
花を
楽しみつくす
家族の笑顔はじける
花と緑のチカラ！

テーマフラワー
カーネーション

2019

日本フラワー&
ガーデンショウ
Japan Flower & Garden Show

新品種や珍しい花の展示、ガーデニンググッズなどの
園芸最新情報や体験型イベントも充実！

後援： 農林水産省 国土交通省 神奈川県 横浜市 独立行政法人都市再生機構 横浜商工会議所 東京新聞 神奈川新聞社 tvk（テレビ神奈川） ＮＨＫ出版

日本フラワー＆ガーデンショウ 検索

Ⓒ ITOON/GN

主催

パシフィコ横浜展示ホールＢ

4 19金20土21日
AM10:00 - PM5:00（最終日4月21日はPM4:00まで）

アース製薬株式会社
〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-12-1
03-5207-7486

株式会社アタリヤ農園
〒289-0392 千葉県香取市阿玉川1103
0478-83-3125

アップルウェアー株式会社
〒675 -1332 兵庫県小野市中町35番地
0794-62-6951

株式会社アプロード
〒120-0014 東京都足立区西綾瀬4-1-5 ロイヤルビル3F
03-6421-4121

有限会社アボウオーキッド
〒508-0202 岐阜県中津川市下野554
0573-72-4187

株式会社槍木産業
〒289 -1226 千葉県山武市横田1069-32
0475-89 -1444

エアープランツ天狗堂
〒819 -1102 福岡県糸島市高田2-7-24
092-321- 0815

公益社団法人園芸文化協会
〒113-0033 東京都文京区本郷1-20 -7 安藤ビル202号室
03-5803-6340

一般財団法人 沖縄美ら島財団
〒905-0206 沖縄県国頭郡本部町字石川888
0980-48 -3649

家庭園芸肥料・用土協議会
〒174-0054 東京都板橋区宮本町39-14
公益財団法人日本肥糧検定協会気付
03-5916-3833

一般社団法人 神奈川県園芸協会
〒226-0015 神奈川県横浜市緑区三保町2076
神奈川県横浜農業合同庁舎内
045-479-9710

カネコ種苗株式会社
〒371-8503 群馬県前橋市古市町1-50-12
027-253-9321

共和開発株式会社
〒226-0022 神奈川県横浜市緑区青砥町338
045-937-3155

玉鳥産業株式会社
〒673-0404 兵庫県三木市大村58 -14
0794-83-1123

キング園芸株式会社
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町1-8
03-5623 -2731

キンボシ株式会社
〒675 -1372 兵庫県小野市本町10番地
0794-62-2391

クラーク株式会社
〒453-0016 愛知県名古屋市中村区竹橋町21-4
052-451-8167

株式会社クレマコーポレーション
〒411- 0931 静岡県駿東郡長泉町東野八分平270 -17
055-986-8778

クレマチス専門ナーセリー 春日井園芸センター
〒509-5312 岐阜県土岐市鶴里町柿野1709-120
0572-52-2238

京成バラ園芸株式会社
〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田755
047-459-0755

株式会社 河野自然園
〒224-0041 神奈川県横浜市都筑区仲町台3-10-18
045-532-9531

株式会社サカタのタネ
〒224-0041 神奈川県横浜市都筑区仲町台2-7-1
045-945-8876

サカタのタネ グリーンサービス株式会社
〒224-0041 神奈川県横浜市都筑区仲町台3-5-7 第3セキビル
045-945-8828

三陽金属株式会社
〒673-0456 兵庫県三木市鳥町301-1
0794-82-0188

四季彩庵
〒176-0003 東京都練馬区羽沢2-23-6-1F
03-5926-4077

株式会社シーボン
〒216-8556 神奈川県川崎市宮前区菅生1-20-8

住友化学園芸株式会社
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町1-8
03-3660-8001

髙松商事株式会社
〒277-0011 千葉県柏市東上町2-28 第一水戸屋ビル2F
04-7199-8131

タキイ種苗株式会社
〒600-8686 京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入
075-365-0123

株式会社椿
〒100-0101 東京都大島町元町4-10 -13
04992-2-5091

株式会社東海化成
〒501-3714 岐阜県美濃市曽代66
0575-33-4112

株式会社東海グローバルグリーニング
〒501-3217 岐阜県関市下有知3602番地
0575-46-7411

株式会社東急リゾートサービス 玉原東急リゾート
〒378 -0071 群馬県沼田市玉原高原
0278 -23-9315

株式会社東和コーポレーション
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町4-3
フジスター小伝馬町ビル8F
03-5645 -7072

有限会社トーシン技研 瑞穂造園芸
〒270 -0233 千葉県野田市船形1164-3
04 -7198 -1649

中島商事株式会社 トヨチュー事業部
〒470 -1101 愛知県豊明市沓掛町石畑158
0562-92-1281

にこにこバラ園株式会社
〒962-0822 福島県須賀川市東作57-8
0248-72-7834

日廣薬品株式会社
〒155-0031 東京都世田谷区北沢4 -15 -1
03-3468-1311

株式会社日宣
〒101- 0048 東京都千代田区神田司町2-6-5
日宣神田第2ビル
03-5209-7234

日本ジフィーポット・プロダクツ株式会社
〒224-0041 神奈川県横浜市都筑区仲町台2-7-1
045-945-8880

学校法人 湘南みどり学園 日本ガーデンデザイン専門学校
〒251-0002 神奈川県藤沢市大鋸1218-1
0466-28-0411

株式会社ハイポネックスジャパン
〒156-0052 東京都世田谷区経堂2-6-6
03-3428 -7000

パティオローズ
〒273-0021 千葉県船橋市海神5 -27-14
047- 434-1918

花工房やまさと
〒292-0052 千葉県木更津氏祇園3 -12-6
0438 -98 -3548

パルシステム生活協同組合連合会
〒169-8527 東京都新宿区大久保2-2-6
03-6233 -7221

ヒシカ工業株式会社
〒673-0435 兵庫県三木市別所町高木592-2
0794-82-6820

フマキラー株式会社
〒101-8606 東京都千代田区神田美倉町11
03-3252-5947

ブルガリア・ローズ・ジャパン株式会社
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-2-12
03-5695-8511

株式会社フローラ
〒510-0855 三重県四日市市馳出町3-39
059-345-1261

フロンティア株式会社
〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町1968-4
045-813-5963

有限会社フロンティア・オンライン
〒965-0058 福島県会津若松市町北町中沢字中地251番地
0242-37-0758

株式会社ホーヴ
〒231-0048 神奈川県横浜市中区蓬莱町2-6-3
KOYO関内ビル402
045-298-2787

マイグリーンライフ
〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田7-15 -21

NPO法人緑のカーテン応援団
〒174-8601 東京都板橋区東坂下2-8-1
03-3968-1455

株式会社向山蘭園
〒404-0036 山梨県甲州市塩山熊野274
0553-33-4118

村田永楽園株式会社・有限会社村田商事
〒157-0063 東京都世田谷区粕谷3-9-21
03-3300-8341

メネデール株式会社
〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋4-4-9
06-6209-8041

株式会社八幡ねじ
〒481-8555 愛知県北名古屋市山之腰天神東18
0568-23 -1582

株式会社ヤマト
〒171- 0014 東京都豊島区池袋2-38-10
TKビル3階 東京営業所
03-6912-5877

大和プラ販株式会社
〒635 -0004 奈良県大和高田市藤森213
0745-53 -1021

横浜イングリッシュガーデン
〒220-0024 神奈川県横浜市西区西平沼町6 -1
tvk ecom park
045-326 -3670

横浜植木株式会社
〒232-8587 神奈川県横浜市南区唐沢15
045-262-7400

横浜市
〒231-0017 神奈川県横浜市中区港町1-1
関内中央ビル6F
045-671-2629

横浜市グリーン事業協同組合
〒231-0013 神奈川県横浜市中区住吉町1-13
松村ビル本館2階
045-641-2585

株式会社リッチェル
〒939-0592 富山県富山市水橋桜木136
076-478-2250

レインボー薬品株式会社
〒110-0005 東京都台東区上野1-19-10
上野広小路会館5Ｆ
03-6629-4772

ロゼア夢ばらプロジェクト
〒263-0003 千葉県千葉市稲毛区小深町161-7
043-308-9831

渡辺泰株式会社
〒550-0023 大阪府大阪市西区千代崎2-1- 40
06-6582-3121

2019日本フラワー&ガーデンショウ 出展者一覧
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グリーンアドバイザー園芸ソムリエ
金子 明人（かねこ あきひと）氏
花コミステージ
4月19日（金）　11：30～12：20

グリーンアドバイザー園芸ソムリエ
間室 伸子（まむろ のぶこ）氏
花コミステージ
4月20日（土）　13：00～13：50

「『野菜のひみつ』
～野菜の花も美しい～」
史上最年少!（11歳）　野菜ソムリエプロ
講師　緒方 湊（おがた みなと）氏
花コミステージ
4月21日（日）　13：00～13：50

「お母さんのためのカーネーション
～新品種開発に賭けた熱い想い～」
鉢物カーネーションのプロデューサー
講師　堤 勝智（つつみ かつもと）氏
花コミステージ
4月20日（土）　11：30～12：20

グリーンアドバイザー園芸ソムリエ
草間 祐輔（くさま ゆうすけ）氏
花コミステージ
4月19日（金）　14：00～14：50

 ガーデン展示を担当するのは、2018年ガーデニン
グコンテストで優勝した、日本ガーデンデザイン専門学校の
生徒の皆さん。コンセプトは“Happiness”。繊細な花びら
が美しいカーネーションがたっぷり！ときめき、きらめく、いっ
ぱいの幸せに包まれます。

 ① コンテナガーデン部門
 ② ハンギングバスケット部門
 ③ ミニガーデン部門
審査員による部門別投票結果を19日
（金）に発表します。さらに19日（金）
20日（土）の2日間、来場者による人気投票を行います。21
日（日）には、花コミステージにてこれらの上位作品の表彰
式を行います。また審査講評などを交えて解説する【コンテ
ストミニガイド】（参加費無料）も実施します。

 最新の鉢物・切花、約100品種を展示。まだ流通
していない新品種もたくさん！種苗メーカーが開発した新商
品や個人育種家が作った珍しい品種を展示します。
19日（金）、20日（土）の2日間、来場者による人気投票を
行い、最終日21日（日）花コミステージにて投票結果発表と
上位品種の表彰式を実施します。

 横浜市のゆるキャラが大集合。

「園芸ソムリエ」は、園芸の専門家「グリーンアドバイザー
（GA）」の最上位の称号。当日は称号授与のセレモニーを
行います。19日（金）13：00～13：40

「ガーデンネックレス横浜 2019」の
人気マスコット、「ガーデンベア」が
来場！会場エントランスなどで、お客
様をお出迎えします。

 随時受付　参加費100円
「自由研究ノート」を片手に、クイズ形式で植物のイロハを
楽しく学びます。解答には、グリーンアドバイザーが丁寧に解
説します。自由研究のヒントが見つかるかも！

 参加費無料
誰でも参加できる花と緑に関する○
×クイズ大会。勝ち残れば賞品も！

5月に横浜で初開催される「横浜
ローズウィーク」のプレイベントと
して、バラをテーマにした4種類の
カクテルを試飲できます。3日間共
13：00～（カクテル１杯500円）
提供：ガーデンネックレス横浜
 実行委員会（横浜市）
協力：日本バーテンダー協会
 横浜支部

 地元の生産者や園芸家
などから花や植物を直接購入でき
るフリーマーケット形式の販売コー
ナー。掘り出し物が見つかるかも！

 参加費無料（定員制）
選んだお花でネックレスを作るワークショップです。
※21日（土）・22日（日）のみ。対象：小学校低学年以下のお子様

■協力：ガーデンネックレス横浜実行委員会

 参加費1,000／1,500円
短時間で、おしゃれでかわいい作品が作れる寄せ植え講座。初心者
の方にも、気軽にガーデニングの楽しさを味わっていただけます。
※各日共、10：00より、コーナー受付にて1日分の参加券を販売します。

 参加費500円
お子様向けのかんたん手づくり教室。観葉
植物とカラーサンドを使ってカラフルなデ
ザインの鉢植えを作りましょう。
※各日共、10：00より、コーナー受付にて1日分の
参加券を販売します。

参加費2,500円
ハイグレードな作品を作ってお持ち帰りでき
る人気の講座。ショウのテーマフラワー
「カーネーション」や「カラー」など、お好きな
花と鉢を組み合わせて寄せ植えを作ります。
※各日共、10：00より、コーナー受付にて1日分の
参加券を販売します。

 参加費100円
いま話題沸騰中！小さなお子さんから大人まで、泥んこ遊び
感覚で土ダンゴを作りながら、種
や花について学べる楽しい講座で
す。作ったたねダンゴはお持ち帰り
して、おうちで花壇やプランターに
植えつけて育てることができます。

 花市場の本職せり人によ
る「せり」を体験してみませんか？
20日（土）15：40～16：40
21日（日）14：30～15：30

 テレビや雑誌でもおなじ
みの「グリーンアドバイザー園芸ソ
ムリエ」による園芸相談を実施し
ます。

 参加費１名  １職業300円

※各日共、10：00より、コーナー受付に
て1日分の参加券を販売します。お子様
向けの花と緑に関する職業体験コー
ナー。以下の中から一つ職業を選んで楽
しく体験できます。

1.お花屋さん
【協力：日本家庭園芸普及協会認定 グリーンアドバイザー】
お花屋さんの仕事について学び、フラワーアレンジメント
を作ってラッピングします

2.花市場のセリ人
【協力：㈱フラワーオークションジャパン、㈱東京砧花き】
オークション会場でセリ人として鉢花の販売を体験します

3.グリーンコーディネーター
【協力：屋内緑化推進協議会】
観葉植物について学び、植物を使った装飾を体験します

4.造園屋さん
【協力：一般社団法人 横浜市造園協会】
竹垣づくりなど造園の仕事について学び、ミニ日本庭園
の作品を作ります

5.植木屋さん
【協力： JA横浜 植木部】
植木職人さんから植木の剪定などについて学び、サツキ
の刈り込みなどを体験します
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G-01　㈲アボウオーキッド

G-02　㈱クレマコーポレーション

G-03　㈱ホーヴ

G-04　花工房やまさと

G-05　㈲トーシン技研 瑞穂造園芸

G-06　にこにこバラ園㈱

G-07　マイグリーンライフ

G-08　エアープランツ天狗堂

G-09　㈱向山蘭園 ・グリーンアドバイザー神奈川　　・GAちば・花緑の会　　・NPO 法人Green Works

M-01　家庭園芸肥料・用土協議会

M-02　㈱椿

M-03　㈱東急リゾートサービス 玉原東急リゾート

M-04　㈲フロンティア・オンライン

M-05　三陽金属㈱

M-06　ロゼア夢ばらプロジェクト

M-09　㈱アプロード

M-10　クラーク㈱

M-11　NPO法人緑のカーテン応援団

M-12　ブルガリア・ローズ・ジャパン㈱

M-13　横浜市グリーン事業協同組合

M-14　㈱東海グローバルグリーニング

M-15　㈱河野自然園

M-16　玉島産業㈱

M-17　一般財団法人 沖縄美ら島財団

M-18　ヒシカ工業㈱

M-19　日廣薬品㈱
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