
※ 50音順 0329

種苗・植物
用土・肥料・

薬品など

園芸用品・
プランター・
エクステリア

など

庭の設計・
屋上緑化・
壁面緑化

など

行政・花と緑
の関連団体

図書・教材・
ソフトウェア

など
その他

（株）アイシム医療器 M-27 ミニブース ○
http://www.icm-
alphaduck.sakura.ne.jp

弊社オリジナル治療器にて、腰痛・肩こり・神経痛等や、職業病でお悩みの方々
に会場にて実体験をしていただきます。

（株）アタリヤ農園 10 通常小間 ○ http://www.atariya.net
弊社オリジナル商品、シードボール
お手軽に育てられる、栽培セット
野菜・花タネの展示即売を行います。

アップルウェアー（株） 21 通常小間 ○ http://appleware.org
バラの育成に適したプラ鉢・プランターの展示や、お庭まわりをイメージした使用
シーンの展示を行います。また、素敵な粗品が当たるアンケートの実施や、新製
品の販売コーナーでお客様のご来場をお待ちしております

（株）ありあけ 44 横長小間 〇 http://www.ariakeharbour.com
横浜ハーバーでおなじみのありあけの新ブランド「BLOMA ROSA」。薔薇を中心と
した花をテーマにした菓子で、第2弾の新商品をこの会場より新発売いたします。
また都市緑化フェア公認のお菓子を販売します。

E&Gアカデミー M-11 ミニブース 〇 https://www.eandg.co.jp/
E&Gアカデミーは、エクステリア＆ガーデンデザインの世界で活躍できる「設計者
（デザイナー／プランナー）」を養成する専門校（スクール）です。

飯塚園芸@アトリエOhana G-06 ガーデンマーケット 〇
http://ameblo.jp/hanashokunin-
ohana/

花の産地、埼玉県鴻巣市からやってきました飯塚園芸＠アトリエOhanaです！
有機栽培の新鮮な花苗を販売します。一部宅配便対応可。

（有）イズミコーポレーション 28 通常小間 ○ http://www.couture-gift.com
クチュールは、手刺しゅうにこだわり豊富なアイテムと柄で選べる楽しさが魅力の
刺繍ブランドです。ガーデニングカラーのカフェエプロンやティッシュホルダー等に
インテリア布雑貨や子供服はギフトにも好適です。

（株）インセクトシールドジャパン M-08 ミニブース ○ http://www.mushiyoke.com
生地に虫よけ加工を施した「着るだけで虫よけ」ができるインセクトシールドです。
好評だった昨年に引き続き二回目の出展になります。着るだけで虫よけのできる
商品は園芸をされるお客様に大好評をいただいています。

エコツールマーケット（株） 43 横長小間 ○ http://ecotoolmarketco.com ガーデニングツール　植木鉢

（株）エム・アンド・ビー・フローラ 08 通常小間 ○ http://mbflora.co.jp/
新品種ペチュニア「花衣・黒真珠」のPRです。GAさんに苗の提供をし寄せ植えに
使用していただくので近くが良いです。

（公社）園芸文化協会 26 通常小間 ○ http://www.engeibunka.or.jp
園芸文化協会は園芸文化の普及発展を目的に活動している団体です。「F＆G
ジャパンセレクション」コーナーで「新花コンテスト」を同時開催しています。
ブースではコンテストに出品の育種家が作った花を販売します。

大森プランツ（株） 12 通常小間 ○ http://www.omoriplants.com/ バラと宿根草

（一財）沖縄美ら島財団 M-13 ミニブース 〇 〇 〇 http://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-壁面緑化、園芸用品他
・（株）沖縄美ら島ファーム-切花 “ちゅらら”

屋内緑化推進協議会 M-12 ミニブース http://www.okunairyokka.jp/ 職場や家庭環境の改善、ひいては国民生活の向上に寄与することを目的tosite

家庭園芸肥料・用土協議会 M-22 ミニブース ○ http://a-hiryo-youdo.com/
職場や家庭環境の改善、ひいては国民生活の向上に寄与することを目的に当協
議会が実施している、屋内緑化コンクールなど様々な取組みをご紹介します。

（一社）神奈川県園芸協会 07 通常小間 〇 http://www.kanagawa-enkyo.jp/ この時期に咲く神奈川県内で育成された品種等でガーデンを作ります

カネコ種苗（株） 05 通常小間 ○
http://www.kanekoseeds.jp/jgarden
/

日本の気候、風土に合う植物を紹介する「Jガーデン」シリーズの中からオススメ
の逸品を展示いたします。

共和開発（株） 41 横長小間 ○ http://home.netyou.jp/cc/kyouwa/ 切花・園芸用品を多数取り揃えています。

玉鳥産業（株） M-02 ミニブース ○ http://miki-japan.com/
手にかかる負担が少なく腱鞘炎を予防するアンビル鉢「楽なんです」を中心と
した園芸道具の切り試しや販売をおこないます。又、日頃使っている園芸道具
へのメンテナンス方法についても説明します。

キング園芸（株） 39 横長小間 ○ http://www.king-engei.co.jp/
特定防除資材
お酢で予防スプレー、重曹スプレー
お酢で作った除草剤、ムシナックス

キンボシ（株） 34 横長小間 ○ http://www.golden-star.co.jp/ 芝刈機の展示
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（株）グリーンアンドアーツ M-05 ミニブース ○ http://www.gaa.co.jp 神奈川県立花と緑のふれあいセンター花茶ガーデンの魅力をお伝えします。

（株）グリーンファーム 36 横長小間 ○ http://www.green-farm.co.jp
横浜市南部の金沢区。戸塚区、瀬谷区に３店舗あるガーデンセンターです。花
苗、野菜苗、花木、観葉、園芸資材、生花からお庭の工事までなんでもお任せく
ださい。ご来店お待ちしています。

グリーンボックス G-2 ガーデンマーケット ○ コケ玉、コケテラリウム、エアプランツガーランド、エアプランツテラリウム、苗類

（株）グリーンルーツ G-3 ガーデンマーケット ○ http://www.greenroots.jp 花苗、野菜苗の販売

（株）グリーンルーツ M-29 ミニブース ○ ○ http://www.greenroots.jp 化石や原石を使ったテラリウムやアクアリウムの制作ワークショップ

KLEMAN M-28 ミニブース ○
英国最大のガーデニング、野鳥用品の製造、販売会社であるガードマン社
（Gardman)の商品を紹介します。英国野鳥協会監修のバードフィーダーから
じょうろ、ドアマットまで幅広い品ぞろえです。

京成バラ園芸（株） 25 通常小間 ○ ○ http://www.keiseirose.co.jp
世界バラ会連合主催の「世界バラ会議」にて優秀庭園賞を受賞した当社のロー
ズガーデンのPR、国内最大手のバラメーカーとして、鉢バラやバラ関連商品の販
売を行います。

国営昭和記念公園 M-26 ミニブース 〇 http://www.showakinen-koen.jp/
国営昭和記念公園で3/25～5/28に開催する「フラワーフェスティバル2017」のチ
ラシ配布とポスター、パネル展示。
園内にある盆栽苑より、盆栽数点を展示。

Cor 37 横長小間 ○ http://www.corcolor.com/
ガーデニングエプロン、ゴムくつ、雑貨、ガーデンフェンス、小物、服、Bag　etc。セ
レクトした、服飾雑貨、海外のアクセサリーなど、andオリジナルガーデンぼうしの
販売です。

（株）サカタのタネ 13 通常小間 ○ http://www.sakataseed.co.jp
サカタのタネおすすめのサンパチェンスや人気の野菜ブランド「おうち野菜」など
多品目を展示します。また、種子や球根、苗など園芸グッズを販売します。

JA横浜 M-20 ミニブース http://ja-yokohama.or.jp/ オリーブ、ブルーベリーなど、実のなるものを中心に苗木の販売を行います。

JA横浜 G-1 ガーデンマーケット http://ja-yokohama.or.jp/ 4/1盆栽販売　4/2～4/3サボテン、多肉植物販売

四季彩庵 M-04 ミニブース ○
伊豆高原「花の絵美術館」ボタニカルアートの絵葉書、ファイル等オリジナルグッ
ズと薔薇デザインの文具雑貨アクセサリーからガーデン雑貨まで。さらに楽しさ充
実のショップにぜひお立ち寄りください。

（株）ジュリアンワールド 32 横長小間 ○ バラのハンカチ、バラの小物、花のトートバック、お花のアクセサリー、雑貨類

住友化学園芸（株） 23 通常小間 ○ 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。

（株）セガゲームス 22 通常小間 ○ http://segask.jp
趣味のWebサイト「シュミカツ」のPR
・園芸に関連する各種講座　　・趣味活動を記録できる「シュミロク」PR　　・シュミ
カツ提携企業との園芸関連の企画　　・チラシ、サンプリング、写真コンテスト

ソフト・シリカ（株） 24 通常小間 ○ http://www.softsilica.com
秋田県八沢木産の天然・自然の粘土鉱物（珵酸塩白土）を原材料とした土壌改
良資材（ミリオン・ミリオンA・ハイフレッシュ）の展示及び販売とカルチャー教室を
行います。

（株）タカギ M-01 ミニブース ○ http://www.takagi.co.jp ホースリールやアーチなど、園芸用品を中心に出展します。

タキイ種苗（株） 30 通常小間 ○ http://www.takii.co.jp
ヒマワリ「サンリッチ」、機能性成分が豊富な野菜品種シリーズ「ファイトリッチ」を
中心に、春の園芸商品の定番ペチュニア「ギュギュ」や色鮮やかなアルスと
ロメリア等を展示致します。

茶木 G-4 ガーデンマーケット ○ http://cyaki350.wixsite.com/cyaki 苔と流木の盆栽

（株）東海化成 42 横長小間 ○ ○ http://www.tokai-kasei.co.jp/ 当社の資材を使った新しい園芸の提案。またそれに準ずる販売をしていきます。
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（株）東海グローバルグリーニング M-23 ミニブース ○ 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トコンテナの展示即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 33 通常小間 ○
今のガーデニングに満足していますか。弊社では初心者から上級者まで楽しんで
頂けるファッション性と、怪我から手を守る機能性の手袋で皆様のガーデニ
ングライフをサポート致します。

（株）外山刃物 M-09 ミニブース ○ http://toyamahamono.com
弊社は文久年間創業の園芸鋏の専門メーカーでGマーク商品を始め、経済産業
省補助事業であるThe Wonder500地方産品として認定される
商品など、各種園芸鋏製造販売しています。

中島商事（株） 35 横長小間 ○ http://www.nakashima-shouji.com/ 現在未定です。

日廣薬品（株） M-21 ミニブース ○ http://nikkoban.com
はがれにくく布製で丈夫な救急ばんそうこうのサンプルを配布します。布製＆強
力粘着で土いじりや葉っぱの処理時にもしっかり傷口を保護します。

（株）日宣 18 通常小間 ○ 当社刊行のホームセンターマガジンパコマの紹介と配布。

（株）ハイポネックスジャパン 19 通常小間 ○ ○ http://www.hyponex.co.jp
2017年の新製品「テクスコート」の紹介に加え発売50周年を迎える「マグァンプK」
の展示のほか盛り沢山のプログラムで初心者から上級者まで幅広く皆様へガー
デニングの楽しみ方を提案いたします。

（有）パイン M-07 ミニブース ○
http://www.ssdnet.jp/sol-
shop/faq.html

ガラス花器とグラスやフラワーフレンド等の花置の販売。プリザファースト（ガラス
の器にブリザーブドフラワーをアレンジするために作られたジェル）の紹介とアレ
ンジフラワーの販売

花工房やまさと G-5 ガーデンマーケット ○ 古典植物・山野草・斑入植物・蘇鉄・鉢

パルシステム生活協同組合連合会 27 通常小間 ○ http://www.pal-system.coop
生協パルシステムのオリジナル商品の試食がお楽しみいただけます。その他に
もパルシステムの利用方法やカタログのご案内も行っていますので、是非お気軽
にお越しください。

ハンドメイドギフト　布百選 M-06 ミニブース ○ http://nuno100.com
花・バラをモチーフにした手づくりバッグ小物等を１つ１つ作
っていきます。いろいろな花のバッグをお楽しみ下さい。

ヒシカ工業（株） M-25 ミニブース ○ http://www.nokoya.com/
軽やか、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
本職用舟艇鋸の展示、販売。ブース内で試し切りも行います。兵庫県三木市で
作った鍛冶屋の鋸をお楽しみください。

（株）VIPグローバル 38 横長小間 ○ http://www.vip-global.co.jp 血行促進用医療器具の実演体験

フォーラムアート（有） M-16 ミニブース ○ ハンカチ、ストール、その他雑貨

（株）フォレストバイオテック M-17 ミニブース ○ http://biorobo.net
”今年は堆肥も自家製で”良質な堆肥を作ることができる家庭用生ゴミ処理機を
ご紹介いたします。菌の分解力が強く、今までの機器では分解できなかった物も
可能になり、オリジナルの堆肥を作れます。

フマキラー（株） 17 通常小間 ○ http://www.fumakilla.co.jp
「ひとの命、ひとの暮らし、ひとを育む環境を守る」という経営理念のもと、安全性
にこだわった製品と健康被害を及ぼす害虫から園芸を楽しむ人を守る製品をご
紹介いたします。

ブルガリア・ローズ・ジャパン（株） M-18 ミニブース ○ 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（バラ精油）、
ローズジャム、ローズヒップジャム、ハーブティーの販売。

（株）フローラ 16 通常小間 ○ http://www.HB-101.co.jp
天然植物活力剤HB-101は強力な静菌力を持ち長い生命力を維持する樹木（杉・
桧・松）と薬草として知られるオオバコを原料にエキスを特殊な方法で抽出精製し
ブレンドした天然植物活力液です。

（株）フロスオリエンタリウム M-10 ミニブース ○ ○ ○
日本初！中国山東省、世界一のバラで1000年前から作られている、食香バラの
紹介です。香りが強く精油をと他、お茶算食用でするバラです。
バラとの暮しますます広がります。

村田永楽園（株）
（有）村田商事

15 通常小間 ○ http://www.murata-g.com/ 園芸資材と植物の販売

メネデール（株） 01 通常小間 ○ http://www.menedael.co.jp
1日3回(最終日のみ2回）、無料の園芸セミナーを実施します。内容は全てバラに
関するもので、初心者～愛好家まで満足頂ける、楽しくタメになるセミナーです。
また、バラ栽培に最適な資材の展示・販売も行います。
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http://www.vip-global.co.jp/
http://biorobo.net/
http://www.fumakilla.co.jp/
http://www.bulgariarose.co.jp/
http://www.hb-101.co.jp/
http://www.murata-g.com/
http://www.menedael.co.jp/
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行政・花と緑
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2017 日本フラワー＆ガーデンショウ　出展者一覧

出展者名
小間
Ｎｏ

小間種別

主な出展品目

公式サイト 出展内容

（株）メルシー 31 横長小間 ○ http://www.merci-net.co.jp/
DXトレーナー（管理医療機器）足もとにだけではなく全身のケアが出
来るコンパクトマッサージャーです。

（株）ヤクルト本社 45 通常小間 〇 http://www.yakult.co.jp/
華やかな薔薇の香りとヨーグルトのまろやかさがマッチした期間限定アイテム
「ジョア ローズ＆カシス」の試飲及び展示を実施します。

（株）ヤマト M-14 ミニブース ○ http://www.k-yamato.co.jp
純国産の小型管理医療器具のご紹介です。業界初ダブル・スイングモーションと
回転磁場効果で足に溜まった血液や水分を素早く上半身に送り返します。1台で
全身のリンパケア、血行促進、ストレッチに使用頂けます。

大和プラスチック（株） 02 通常小間 ○ http://www.yamato-plastic.co.jp/
デザインや品質の高いプラスチック製のプラ鉢・プランターの展示・即売を行いま
す。レインボーサンドの植込講習会を行い、参加者と一緒に作品を作り上げま
す。

横浜イングリッシュガーデン 20 通常小間 ○ http://www.y-eg.jp/
「今年の話題」をテーマに、赤・白・黒のトリカラーを基調とした庭「トランプ」。赤・
白・黒の３色で構成した庭に、白いラブ・チェアーを設置し、庭を背景に椅子に
座って写真撮影ができます。

横浜植木（株） 06 通常小間 ○ http://www.yokohamaueki.co.jp/ オリジナル輸入品、花苗の園芸用品

第33回全国都市緑化よこはまフェア実行委員
会

20 通常小間 〇
http://yokohama-
fair2017.city.yokohama.lg.jp/

3月25日から開催する「第33回全国都市緑化よこはまフェア」のPRのため、花や
緑あふれる横浜を連想していただくための庭園を出展します。また、よこはまフェ
アの会場を紹介するパネルも展示します。

横浜市グリーン事業協同組合 M-03 ミニブース http://www.yokohamashizoen.or.jp/
リリサイクルプラントPR
堆肥のサンプル配布

（株）リッチェル 11 通常小間 ○ http://www.richell.co.jp 新製品の紹介

（株）リロバケーションズ 09 通常小間 ○ http://company.pvr.jp/
抽選会を実施し、弊社運営のリゾート施設への体験宿泊をご案内。１泊２食付
1,000円～箱根・軽井沢・京都などへ体験宿泊ができます。

レインボー薬品（株） 14 通常小間 ○ http://www.rainbow-f.co.jp
芝生管理はシバキープシリーズで。家庭向け芝生用薬剤のご提案だけではなく、
来場された方々にお楽しみいただけるようゴルフ場のグリーンを再現した遊び心
にあふれたブースを予定しております。

Red Berry M-24 ミニブース ○ ○ http://nekotousagishop.blog.jp
ポーセラーツで彩った簡易設置型手洗い台。花器や食器等のポーセラーツ。布雑
貨やアクセサリー等のハンドメイド商品の他、バラの本、ヨーロッパの衛角等の花
に関する書籍も厳選してお届けします。

レバートルフ（株） 03 通常小間 ○ http://www.leber-torf.jp/ 園芸用肥料、用土の説明販売。有機認定商品の説明、及び販売！

ロサガーデン（株） 40 横長小間 ○ http://www.rosa-garden.co.jp
女性でも簡単につくれる花壇キットや、ピアノ型プランターにアンティーク品のプラ
ンター等を展示販売します。今年度新商品のミュージック花壇をフラワー＆ガーデ
ショウで発表します。

ロゼア夢ばらプロジェクト M-19 ミニブース ○ http://rosea.co.jp
自然の力を最大限生かしたハーブエキス・ミネラル。酵素の活性液をお届けしま
す。天然素材の”からだにやさしい”活性液で植物がいきいき元気に生まれ変わ
り、ばらづくり・ガーデニングがもっと楽しくなります。

ワインハウスゲアハルト（株） 29 通常小間 ○ http://www.gerhardt.co.jp
花を見ながら楽しむをテーマに、ヨーロッパ各国の蔵元から直送されたワインを、
無料で試飲していただけます。お気に召したものがあれば、
ご予約いただき、ご自宅に直送させていただけます。

渡辺泰（株） 04 通常小間 ○ http://www.w-tai.co.jp
手軽にできる菜園商品、自由な発想で楽しむ花壇作り商品まで、幅広く販売・展
示しております。また、卓上で癒しを出演できる和風の鉢植「心の里山　すろーぷ
らんと」もあり、見て触って楽しめる空間です。

（株）椿 M-15 ミニブース 〇 http://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作った世界初のエクス
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。
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