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アース製薬(株) 26 通常小間 〇 https://www.earth.jp/earthgarden/
アースガーデンブースでは、本年のテーマフラワーである「カーネーション」のプチ寄せ植えワークショップを実施いたします。参加者の皆さまには、
土作りから始めていただき、土に触れ花を慈しんでいただきます。

(株)アタリヤ農園 09 通常小間 〇 http://www.atariya.net
野菜、花の種、球根の展示販売のほか、体験型イベントをおこないます。

アップルウェアー(株) 20 通常小間 〇 http://appleware.org
新製品のプラ鉢・プランターに植物を植え付けた使用イメージの展示や、一般消費者を対象としたアンケート調査を実施いたします。

(株)アプロード M-09 ミニブース 〇 http://www.lunaribbon.com
リボンの販売。デザインリボン、ちょっとしたプレゼントなどに使えるリボンまで多種で用意。ガーデンやインテリアに使えるアイデアのご提案など。

(有)アボウオーキッド G-01 ガーデンマーケット 〇
洋ラン、草花、多肉、観葉の苗等

(株)槍木産業 40 横長変形小間 〇
アイデアで経営合理化のお手伝いをしますをモットーに園芸用アイデア資材、遮熱防止園芸用杭などを出展いたします。農業を応援している省力資
材メーカーです。

エアープランツ天狗堂 G-08 ガーデンマーケット 〇 http://air-plants.jp
生育に土が不要な植物ティランジア専門店です。育て方のアドバイスもさせて頂きます。

公益社団法人園芸文化協会 35 横長変形小間 〇 http://www.engeibunka.or.jp
「2019F&Gジャパンセレクション」コーナーにおいて「ジャパンフラワーセレクション」と合同で「新花コンテスト」を開催します。その連動企画として、コン
テストにも出品の育種家たちが作った植物を販売します。

一般財団法人 沖縄美ら海財団 M-17 ミニブース 〇 〇 http://www.churashima.okinawa/
沖縄美ら島財団関連会社を含め、財団が取り組んでいる事業を紹介します。
(株)グリーンウィンドー壁面緑化他、(株)沖縄美ら島ファーム切花”ちゅらら”

家庭園芸肥料・用土協議会 M-01 ミニブース 〇 〇 〇 http://www.a-hiryo-youdo.com
ガーデニング等に必要な用土・肥料について、パネルや用土・肥料を展示し、用土や肥料の重要性を伝える。

一般社団法人　神奈川県園芸協会 16 通常小間 http://www.kanagawa-enkyo.jp
神奈川県内で生産された花き・植木を展示紹介する。

カネコ種苗(株) 14 通常小間 〇 http://kanekoseeds.jp/jgarden/
日本の気候、風土に合う植物をセレクトした「Jガーデン」シリーズから、今年おすすめの逸品を展示・紹介をいたします。

共和開発(株) 10 通常小間 〇 〇 〇 http://home.metyou.jp/cc/kyouwa/
園芸用品を多数取り揃えています。特にマルチング商材は充実しています。

玉鳥産業(株) M-16 ミニブース 〇 http://www.miki-japan.com/
日本最古の金物の町「兵庫県三木市」から、本格園芸ツールを紹介。園芸鉆や鋸、メンテナンスツールを中心に展示販売します。ぜひ「みきかじや
村」ブースに訪れてきて下さい。

キング園芸(株) 41 横長変形小間 〇 http://www.king-engei.co.jp/
薬剤の散布体験ができるブースで販売も実施

キンボシ(株) 37 横長変形小間 〇 http://www.golden-star.co.jp
芝刈機、園芸用品の展示

クラーク(株) M-10 ミニブース 〇 http://klark.co.jp
ガーデニングシーズンたけなわの時期に役立つグッズを展示、販売します

(株)クレマコーポレーション 34 横長変形小間 〇 http://clematis.co.jp
開花したクレマチスの展示とブース内での装飾を行います。また、育て方や楽しみ方の説明を行いながら、春から秋にかけて開花が見込める苗の
販売を行います。

(株)クレマコーポレーション G-02 ガーデンマーケット 〇 http://clematis.co.jp
開花したクレマチスの展示とブース内での装飾を行います。また、育て方や楽しみ方の説明を行いながら、春から秋にかけて開花が見込める苗の
販売を行います。

クレマチス専門ナーセリー　春日井園芸センター 31 横長変形小間 〇 〇 〇 http://www.clematis-net.com
バラエティにとみ魅力的なクレマチス、おすすめの人気品種を中心に様々な表情を見せるクレマチスの色々を展示・販売します。クレマチス専用肥
糧・用土等も販売いたします。

京成バラ園芸(株) 24 通常小間 〇 http://www.keiseirose.co.jp/
1600品種10000株のバラを中心に年間を通して草花や樹木が楽しめるローズガーデンのアピール。バラ苗やバラの雑貨の販売、最近話題のバラ
「フルーリーテラスコレクション」の宣伝を行います。

(株)河野自然園 M-15 ミニブース 〇 〇 http://www.kyukon.com
多肉植物、珍しい植物、花苗、その他ガーデニング関連用品の販売。寄せ植えの販売。ハンギングバスケットや寄せ植えの展示、その他ガーデニン
グのアイディアなどもお伝えします。

(株)サカタのタネ 01 通常小間 〇 〇 〇 http://www.sakataseed.co.jp
サカタのタネが開発した花、野菜の展示、販売。

サカタのタネ グリーンサービス(株) 03 通常小間 〇 〇 http://www.sakata-greenservice.co.jp
種苗会社サカタのタネグループならではの緑花空間をご提案致します。
お庭の設計・改修・お手入れに関するご相談や、植物と周囲の空間が引き立つインテリア・エクステリア等をご紹介致します。

三陽金属(株) M-05 ミニブース 〇 http://www.sanyo-mt.co.jp
女性・高齢者の方でも軽い力で太い枝を切れるように開発した太枝切鋏。
家庭園芸からプロユーザーまで幅広くご使用いただける剪定鋸・剪定鋏を展示予定しています。

四季彩庵 43 横長変形小間 〇 http://shikisaian.tumblr.com
伊豆高原高橋京子「花の絵美術館」オリジナルボタニカルアートのカード、ファイルの新作のポーチ等美しい植物画の世界とアレンジメントフラワー
やローズ茶も取り揃え充実度UP！　♥千円以上お買上の方に素敵な粗品進呈♥

住友化学園芸(株) 08 通常小間 〇 http://www.sc-engei.co.jp
園芸知識を楽しく学べるブース。
日頃お悩みの害虫や病気、雑草の予防・防除、肥料の相談コーナーを開設。
草花 庭木 バラ 野菜 果樹の園芸薬品や肥料の展示を行います

高松商事(株) 30 横長変形小間 〇 〇 http://www.tacoflower.jp
アメリカ　アルトマン社の白根苗のバラTvveBloomo。病気になりにくく、虫もつきにくい、更に春から秋にかけて咲き続ける強いバラを出展いたしま
す。なお、販売も行います。

タキイ種苗(株) 23 通常小間 〇 〇 http://www.takii.co.jp
ひまわり「サンリッチ」、機能性成分を豊富に含む野菜品種「ファイトリッチ」等の展示やタネを使った作品制作「たねぢから」体験等、幅広く楽しんで
いただけるブースです。

(株)椿 M-02 ミニブース 〇 http://www.tubaki.co.jp
国産のヤブツバキの種だけを使い、独自の非加熱製法でつくったエクストラバージン椿オイルです。お肌の皮脂の主成分オレイン酸が85％以上。高
い保湿力と浸透力でお肌や髪を乾燥から守ります。

(株)東海化成 42 横長変形小間 〇 http://www.tokai-kasei.co.jp
ポリポット製造メーカーの東海化成です。例年好評の多種多様なカラーポリポット（プレミアムな色も有ります）や、楽しい園芸Lifeが過ごせるような商
品を展示しております。

(株)東海グローバルグリーニング M-14 ミニブース 〇 〇 http://www.tokai-gg.co.jp
縄文ネギ・アップルゴーヤ・多肉等に最適なミニバケツ・インドアコンテナとして出窓やキッチンガーデンとしても便利なボードコンテナの展示販売や
母の日ギフト用ケイトウケーキホールの陳列・注文予約を行います。

(株）東和コーポレーション 44 横長変形小間 ◯
廃盤商品を販売します。

(株)シーボン 28 通常小間 〇 http://www.tokyu-agc.co.jp
女性限定で無料肌チェックを実施。肌状態に合わせた化粧品サンプルをプレゼント！
是非お気軽にシーボンブースにお立ち寄りください。
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2019 日本フラワー＆ガーデンショウ　出展者一覧

出展社名 ＵＲＬ 出展内容小間NO 小間種別

(株)東急リゾートサービス 玉原東急リゾート M-03 ミニブース 〇 〇 http://www.tambara.co.jp/lavenderpark
5万株のラベンダーが咲くたんばらラベンダーパークの紹介と、玉原産ラベンダーオイルを使用した各種ラベンダーグッズの販売を行います。PRブー
スでは本イベント限定の特別入園割引券を配布予定。

(有)トーシン技研　瑞穂造園芸 G-05 ガーデンマーケット 〇 http://www.mizuhozouengei.com
バラ、鉢花、植木、苗木生産販売

中島商事(株)　トヨチュー事業部 36 横長変形小間 〇 〇 http://www.toyochukk.co.jp
園芸に関するアンケートを行い、今の時代の消費者ニーズを把握し、今後の商品開発やPR活動の参考にします。また、アンケートにご協力いただ
いた方には、園芸用品（粗品）をプレゼント予定です。

にこにこバラ園(株) G-06 ガーデンマーケット 〇 http://www.nicobara.com
バラ園で栽培したバラで作った、バラの花束、アレンジメント。ドライ、プリザーブドフラワーをつかったリースなどを展示、販売いたします。

日廣薬品(株) M-19 ミニブース 〇 http://www.nikkoban.com
今回も園芸をされる方にオススメの「ニッコーバン」の試供品をご用意致しております。

(株)日宣 13 通常小間 〇 http://www.nissead.co.jp
ホームセンターでお配りしているフリーマガジン『Pacoma』を、ご来場者様にお配りいたします。ガーデニング情報満載の最新号をはじめ、パコマなら
ではの暮らしに役立つ情報をお届けいたします。

日本ジフィーポット・プロダクツ(株) 02 通常小間 〇
タネまき育苗用品の展示、販売。

(株)ハイポネックスジャパン 19 通常小間 〇 http://www.hyponex.co.jp
水でうすめて使うハイポネックス原液と土にばらまくネクスコートでおなじみのハイポネックスが盛り沢山のプログラムで子供から大人まで幅広く来場
者へガーデニングの楽しみ方を提案いたします。

パティオローズ 15 通常小間 〇
バラの新品種の展示と販売、都心部でのベランダ等を想定、香りのあるオールドタイプのバラの作出と小型盆栽用品種の作出

花工房やまさと G-04 ガーデンマーケット 〇
蘇鉄・山野草・班入植物・ハエマンサス・古典植物・その他

パルシステム生活協同組合連合会 27 通常小間 〇 http://www.pal-system.co.jp
人気商品の「ヨーグルト・カスタードプリン」が試食できます。国産・産直中心の食材をご自宅までお届けする生協の宅配パルシステム3日分の夕食
の食材とレシピがまとめて届く「3日分の時短ごはん」好評です。

ヒシカ工業(株) M-18 ミニブース 〇 http://www.nokoya-hishika.com
軽やかな挽き心地と手にやさしいのこぎり「彩-AYA-」をはじめとする園芸用鋸や本職用剪定鋸の展示、販売。ブース内で試し切りを行います。兵庫
県三木市で作った鍛冶屋の鋸の切れ味をお楽しみください。

フマキラー(株) 11 通常小間 〇 http://www.fumakilla.co.jp
「カダン」は誕生以来、確かな効きめ、使いやすさ、安心・安全に徹底してこだわった製品で、大切な植物を病害虫から守り続けてきました。植物育
成・お庭の環境づくりまで園芸生活をトータルにサポートしてまいります。

ブルガリア・ローズ・ジャパン(株) M-12 ミニブース 〇 http://www.bulgariarose.co.jp
ブルガリア産ダマスクローズウォーター（バラ化粧水）、ローズオイル、ローズジャム、ハーブティーの販売。

(株)フローラ 17 通常小間 〇 http://www.HB-lol.co.jp
HB-101は杉・桧・松・オオバコから抽出精製した天然植物活力液です。100％天然で無害で安全で安心です。すべての植物栽培にご使用していただ
けます。

フロンティア(株) 33 横長変形小間 〇 http://www.frontia-met.co.jp 美しい花柄のレターセット、カード、ノートシール、マスキングシール、ペイパーナプキン、お楽しみ袋。

(有)フロンティア・オンライン M-04 ミニブース 〇 http://flora.flontea.com/
会津若松で育てた無農薬のバラ”ダマスクローズ”の香りをお届けします。飲料用ローズウォーター、ハーブティー用ドライペタル、調味料としてのバ
ラの砂糖、塩。

(株)ホーヴ G-03 ガーデンマーケット 〇 〇 http://hove.jp
水栽培キッド
シリコンプランター

NPO法人緑のカーテン応援団 M-11 ミニブース 〇 〇 http://midorinoka-ten.com
みどりのカーテンなんでも相談コーナーを設け、ゴーヤー茶の試飲を無料配布し、来場者と交流しながら、初めて取り組む人、失敗してしまう人にも
わかりやすく解説し、温熱環境への効果や緑のカーテンの楽しみ方を伝える。

(株)向山蘭園 G-09 ガーデンマーケット 〇 http://www.mukoyama.jp
パンジーオーキッドと呼ばれる春の洋らん「ミルトニア」を中心に、カラフルな彗星蘭や胡蝶蘭の寄せ植えなどを販売。月2回の水やりで生育できる特
殊植込材「パペレット」で植えた蘭「クリスタルオーキッド」も販売。

村田永楽園(株)・(有)村田商事 21 通常小間 http://www.murata-g.com/

メネデール(株) 07 通常小間 〇 http://www.menedael.co.jp

(株)八幡ねじ 38 横長変形小間 〇 http://www.yht.co.jp
壁に穴をあけずに楽しめる、新しい壁面グリーンインテリア商材『HANG』の販売PRを行います。495通り以上の組み合わせより、お客様1人ひとりの
インテリアに合ったグリーンディスプレイを実現します。

(株)ヤマト 32.39 横長変形小間 〇 http://www.k-yamato.co.jp
スペースヤト（健康器具）

大和プラ販(株) 39 通常小間 〇 http://www.yamato-plastic.co.jp
プラスチック製プランターの展示・販売、レインボーサンドを使ったミニ観葉の植え込み講習会を行う。

横浜イングリッシュガーデン 22 通常小間 http://www.y-eg.jp
展示をメインとするブースを検討中です。

横浜植木(株) 06 通常小間 〇 〇 http://www.yokohamaueki.co.jp
オリジナル野菜苗・花苗を軸に園芸資材をおしゃれに提案販売を致します。

横浜市 29 通常小間 〇 〇
http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/gre
en/gardennecklaceyokohama/

春の季節、横浜は春の花々が見ごろを迎えます。
サクラ、チューリップ、バラなど花と緑あふれる横浜を連想させる庭園を出展します。

横浜市グリーン事業協同組合 M-08 ミニブース 〇 http://y-greenkk.jp
横浜市の緑のリサイクル事業である「緑のリサイクルプラント」の紹介と市内の公園や街路樹等から排出される剪定枝・刈草等を原料に
作られたリサイクル堆肥「はまっ子ユーキ」を紹介します

(株)リッチェル 12 通常小間 〇 http://www.richell.co.jp カーネーションに適した鉢・プランターの紹介

レインボー薬品(株) 18 通常小間 〇 http://www.rainbow-f.co.jp
今年もご来場者皆様にお楽しみいただける、パターゴルフと、芝生全般に関するミニセミナー、一緒に楽しめるイベントを予定致しま
す。

ロゼア夢バラプロジェクト M-06 ミニブース 〇 http://rosea.co.jp
ロゼア夢ばらプロジェクトは、無農薬でばら栽培をする皆様を応援します。
「からだにやさしいばらづくり」をテーマに安心・安全な天然素材の活性液をお届けします！！

渡辺泰(株) 04 通常小間 〇 〇 http://www.w-tai.co.jp 家庭園芸用肥料及び支植防虫ネット等の販売展示

マイグリーンライフ G-07 ガーデンマーケット 〇 〇 寄せ植え等、園芸手工芸作成　販売予定


