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社名 展示会場 業種 サイトURL
有限会社グリーンラボラトリー H&Lプランテーション 資材 なし
京成バラ園芸株式会社 H&Lプランテーション 植物 http://www.keiseirose.co.jp/
株式会社ムラカミシード H&Lプランテーション 植物 http://www.murakami-seed.com/
株式会社HIJ ＆ 有限会社フジフローラ H&Lプランテーション 植物 https://hijfujiflora.amebaownd.com/
長野県鉢花園芸組合 H&Lプランテーション 植物 なし
揖斐川工業株式会社 H&Lプランテーション 資材 https://www.ibiko.co.jp/
タキイ種苗株式会社 H&Lプランテーション 植物 http://www.takii.co.jp/

有限会社エイチアンドエルプランテーション H&Lプランテーション 植物 http://www.h-and-l.co.jp/
株式会社　ECOLOGY　PLANTS H&Lプランテーション 植物 なし
株式会社カクト・ロコ H&Lプランテーション 植物・資材 http://cactoloco.jp/
日本ポリ鉢販売株式会社 H&Lプランテーション 資材 http://www.kpot.co.jp/
株式会社花の大和 H&Lプランテーション 植物 https://www.hanano-yamato.co.jp/
豊明花き株式会社 H&Lプランテーション 植物 なし
有限会社イーグルサム H&Lプランテーション 雑貨・資材・雑貨 なし
有限会社三浦園芸 H&Lプランテーション 植物 http://miuraengei.com/
株式会社ララ・イワント H&Lプランテーション 植物・資材 http://www.raraiuvant.com/
明和株式会社 M&Bフローラ 資材 http://www.meiwa-co.net/
株式会社P.D.P.ライブリー M&Bフローラ 資材 なし
有限会社籐吉郎企画 M&Bフローラ 植物 http://www.toukichirou524.com/
日本デルモンテアグリ株式会社 M&Bフローラ 植物 https://delmonteagri.co.jp/
株式会社ホーネンアグリ M&Bフローラ 資材 http://www.honenagri.com/
株式会社ハルディン M&Bフローラ 植物 https://www.jsjardin.co.jp/
有限会社川西種苗店 M&Bフローラ 資材 https://www.kawanishi-seed.com/
株式会社東海化成 M&Bフローラ 資材 http://www.tokai-kasei.co.jp/
トキタ種苗株式会社 M&Bフローラ 植物 なし
株式会社エム・アンド・ビー・フローラ M&Bフローラ 植物 http://mbflora.co.jp/
株式会社ハイポネックスジャパン M&Bフローラ 資材 https://www.hyponex.co.jp/
株式会社プロトリーフ カゴメ・プロトリーフ 資材 http://protoleaf.co.jp/
アース製薬株式会社 カゴメ・プロトリーフ 植物 https://www.earth.jp/earthgarden/index.html
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カゴメ株式会社 カゴメ・プロトリーフ 植物 https://www.kagome.co.jp/
株式会社ハイポネックスジャパン カゴメ・プロトリーフ 資材 https://www.hyponex.co.jp/
株式会社ゲブラナガトヨ ゲブラナガトヨ 植物 http://www.poinsettia.co.jp/
ブロメリア・ギフ×グリーン・ルーム ゲブラナガトヨ 植物 http://www.greenroom-plants.co.jp/
株式会社茨城農園 ゲブラナガトヨ 植物 なし
髙松商事株式会社 茅野市民館 植物 http://www.tacoflower.jp/
株式会社中村農園 茅野市民館 植物 なし
株式会社 はらセラム 茅野市民館 資材 http://haraceram.com/
有限会社 見元園芸 茅野市民館 植物 http://www.mimoto-shop.com/
株式会社杜若園芸 茅野市民館 植物 http://www.tojaku.co.jp/
株式会社ガーデンプラザ・ナガバ 茅野市民館 植物 http://www.nagaba.jp/

株式会社スズテック 茅野市民館 その他 https://www.suzutec.co.jp/
グリーンフューズボタニカルジャパン 茅野市民館 植物 http://green-fuse.com
岩手県：JA新いわて八幡平花卉生産部
会・花巻農協鉢花生産部会

茅野市民館 植物 なし

日光種苗株式会社 茅野市民館 植物 http://www.nikkoseed.co.jp/
有限会社ボナフィオリア 茅野市民館 植物 http://www.bona.co.jp/
ガーデン樹の里 茅野市民館 植物 http://www.kinosato.net/
クレマチス・及川フラグリーン 茅野市民館 植物 http://www.ofg-web.com
株式会社豊楽園 茅野市民館 植物 http://www.horakuen.com/
株式会社プランツパートナーズ 茅野市民館 植物 なし
クリザール・ジャパン株式会社 茅野市民館 資材 なし
有限会社水谷農園 茅野市民館 植物 http://www.rose-m.jp

Walnut & Co. 茅野市民館 資材 http://www.walnutco.jp/
株式会社クレマコーポレーション 茅野市民館 植物 http://clematis.co.jp/
株式会社東海グローバルグリーニング 茅野市民館 植物 http://www.tokai-gg.co.jp/
有限会社ジョルディカワムラ 茅野市民館 植物 なし
啓愛インターナショナル 茅野市民館 資材 http://keiai.php.xdomain.jp/
三晃物産株式会社 茅野市民館 資材 http://www.sanko-pot.com/
株式会社 豊幸園 茅野市民館 植物 http://hokoen.jp/
中島商事株式会社　トヨチュー事業部 茅野市民館 資材 http://www.toyochukk.co.jp/
あかぎ園芸株式会社 茅野市民館 資材 なし
吉坂包装株式会社 茅野市民館 植物・資材 http://www.dream-craft.jp/
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カネコ種苗株式会社 茅野市民館 植物 http://www.kanekoseeds.jp/
株式会社アタリヤ農園 茅野市民館 植物 http://www.atariya.net/
株式会社 リーフ 茅野市民館 植物 http://leafco.jp/
兼弥産業株式会社 茅野市民館 植物･資材 https://www.kaneya-ltd.co.jp/
有限会社緑のマーケット　エムソン企画 茅野市民館 植物 なし
朝日アグリア株式会社 茅野市民館 資材 なし
童仙房ナーセリー＆ガーデン 茅野市民館 植物 http://www.nursery-garden.com/
有限会社角田ナーセリー 茅野市民館 植物 http://www.tnn.ne.jp/
キッセイコムテック株式会社 茅野市民館 資材 https://www.kicnet.co.jp/
横浜植木株式会社 茅野市民館 植物 https://www.yokohamaueki.co.jp/
有限会社東京花壇 茅野市民館 植物 なし

株式会社フラワーオークションジャパン 茅野市民館 流通 なし
日本植物パテント株式会社 ハクサングループ 植物 http://www.jpp-co.jp/
ハクサンインターナショナル株式会社 ハクサングループ 植物 http://www.hk-int.jp/
株式会社ハクサン ハクサングループ 植物 https://hakusan1.co.jp/
株式会社サカタのタネ サカタのタネ 植物 https://www.sakataseed.co.jp/
サントリーフラワーズ株式会社 サントリーフラワーズ 植物 なし
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