東一14/11/15 17 なんてん-中 上勝　二郎 50ﾄﾚｰ ¥161 ¥8,0505
大果14/11/15 33 青もみじ 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥202 ¥6,0603
大果14/11/17 27 なんてん-中 上勝　二郎 50ﾄﾚｰ ¥188 ¥9,4005
大果14/11/17 27 青もみじ 上勝　二郎 40ﾄﾚｰ ¥192 ¥7,6804
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14年6月4日期間： 14年12月2日～全データ条件：

日付 番号 商品名出荷先名 生産者名 数量単位 単価 金額 コメントケース数

季の彩作目：

福井青果14/11/18 8 なんてん-中 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥188 ¥5,6403
大果14/11/18 32 青もみじ 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥201 ¥4,0202
東一14/11/19 16 なんてん-中 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥116 ¥2,3202
横浜丸中青果14/11/20 8 なんてん-中 上勝　一郎 20ﾄﾚｰ ¥130 ¥2,6002
東一14/11/20 17 なんてん-中 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥130 ¥2,6002
名青14/11/21 2 青もみじ 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥196 ¥1,9601
横浜丸中青果14/11/21 3 青もみじ 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥196 ¥1,9601
福井青果14/11/21 8 なんてん-中 上勝　一郎 10ﾄﾚｰ ¥135 ¥1,3501
石川中央青果14/11/21 13 なんてん-中 上勝　花子 20ﾄﾚｰ ¥135 ¥2,7002
大果14/11/21 31 なんてん-中 上勝　一郎 10ﾄﾚｰ ¥135 ¥1,3501
大果14/11/21 31 なんてん-中 上勝　二郎 40ﾄﾚｰ ¥135 ¥5,4004
岐阜中央青果14/11/24 2 青もみじ 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥224 ¥2,2401
横浜丸中青果14/11/24 6 なんてん-中 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥181 ¥1,8101
名青14/11/24 13 青もみじ 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥224 ¥6,7203
名果14/11/25 6 なんてん-中 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥196 ¥3,9202
横浜丸中青果14/11/25 8 なんてん-中 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥196 ¥3,9202
大果14/11/25 31 青もみじ 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥242 ¥2,4201
大果14/11/27 34 なんてん-中 上勝　花子 10ﾄﾚｰ ¥169 ¥1,6901
大果14/11/28 30 なんてん-中 上勝　花子 30ﾄﾚｰ ¥158 ¥4,7403
大果14/11/28 30 青もみじ 上勝　二郎 20ﾄﾚｰ ¥234 ¥4,6802
大果14/11/29 35 青もみじ 上勝　二郎 10ﾄﾚｰ ¥231 ¥2,3101
大果14/12/01 30 青もみじ 上勝　二郎 30ﾄﾚｰ ¥0 ¥03

¥1,516 ¥1,702,0301,123
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