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アース製薬（株） 2 通常小間 ○ http://www.earth-chem.co.jp
日本に自生していた「アジサイ種」は、海をわたって西欧で品種改良されて、里戻り致しました。アースガーデンブースでは、日本に自生する「ヤマア
ジサイ」の植えつけワークショップを行います。「アジサイ」の原点をお楽しみください。

（株）アタリヤ農園 27 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） 6 通常小間 ○ 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、一般消費者を対象にしたアンケート調査を実施します。

祝興産 M-05 ミニブース ○
6000円10000円均一商品です。数多く商品を用意しています。

（株）Insect Shield Japan M-06 ミニブース ○ http://www.mushiyoke.com/
「繊維」に「虫よけ加工」した新しい機能衣類を展示販売いたします。くり返し洗濯しても虫よけ効果が長く続きます。園芸やガーデニング用品として
色々な商品があります。さらに快適で楽しいガーデニングライフをお届けします。

公益社団法人園芸文化協会 19 通常小間 ○ ○ http://www.engeibunka.or.jp
本ショウの人気コーナー「F&Gジャパンセレクション」にて開催の「新花コンテスト」との連動企画として、日本のトップリーダー（育種家）たちがつくった
花を限定販売します。

（一財）沖縄美ら島財団 M-14 ミニブース ○ ○ ○ 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）グリーンウインドー壁面緑化、園芸用品伳・（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-08 ミニブース ○ http://www.okunairyokka.jp
屋内緑化推進協議会の案内、会報パンフレットの配布

家庭園芸肥料・用土協議会 M-16 ミニブース http://a-hiryo-youdo.com/
サンプル品展示、当協議会ＰＲ活動

（一社）神奈川県園芸協会 30 通常小間 ○ http://www.kanagawa-enkyo.jp
「育種家の庭」をテーマに神奈川県内で育成された花き・植木の品種を展示紹介する。
施工：（株）河野自然園（横浜市）

カネコ種苗（株） 29 通常小間 ○ http://www.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・紹介いたします。

キッセイコムテック（株） M-19 ミニブース http://www.kicnet.co.jp
ラミネート不要な耐水紙「カレカ」！抜群の耐水性・耐光性なので屋外での使用にもおすすめ。（店頭ＰＯＰに最適）　ラミネート作業をなくし作業時間な
どトータルコストを削減します。

共和開発（株） 38 横型変形小間 ○ ○ ○ http://home.netyou.jp/cc/kyouwa/
園芸用品を多数取りそろえています。ヤシ繊維の詰め放題を実施しています。

キング園芸（株） 37 横型変形小間 ○ http://www.king-engei.co.jp/
商品を展示と実演・体験でアピールすると共に販売を行う。

キンボシ（株） 39 横型変形小間 ○ http://www.golden-star.co.jp
芝刈機、刈払機、園芸用品の展示

京成バラ園芸（株） 9 通常小間 ○ ○ http://www.keiseirose.co.jp
世界で認められた「京成ローズガーデン」（千葉県八千代市）、そこに咲く美しく芳醇なバラ達を少しでもたくさんの方々に、知っていただきたく、多彩な
バラの花を始め、バラに関連する商品を展示・販売いたします。

（株）コスモサウンド M-18 ミニブース ○ http://www.cosmosound.co.jp
JVCケンウッド　1ＢＯＸウッドコーン・システム＜EX-B3＞。ＪＶＣケンウッドが四半世紀かけて開発した、1体型ウッドコーン・システム。オーディオを「楽
器」に変えた逸品です。木の響きをご体感ください。

（株）サカタのタネ 1 通常小間 ○ ○ ○ ○ ○ http://www.sakataseed.co.jp
サカタのタネオリジナルの花・野菜の品種を展示・販売いたします。またおすすめの資材や造園関連のアイテムをご紹介。種苗メーカーならではの内
容の濃いブースを目指します。

三陽金属（株） 34 横型変形小間 ○ 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鼓切鋏、家庭園芸からプロユーザーまで幅広くご使用頂ける剪定鋸や剪定鋏を展
示予定しています。

（株）シーボン 21 通常小間 ○ http://www.cbon.jp
女性限定!!　無料お肌チェックを実施♪　化粧品のサンプリングや、大好評トライアルプランのご案内も!!　是非、お気軽にシーボン・ブースにお立ち寄
り下さい。

shellgarden maeda G-03 ガーデンマーケット ○ http://www5.fctv.ne.jp/~green13/
貝殻や砂利を樹脂で固めてオリジナルの鉢を作っています。
それにロックウールという培地で挿し木や植え付けをして寄せ植えを販売しています。インスタ投稿してます。

四季彩庵 M-09 ミニブース ○ http://shikishaian.tumblr.com
伊豆高原『花の絵美術館』オリジナル絵葉書ファイル便箋等文具～Ｔシャツ・スカーフ・バッグ・フラワーリース・アクセサリー等クラフト小物～ガーデン
雑貨まで楽しさ充実のショップへ是非お立ち寄りください

JAG ジャパンガーデンデザイナーズ協会 M-20 ミニブース ◯ http://jagdesigner.jp/
JAG(ジャパンガーデンデザイナーズ協会)の正会員が、お庭はもちろんのことバルコニーの１鉢やお茶を楽しめるテラス等、規模に関わらず、それぞ
れの空間を最大限に活かした「庭がある豊かな暮らし」のアドバイスをいたします。

JAPAN gathering society ギャザリング倶楽部 15 通常小間 ○ ○ ○ ○ ○ http://plantsgathering.com
作った瞬間から美しい新しい寄せ植えテクニック「ギャザリング」。考案者である青木英郎氏と共に、その様々なスタイルを様々な形でご紹介致しま
す。

住友化学園芸（株） 28 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。

ソフト・シリカ（株） 16 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（珪酸塩白土）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-12 ミニブース ○ http://www.takagi.co.jp
「ロイヤルガーデナーズクラブ」ホースリールやトレリスなど園芸用品を中心に出展します。ものづくりにこだわり、工業製品の中にも手作業による温も
りを感じさせる商品をお届けします。

タキイ種苗（株） 22 通常小間 ○ http://www.takii.co.jp
オランダの花き市場でも大きなシェアを持つ「サンリッチひまわり」、機能性成分を豊富に含む野菜品種「ファイトリッチ」のほか、「たねぢから」コー
ナーでは野菜や花のタネを使った作品づくりも開催します。

たんばらラベンダーパーク M-11 ミニブース ○ ○ http://www.tambara.co.jp/lavenderpark/
関東最大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ブースでは本ショウ限定の特別入園割引券を配布予定。

茶木 G-05 ガーデンマーケット ○
ホソバオキナ苔の創作盆栽「むっちゃんの苔盆栽」を販売します。

（株）椿 M-10 ミニブース ○ http://www.tubaki.co.jp
国産のヤブツバキの種さけを使い、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。

（株）東海グローバルグリーニング M-13 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ベンチなボードコンテナ展示即売や母
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 横型変形小間 ○ http://www.towaco.co.jp
弊社は総合手袋メーカーとして、ガーデニングをもっと楽しく、安全に作業してもらう為の手袋をご提案します。
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豊田　美代子（GA） G-04 ガーデンマーケット ○
花苗、多肉植物、寄せ植え販売、実演、教室等行ってみようと思っています。アレンジ、ドライフラワー、まだ思考中です。よろしくお願いします。

中島商事（株） 35 横型変形小間 http://www.toyochukk.co.jp

日廣薬品（株） M-17 ミニブース ○ http://nikkoban.com
ガーデニング時の傷を保護するのに向いている「丈夫でガッチリ」な救急ばんそうこうのPRです。当日は丈夫でガッチリなニッコーバンのサンプル配
布をいたします。

（株）日宣 20 通常小間 ○
自社で発行するホームセンターマガジン『Pacoma』のPRと無料配布。

農業生産法人（株）　みつる植物研究所 G-02 ガーデンマーケット ○
特別展示する品種の大鉢を飾りつけ、その苗や小鉢を販売する。どれもくれないに変る誰も見たことの無い品種だが、同時に甘茶の原料で唯一の
高品質育成品種をお見せする。

（株）ハイポネックスジャパン 3 通常小間 ○ ○ http://www.hyponex.co.jp
2018年の新製品の紹介に加え発売50年を迎えた「マグァンプＫ」の展示のほか盛り沢山のプログラムで、子供から大人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。

花工房やまさと G-01 ガーデンマーケット ○ 古典植物・山野草・斑入植物・ハエマンサス

パルシステム生活協同組合連合会 14 通常小間 ○ http://www.pal.or.jp
生協の宅配パルシステムです。パルシステムのブースでは人気デザートの試食を行います。パルシステムの宅配では園芸用品の取り扱い行ってお
ります。ぜひデザートを食べながらパルシステムの案内をご覧ください。

ヒシカ工業（株） M-15 ミニブース ○ http://ja-jp.facebook.com/Hishikasaw
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銘や本職用剪定銘の展示、販売。ブース内で試し切りも行います。金物
の町、兵庫県三木市で作った鍛冶屋の銘をお楽しみください。

（株）フォレストバイオテック 24 通常小間 ○ http://j-forest.com/
家庭の生ごみを分解し、自家製堆肥を作り出す家庭用生ごみ処理機です。2018年に新発売しました。今回に限り大変お得な限売会を実施いたしま
す。リサイクルやエコに興味のある園芸ユーザーの方はぜひお越しください。

フマキラー（株） 13 通常小間 ○ http://www.fumakilla.co.jp
2018年「カダン」は、50周年という大きな節目を迎えます。誕生以来、徹底してこだわるのは、優れた効きめ、使いやすさ、安心・安全で新発想な製品
づくり。「誰でも手軽に、安心して楽しめる演芸」をご提案します。

ブルガリア・ローズ・ジャパン（株） M-03 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、ローズジャム、ハーブティーの販売。

（株）フローラ 18 通常小間 ○ http://www.HB-101.co.jp
HB-101は杉・稔・松・オオバコから柚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利用いただ
けます。

フロンティア（株） 36 横型変形小間 ○ http://www.frontia-net.co.jp/
カード。レターセット。ペイパーナプキン。ノート。メモ帳。おたのしみ袋。

NPO法人緑のカーテン応援団 M-07 ミニブース ○ ○ ○ http://www.midorinoka-ten.com
緑のカーテンはゴーヤーなどのつる性植物を窓辺に育て日射を遮りながら自然の力を活用して涼しくする日本の知恵です。エアコンに頼らない快適
な環境を楽しみながら作っていく。そんな素敵な暮らし方を提案しています。

村田永楽園（株）・（有）村田商事 5 通常小間 http://www.murata-g.com/ ガーデニング用の花苗や資材を中心に、観葉植物等も多数販売致します。

メネデール（株） 17 通常小間 ○ http://www.menedael.co.jp

（株）ヤマト 32 通常小間 ○ 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返しま
す。1台で全身のリンパケア、骨盤バランスの調整にご使用いただけます。

大和プラ販（株） 25 通常小間 ○ http://www.yamato-plastic.co.jp/
プラスチック製の植木鉢、プランターをお客様のニーズに合わせてご提案します。又、レインボーサンドの植込講習を行い、世界で一つだけの作品を
お作り頂けます。

横浜イングリッシュガーデン 12 通常小間 http://www.y-eg.jp

横浜植木（株） 4 通常小間 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 12 通常小間 ○ ○
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-01 ミニブース ○ http://y-greenkk.jp
横浜市と協働で行われている緑のリサイクル事業である、横浜植物の森公園緑のリサイクルプラントの事業紹介とそこで作られているリサイクル製
品（剪定技堆肥・チップ）の紹介を行います。TVモニターでの施設紹介ビデオの放映、パネル展示、製品（堆肥）展示及びサンプル配布等を行いま
す。

横浜農協 G-06 ガーデンマーケット ○ http://ja-yokohama.or.jp/
盆栽・多肉植物等を販売致します。

横浜農協 植木部 M-02 ミニブース ○ http://ja-yokohama.or.jp/
植木苗を販売します。

（株）リッチェル 26 通常小間 ○ http://www.richell.co.jp
新製品を中心とした展示を行います。

レインボー薬品（株） 23 通常小間 ○ http://www.rainbow-f.co.jp
家庭向け芝生用薬剤のご案内や、人気のゴルフ場グリーンを再現し、今回も来場者に楽しんでいただけるブースを予定しております。

ロゼア夢ばらプロジェクト M-04 ミニブース ○ ○ http://rosea.co.jp/
自然の力を最大限生かした「からだにやさしい」天然素材のハーブエキス・ミネラル・酵素の活性液をお届けします。植物がいきいき元気に生まれ変
わって、ガーデニングがもっと楽しく、もっとカンタンに！！

ワインハウスゲアハルト（株） 31 通常小間 ○ http://www.gerhardt.co.jp
ヨーロッパの蔵元より直送された高級ワインを、無料でご試飲いただけます。お気に召したものを、ご自宅までお届けできます。

渡辺泰（株） 8 通常小間 ○ ○ http://www.w-tai.co.jp
手軽に出来る菜園商品、自由な発想で楽しむ花壇作りに必要な商品まで、幅広く販売・展示しております。


