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約90社・団体が出展

〝業界マストの
商談会〟
競争から
テーマ：

共創へ！

フラワー
トライアル
ジャパン
2018 秋
会期

2018年 9月 25日
（火）
（
）
（木）
（
）
〜 27日
25日 9：00〜16：00 ／ 26日 9：00〜17：00 ／ 27日 9：00〜15
5：00
※一部会場で開催時間が異なります

会場

長野県・山梨県（全 6 会場）
᧪႐⠪⊓㍳ ߪ

ࠦ࠴㧋

フラワートライアルジャパン2018 秋 実行委員会

園芸文化と産業を
「共に創る」
̶̶

競争から

共創へ！
フラワートライアルジャパン2018 秋
今年で11回目を迎える
「フラワートライアルジャパン2018秋」は、園芸
産業に携わるあらゆる関係者が、一堂に集うコア展示商談会です。長野・
山梨にまたがる八ヶ岳エリアで種苗会社、植物メーカー、資材メーカーな
ど約90社が出展して、最新の品種や資材をいち早く紹介する本商談会は、
来シーズンの売り場検討のために欠かせない場として定着しました。今秋も
ぜひ、八ヶ岳で会いましょう。

れる園芸業界の情報発信の場「フラワートライアルジャ

トレンドの指針として注目すべき優れた品種や園芸資

阿川峰哉 氏 （ＮＨＫ出版
「趣味の園芸」編集長）

ル大賞 2018」を開催します。毎年多くのメディアで結

井上盛博 氏 （オニヅカバイオシステム店長）

エンドユーザーにもＰＲできるチャンスです。トライアル
出展社以外の企業も参加可能なので、ぜひ奮ってご

見出し
「植物のある暮らし」を皆様と共に創っていきた
いと思います。

参加ください。

茅野市民館会場

いただきました。活発な商談の場となったことを改めて

「寄せ植え実演のライブ配信」
、昨年好評だった
「豚の丸

審査日

フラワートライアル大賞 (9 月25日 14：00
〜)、人気投票賞(会期中に投票・後日集計)

表彰式

9 月 25 日 18：00 〜。懇 親 会 場（マリオ
ローヤル会館）にて。

焼き」などのイベントを各会場で企画中です。情報交換
なしセレクション」の表彰式もあわせて開催します。また、

原因のひとつに提供側と消費者との価値観の〝ズレ〟が

若い世代へ園芸業界に関心を持ってもらうため、農業・
園芸学校関係の学生の招待も検討しています。

共に変化しています。例えば、ひとつの植物を
〝大きく
今回で第 11 回目の開催となる
「フラワートライアルジ

育てる〟から、数種類の植物を組み合わる
〝寄せ植え〟へ。
屋外から屋内へ。ハーバリウムのようにお洒落な雑貨･

ャパン2018 秋」
。新たな10 年へ向けたスタートの年で

インテリアとしての使い方へ。こうした消費の変化を見

もあります。2020 年オリンピックに向け〝植物が持つ

ると植物が持つ〝価値〟の多さに改めて気づかされます。

力〟に関心がますます高くなってきています。今回の展
示会を皆様の商談、情報収集・発信、コミュニケーショ

業界内には混沌とした空気感が漂っています。しかし、

ンの場に活用していただけるとうれしいです。園芸のコ

捉え方によっては〝新しいものが生まれる兆し〟
と見る

ア展示商談会として進化しつづけるフラワートライアル

こともできます。フラワートライアルのスローガンに

ジャパンにご期待ください。

「共 創」とあるように、植 物が 持 つさまざまな価 値を

フラワートライアルジャパン
2018秋

来場者受付

原則として
「事前登録制」です。
専用登録サイトにて登録後に配信されるＱＲコード画面
を印刷し、当日会場にご持参ください
（昨年と同じ）
。

来場者の皆さまへ

トライアルは
事前登録制です！

■フラワー トライアル ジャパン実行委員会事務局（グリーン情報内）
TEL052-571-2200 FAX052-571-2208
メール info @ green-joho.jp

フラワートライアルジャパン2018 秋の開催に当たり、
出展者・来場者など、八ヶ岳に集う全ての業界関係
者の方を対象に、恒例の情報交換懇親会を開催いた
いた
します。昨年は約 200 名が参加し名刺交換、情報交
報交
換の場として大変ご好評いただきました。

出品者対象者：
生産者・資材メーカー等

商品として新たな提案がされた優れた園芸関連の企画商品
を選定します。植物に資材等を加えてデザイン性を高めた
ものや、現代のライフスタイルにマッチした新しい提案商品
などが対象。資材については、資材に植物を植え込んだ状
態でグッドプランニング部門に出展をお願いします。

懇親会場で開催！
オニヅカ・井上盛博店長による

『売上倍増！セミナー』
（仮）
大人気店〝オニヅカ〟井上盛博店長

日時

9 月 25 日 ( 火 )

による
「売上倍増！セミナー 〜店が

■
■

〔表彰式典〕18：00 〜 19：00
（受付け 17：30 〜）

懇親会のスタート前に同会場で開

■

〔懇親会〕 19：00 〜 21：00

催いたします。

場 所 マリオローヤル会館
3F）
■ （長野県茅野市ちの 3502-1ベルビア3F）
募集

３００名

会費
■

４,５００円（当日５,０００円 ）
小売りバイヤー３,０００円

参加予定

全国の園芸店、ホームセンター、生産者、

フラワートライアル

当日スムーズな入場ができますようご協力をお願いします

出品対象者：
種苗メーカー等

情報交換懇親会 in 八ヶ岳

種苗会社、資材会社など
https://ez-entry.jp/ﬂowertrial2018/entry/

植物部門
グッドプランニング部門

審査場所

あるということは否めません。園芸の楽しみ方は時代と

平井麻里 氏 （主婦の友社「園芸ガイド」編集長）

優れた植物の品種を選定します。

今年は人気園芸店店長による
「売上倍増！セミナー」や

ここ数年、園芸業界は停滞・閉塞感が漂っています。

杉井志織 氏 （ＮＨＫ趣味の園芸講師）

園芸関係各社 (フラワートライアルジャパン
2018 秋の出展社に限りません )

展 88 社、来場者約 2,600 名の業界関係者にお集まり

･懇親会では
「フラワートライアル大賞」
、「お台場おもて

ケイ山田 氏 （英国園芸研究家）

参加資格

パン」も、今回で 11 回目の開催となります。昨年は出

御礼申し上げます。

審査委員長
長村智司 氏 （（一社）
フラワーソサイエティー会長）

材などを選定・発表するコンテスト
「フラワートライア
果が取り上げられており、業界に向けてだけでなく、

フラワートライアルジャパン2018 秋
実行委員長 村上太一
長野県と山梨県をまたぐ八ヶ岳周辺の６会場で開催さ

フラワートライアルジャパン2018 秋では、来年の

審査員

花のある暮らしのシーンを
「共に創る」場に̶

フラワートライアル大賞 2018 出品募集中

※送迎バスが懇親会場から、ルートイン・チ
サンイン・ラコ華乃井・カンデオ 各ホテル
を一巡予定。

飛躍する
〝売り技〟
とは？〜」
（仮）
を、

参加
無料

セミナー会場 ：マリオローヤル会館 ローヤルルーム
開催日時

： 9 月２５日 ( 火 ) 16：50 〜 17：40
（懇親会のスタート前）
※要申込。
定員１００名になり次第締め切らせていただきます。

▶懇親会およびセミナーの申し込み
ＨＰから申込用紙をダウンロードのうえお申し込みください
（
「フラワートライアルジャパン２０１８」
で検索）

フラワートライアルジャパン事務局（ ㈱グリーン情報内）
ＴＥＬ
：０５２ ５７１ ２２００

フラワートライアルジャパン2018秋

出展社一覧

㈲石井フラワーガーデン

出光アグリ㈱

☎048-297-2499

☎03-6848-6183

担当：石井正義

国内外の育種家と契約して、夢のあるオリジナル花苗、野

全 6 会場で開催します。今回はサントリーフラワーズ会場の場所が変更され、ハクサン
グループ会場がハクサングループ・サカタのタネ会場と拡大しています。詳細は巻末

あかぎ園芸㈱
㈱赤塚植物園
担当：田島貴幸

☎0270-70-5500
☎059-230-1234

の 省 力 化に貢 献 ②均 一 化！

のスミレ
「ムーランルー

均一な施肥で鉢揃えのよい

ジュ」
、八 重 咲きペチュ

商品仕上げを実現 ③用途で

ニア
「バ ニ ラシリー ズ」

選べる！栽培に合わせて、肥

イノチオ精興園㈱
あかぎ園芸㈱

Walnut&Co.
（ウォルナット）

☎0270-70-5500
☎0847-40-0205

☎090-3620-6766

担当：高橋康一郎
担当：林

☎0287-62-8787

担当：寺田勝重

主に家庭園芸用土・肥料を製造
一見難しそうにみえる
「大菊」の

ルーツポーチはオレゴン州ポートランド発のリサイクルペッ

販売しております。土づくりを
栽培ですが、昨年より12
㎝ポッ

トボトルと天然素材を原料にして作られた不織布製の植木

トとなって大苗シリーズに加わっ
通して
「自然との共生」をテーマ

鉢 で す。通 気 性・透 水

に、豊かな未来を実現します。
て い ます。商 品 名「らくらく大

性に優れた植物と環境

菊」として栽培容易なご提案を

にやさしいサステナブル

いたします。是非弊社ブースに

なガーデニングプロダク

お立ち寄りください。

ツです。

大森プランツ㈱
担当：高橋
担当：坂下／脇葉

効、形状を選定

ズ」など。

茅野市民館 会場

☎0277-30-7002

追肥専用、一定重量で施肥

代表品種：イタリア貴族

「スイートバニラシリー

会場地図を御参照ください。それでは、会場別に出展社を紹介します。

太

「タブレットシリーズ」
３つのお役立ちポイント。①省力化！

菜苗の企画生産販売をしています。

「フラワートライアルジャパン 2018 秋」は、
ＪＲ茅野駅直結の茅野市民館をはじめとした

あかぎ園芸㈱

担当：川根

ガーデン樹の里
あかぎ園芸㈱

担当：小島

基

☎0270-70-5500
☎048-296-0841

担当：高橋
担当：鈴木篤史

私達は花と緑を通し、お客様の

主に家庭園芸用土・肥料を製造
非常に希少なサボテン
（ギムノカ

宿根草苗、バラ、クリスマスローズ、ガーデンクレマチス、

主に家庭園芸用土・肥料を製造
園芸花木の珍・新品種、カラー

生活にうるおいと癒しを提供さ

リキウム）
販売しております。土づくりを
を販売！タイのサボテ

宿根バルブス
（宿根草根茎袋詰め）
、ハーブ苗、オーガニッ

リーフや斑入等多数取扱いして
販売しております。土づくりを

せて頂き
「花を咲かせた喜びの

ン育種家のペッタムシー
通して
「自然との共生」をテーマ
（ギムノ

クシード、その他の新商

おります。
通して
「自然との共生」をテーマ

笑顔」と
「豊かな実りの収穫に喜

に、豊かな未来を実現します。
カリキウム属のハイブリッ
ド種を

品の発表と既存商品を

に、豊かな未来を実現します。
客や時代のニーズの沿った様々

ぶ笑顔」を思い浮かべ、安心・

生産する農場）から輸入！濃緑色

取り混ぜた展示を予定し

なご提案が可能です。価格競争

安全の良品作りに頑張って参り

や赤色・黄色など鮮やかな色彩

ております。

が激化する中、魅力ある商材＝

ます。

の斑が入り幾何学的な模様で発

利益を取れる商材で他社との差

色する大変に美しいサボテンで

別化を図りませんか？

す。

朝日工業㈱

あかぎ園芸㈱
㈱アタリヤ農園

カネコ種苗㈱

☎0274-52-6580 担当：特販部営業課 吉川洋平

☎0270-70-5500
☎0478-83-3125

☎027-253-9321

担当：高橋博
担当：林

兼弥産業㈱
担当：又市

☎0569-65-1256

担当：江間愼一

当社は、有機で
「育てる」
「つくる」

アタリヤ農園は、ご家庭で手軽
主に家庭園芸用土・肥料を製造

花苗・野菜苗商材など、新商品と選りすぐりの注目商材を

新作のプラ鉢から海外・国内の種苗・資材…などの展示

そして
「楽しむ」、そんな緑のあ

に野菜づくりを楽しんでいただ
販売しております。土づくりを

屋内と屋外に展示。野菜とキノコは絶品美味品種を用意

を行 います。海 外とのコ

る生活を応援する肥料メーカー

けるよう、タネの小袋販売をは
通して
「自然との共生」をテーマ

しております。来春注目

ネクションと国内での実績

です。バラエティー豊な品揃え

じめ９
に、豊かな未来を実現します。
０年余。食べてほんとうに

の必須商材を会場でぜ

を生かした KANEYA の提

で皆様のご来場を心よりお待ち

美味しい品種の開発にも努力し

ひご確認ください。

案にご期待ください。

しております。

て きました。お 客 様 の 様 々 な

HP：

ニーズに対応した商品・売場・

http://www.asahi-kg.co.jp/

販促物をご提案いたします。

出展社一覧
茅野市民館 会場

あかぎ園芸㈱
キッセイコムテック㈱

㈲ぐり〜んぐらす

㈱サンファーム

☎0270-70-5500
☎03-5843-0330

☎0465-82-6166

☎0771-25-5178

担当：高橋 営業担当
担当：POP

担当：川田成美

「Ｐ
主に家庭園芸用土・肥料を製造
ＯＰ用 耐 水 紙カレカ」を 展 示

〜育てやすい植物を提案しよう〜をテーマに商品開発をし

販売しております。土づくりを
いたします。今まで大変だったＰ

ている会社です。園芸資材を取り扱っています。商品例

Ｏ
通して
Ｐラミネート作業を大幅に改善
「自然との共生」をテーマ

㈲ジョルディカワムラ

担当：大西

覚

新商品のご紹介と青果物の試食を予定しています。

☎070-4475-0531

カリブラコア・ティフォシーや、クリスマスローズなどの高
品質鉢花の生産をしています。大好評のカリブラコアの新

（フラワーベース、

に、豊かな未来を実現します。
でき、耐水性・耐候性に優れた

担当：川村尭之

シリーズ
「アンティーク」

RAKURAKU鉢カバー）

は本格的な生産体制が

屋外仕様の紙となります。是非

整 い つ つ あり、皆 様 か

会場にて実物をご覧ください。

らのご注文をお待ちして
います。

㈲グリーンショップマエハラ

㈲グリーンラボラトリー

あかぎ園芸㈱
創和リサイクル㈱

農事組合法人 チバナーセリー

☎0994-44-7288

☎028-670-8501

☎0270-70-5500
☎0296-43-6081

☎0479-85-7527

担当：諏訪原憂樹

担当：森屋末三

担当：高橋
担当：松野幹彦

担当：間立勝彦

鹿児島県鹿屋市で多肉植物、ティランジア、輸入植物を

温室専用洗浄剤シグマ、温室内除菌洗浄剤タフリン、農業

主に家庭園芸用土・肥料を製造
園芸用土、培養土、土壌改良材

チバナーセリーは設立以来 26 年間、プラグ苗を生産して

中心に生産・卸をしており

用 LED、温室用ミストシャワー（細霧冷房）などの販売を

販売しております。土づくりを
のメーカーです。ドイツ製園芸

おります。今回の展示会で

ます。オリジナル容器をつ

して い ます。お 客 様 の

通して
用土セラミスの輸入販売やミニ
「自然との共生」をテーマ

は新しく取り扱いを始めまし

かった多肉植物、ティランジ

要望に沿った商品開発を

に、豊かな未来を実現します。
観葉植物の植え込み、コケ玉の

た多肉植物などをご紹介い

アのアレンジ商品も主力で

目指しています。

販売も行っております。

たします。皆様のご来場を

す。

心よりお待ちしております。

クリザール・ジャパン㈱

㈱クレマコーポレーション

㈲角田ナーセリー

デビッド・オースチン・ロージズ㈱

☎0721-20-1212

☎055-986-8778

☎0586-69-6351

☎072-480-0063

担当：伊藤毅史

担当：渡邉貴裕

担当：平田

鉢物用保水シートとしておすす

クレマチスとクリスマスローズを専門に生産しております。

花苗・切り花苗・野菜苗を中心

デビッド・オースチンのイングリッシュ・ローズは、オールドロー

めの【アクアパッドW バッグ入り】

展示会では出荷商品の荷姿のご案内と新しい規格、試作

に年間 1000 品目、1300 万ポッ

ズの可憐な美しさと香り高さ、そしてモダンローズの四季咲

や観葉植物、胡蝶蘭の葉面つや

段階の新商品などを揃

トの商品を生産・卸販売をして

き性と比類のない強健性を兼ね備えています。多種多様な花

出し・鉢物の蒸散をコントロー

えて展示しております。

おります。弊社で育種開発され

色・花形・香りや特性を持つセレクションを取り揃えております。

ルし棚持ちを良くする【 リーフ

ぜ ひ お 立 ち 寄りくださ

た商品は大変ご好評いただいて

シャイン＆シール】、その他新製

い。

おります。引き続きご愛顧をお

品などのご紹介を致します。

啓愛インターナショナル
☎0533-82-3103

担当：鈴木良則／日野真吾

担当：伊藤

潔

願い致します。

三晃物産㈱

TERRA LAB
（テララボ）

あかぎ園芸㈱
㈱東海グローバルグリーニング

☎0569-65-0530

☎0277-43-1722

☎0270-70-5500
☎0575-46-7411

担当：横江

担当：荒居良生

担当：高橋
担当：景山英治

弊社は平成 10 年より一貫してタイからテラコッタ、和風

デザイン製の有るプラ鉢やエコポットのメーカーです。鉢

TERRA LAB は、新しいインテリアグリーンとしてのシー

主に家庭園芸用土・肥料を製造
母の日のミニケイトウシリーズ

塩焼き鉢を企画、輸入卸売販売をしております。長年培

カバーや底面給水になる新商品『オールラウンドポット』シ

ンを確立しつつあるテラリウ

販売しております。土づくりを
に、新商品として多肉ミックス

われた窯元との信頼関

リーズや 農 業 分 野 でも

ムをメインとしたブランドと

通して
ハートポッ
「自然との共生」
ト、苔玉盆栽等と人
をテーマ

係により、常に品質の向

活用が広がっているナノ

して生まれました。現在の

に、豊かな未来を実現します。
気のアップルゴーヤやプラン

上をめざしております。

バブル発生装置の展示

ライフスタイルにマッチする

ター用ネギ等の野菜苗他、ボー

是 非とも弊 社ブースへ

もございますの で是 非

お洒落でどんなシーンにも

トコンテナシリーズ、カラーミ

お立ち寄りください。

お立ち寄り下さい。

溶け込むテラリウムを全国

ニバケツ等の資材展示も行い

の皆様にお届けします。

ます。

出展社一覧
茅野市民館 会場

㈲東京花壇
☎042-597-4411

担当：柴田真紀雄

童仙房ナーセリー＆ガーデン

Pure Green

㈱ FOREX 販売

☎090-8577-4412

☎0563-77-6133 担当：向井謙司

☎0123-29-3091

担当：小林

氷の薔薇シリーズは革新的なクリスマス

観葉植物を中心に愛知県の西尾市で
「PureGreen」をブ

北海道の植物ベンダーとして、生産者と一緒に企画提案

ナル野菜苗は夏の暑さに強

ローズです。直射日光に耐

ランド名とし、海外からの新品種、優良品種を生産してお

を行っております。特に本州向けの秋商材に関しては、冷

く、驚くほどの収穫量で大

え、夏の暑さに耐え、冬の

ります。全 国 の 花 卉 市

涼な気候を生かした高

人気！
！細かいアソート出荷

花とは思えない豪華な花を

場、卸 売 業 者 様に高 品

品質な植物をご提案し

も承っておりますのでお気

咲かせます。童仙房ナーセ

質な植物をご提供させ

ています。

軽にご相談下さい。

リーの思いが詰まったクリス

て い た だきます。ご 興

人気急上昇の南国フルーツ苗取り揃えております。オリジ

Ice N roses

担当：藤田善敬

マスローズです。

味のある品種がござい
ましたらお気軽にお問い
合わせください。

あかぎ園芸㈱園芸部
㈱トーホク

中島商事㈱トヨチュー事業部

㈱フラワーオークションジャパン

フラワーマイスター

☎0270-70-5500
☎028-611-5000

☎0562-92-1281

☎03-3799-5435

☎080-9206-9903

担当：高橋
担当：和田浩治

担当：縣 慶

担当：税所

貢

担当：清治道夫

主に家庭園芸用土・肥料を製造
種の総合メーカーとして
「美味し

弊社は無農薬資材を主に扱ってい

日本最大級の花市場、大田市場 FAJ

販売しております。土づくりを
い」
を追求した野菜種、苗の展

るメーカーです。その他にも除草

より、業界全体を盛り上げる、全国

方々にまでお届けする』

通して
示、試食と
「自然との共生」
「ユニークな色」
をテーマ
にこ

剤、肥料、用土などお客を満足さ

から入荷する魅力ある新商品や企画

インターネットサービス

に、豊かな未来を実現します。
だわったパンジー、ビオラを展

せるアイテムが豊富に揃っておりま

商品を厳選し多数ご紹介します。全

をご紹介しています！そ

示致します。皆様のご来店をお

す。展示会にお越しのお客様は是

国の園芸店様に宅配でお届けできま

の場で無料登録できま

待ちしております。

非弊社ブースにお立ち寄り下さい。

『出荷者からの「生の商品情報・想い」を市場とその先の

す。ぜひお立ち寄りください。お待

す。こ れに掲 載 中 の お

ちしております。

もしろ輸入商品も展示し
ています。

日光種苗㈱
☎028-662-1313

担当：乾

正典

日本農産種苗㈱

㈱プランツパートナーズ

あかぎ園芸㈱
㈱プロトリーフ

☎0265-79-2187

☎025-211-8336

☎0270-70-5500
☎03-3769-2828

担当：鷲澤真理

担当：夏目嘉久／阿部錦也

担当：高橋
担当：清水柾孝

香味菜（こうみな）
。

消費者のニーズに応え、種の容量を選んで買える
【選べる

プランツパートナーズは、より良い商品を作りたい生産者

主に家庭園芸用土・肥料を製造
弊社取り扱いのＫＡＧＯＭＥ商材

ワイルドルッコラとチンゲンサ

シリーズ】を一押しで販売し

様とより良い商品を販売し

販売しております。土づくりを
とトマト苗の注目品種をご紹介

イ、ケー ルを合 わ せた
「チンゲ

ております。大変好評につ

たい販売店様をつなぐ、文

通して
「自然との共生」をテーマ
いたします。園芸市場を賑わせ

ンルッコラ」
、「ケールッコラ」今

き品種も増えてまいりまし

字通りパートナーとして活

に、豊かな未来を実現します。
る培養土や新商品などを取り揃

までにない食味は、家庭菜園や

た。他にも魅力あるご提案

動しております！是非、茅野

え、皆様のご来場をお待ちして

直 売 所 で大 注 目 間 違 い なしで

をご用意しておりますので、

市民館会場展示ブースにお

おります。

す。また、伝統野菜各種、パン

ぜひお立ち寄り下さい。

立ち寄り下さい！

☆新野菜

ダ豆、宇宙いもなどのおもしろ
野菜を展示いたします。

畑や かとうふぁーむ

八幡化成㈱

☎090-6686-5167

☎0575-67-1175

担当：加藤隆行

担当：小川

剛

㈱豊幸園

㈱豊楽園

☎0567-32-2315 担当：牛田豊文／森 洋生

☎0569-65-0241

担当：斉藤幸治

新潟市にある花の生産農場、「畑や かとうふぁーむ」で

木粉や紙を配合した環境に優しいプラ鉢や、座ることので

2018 年秋は人気の手間なしシリーズのほか、植えるだけ

㈱豊楽園は創業 52 年、愛知県で観葉植物の生産・販売を

す。12 ㎝ L 〜 18 ㎝ポットに大きく仕立てた宿根草が自慢

きるフタ付きのガーデンツールバケットなど、プラスチック

でお正月のお供えやお飾り

している生産者です。展示会当日は、観葉植物とオリジナ

です。がっちり大きく育

雑 貨 の 企 画・製 造・販

が揃う
「これだけでできる」

てた苗 は、植 栽 後 の 生

売をしております。新製

シリーズなど新商品ライン

季節に合わせたシーズ

育 も 良 好！お 客 様 の

品の展示もしますので、

ナップが充実しております。

ン企画商品をお客様の

ニーズに合わせたご提

ぜ ひ お 立 ち 寄りくださ

ご要望に合わせて楽しく

案も可能です。

い。

アレンジします。

ル 資 材 のアレンジや、

出展社一覧
茅野市民館 会場

あかぎ園芸㈱
㈲ボナフィオリア

㈱マーク・コーポレーション

☎0270-70-5500
☎03-5465-6277

☎03-5835-3011

担当：高橋
担当：根本大輝
主に家庭園芸用土・肥料を製造
主にチューリ
ップや水仙などの花

市場お買い上げデータ連動のラベル＆POP 発行ソフト、

販売しております。土づくりを
球根や、生姜や里芋、ニンニク

及びミシン目入り耐水用紙。売価入力するだけで品名、

といった野菜球根、
通して
「自然との共生」
その他に種、
をテーマ

生 態 情 報、背 景デザイ

に、豊かな未来を実現します。
苗などの品種を取り扱っており

ン は自 動 表 示。忙しい

ます。品質にこだわった商品、

園芸店様、少人数体制

ちょっと変わった品種を幅広く提

にご興味のある方は是

案いたします。

非お立ち寄り下さい。

あかぎ園芸㈱
㈲水谷農園
☎0270-70-5500
☎0587-36-0555

担当：大浦俊吾

担当：高橋
担当：水谷

勇

ゲブラナガトヨ 会場

㈲緑のマーケット エムソン企画部

㈱茨城農園

㈱ゲブラナガトヨ 八ヶ岳ファクトリー

☎072-793-2391

☎090-3209-6463

☎0266-61-1178

今年も魅せます！
！ GEBR オリジナル『カリブラ』
『オステ

担当：南

裕也

担当：荒井芳夫

「バラ苗販売」
主に家庭園芸用土・肥料を製造
の困ったを解決！販

美味しく、カンタンな初心者向け多収穫野菜、すずなりシ

担当：越渡康弘

売員の教育・商品説明・お手入
販売しております。土づくりを

リーズぞくぞく新発売！「すずなりアスパラ」
「すずなりトマ

日頃は当園の果樹苗・花木苗を御

オ』が堂々デビュー！
！ 『ビ

れ集・休日の在庫確認・お客様
通して
「自然との共生」をテーマ

ト」
「フルーティーピーマ

利用下さりありがとうございます。

オラ』
『ネメシア』などの新

ン・スイートパレルモ」

御好評の『ハイブリッドプランツ』を

作。新企画「お客様の声を

はじめ、是非見て頂きたい商品を

形 にした Dresspot」の 提

に、豊かな未来を実現します。
の生のご要望は何か・BtoB の
ネット通販・ローズガーデンの

「ハロウィンスイート」等

設計施工及び商品供給・新品種

の試食会も開催いたし

展示予定です。皆様の御来場お待

案。自社育種こどもたちが

のご提案・母の日ギフト・輸出

ます！

ちしております。

選んだ
『こどものとまと ®』

写 真 新 品 種「ラグーナテンボ

など展示。

ス」

㈱ヤマトコーポレーション

あかぎ園芸㈱
横浜植木㈱

☎054-622-8588

☎0270-70-5500
☎045-262-7400

担当：山﨑直紀

高松商事㈱
担当：高橋
担当：三樹栄生

☎04-7199-8131

㈲ブロメリア・ギフ×グリーン・ルーム㈱
担当：松本孝一

☎0266-55-6383

担当：細川健太郎

私たちヤマトコーポレーションは、家庭用園芸向け肥料・

主に家庭園芸用土・肥料を製造
世
界 初！種 な しピ ー マ ン『タ ネ

オリジナルの露地バラ
『True Bloom』や、生産者／販売

ライフスタイルに合わせた植物提案型の売り場作りをサ

用土・園芸資材のご提案を通じて、皆さまの緑豊かな暮

販売しております。土づくりを
なっぴー』
を含めたピーマン・

店／消費者にとって
「簡単」
「手間要らず」をモチーフにした

ポ ー ト し ま す。〈取 扱 品 目〉ポ ー ル セ ン ロ ー ズ、

らしをお手伝いさせていただいている会社です。

通して
パプリカといった野菜苗や人気
「自然との共生」をテーマ

『Eazy』ブランドのご紹

eARThSUCCULENTS（アースサキュレンツ）、ブロメリ

に、豊かな未来を実現します。
の 多 肉 植 物、豊 富 な 花 色 の ペ

介をさせ ていただきま

ア、アンスリウム、

チュニア、優れた性質のサルビ

す。

エアプランツなど。

アを展示します。是非、お立ち
寄りください。

吉坂包装㈱
☎059-382-7962

㈱リーフ
担当：宮崎

☎0532-39-1588

担当：久保知子

大人気のエケべリア系を中心とした最高級多肉植物、入

愛知県豊橋市で産直胡蝶蘭を販売しています。鮮度の良

手困難で人気の高い品種ならびに厳選された品種など最

い胡蝶蘭を生産場所からお

高品質のプレミアム多

届けしますので鮮度が良い

肉植物を取り揃えてお

状態でお客様の手元にお届

ります。

け できます。また弊 社オリ
ジナル商品も取り揃えてお
ります。

出展社一覧
㈱ハイポネックスジャパン

㈱ハルディン

( 大阪本社）
☎06-6396-0801
（東京支店）☎03-3428-7000

☎0476-42-5858

2019 年春夏シーズン販売予定のペチュニア、カリブラコ

担当：農芸プロダクツ 猪瀬 健

エム・アンド・ビー・
フローラ 会場

担当：樋口幸彦

ア、ダブルオステオスペルマムを中心に新品種や新企画な

今年も注目の新製品発売を予定しております！ブースでは

ど注目商品を取り揃えて

弊社製品の効果的な使用方法や最新の栽培事例ご紹介な

展示予定です。

ど、新鮮な情報を盛り沢山で皆様のご来場をお待ちしてお
ります。是非お
立ち寄り下さい
ませ。

あかぎ園芸㈱
㈱エム・アンド・ビー・フローラ

㈲川西種苗店

☎0270-70-5500
☎0551-36-5677

☎0532-54-3201

担当：高橋

担当：金子英之

㈱ P.D.P.ライブリー

㈱ホーネンアグリ

☎059-330-2780

☎0258-92-3890

担当：中山恵盛

担当：中澤健司

主に家庭園芸用土・肥料を製造
来春販売予定の商品を中心にご

生産関係の方必見！生産コストを劇的に抑える
「吊り天」
「ボ

デザインから製造まで迅速に対応いたします。印刷包装資

販売しております。土づくりを
紹介いたします。新品種・新企

トムヒートベンチ」をご紹介させて頂きます。その他生産

材、販促用品全般なんで

高温殺菌粒状土、発酵モミガラ
『モミライト』等の有機質
資 材を自社 生 産、配 合

通して
画もご用意してお待ちしており
「自然との共生」をテーマ

に役立つ商材を取り揃え

もご相 談ください。材 質

し、プ ロ の 生 産 者 様 に

に、豊かな未来を実現します。
ます。皆様のご来場をお待ちし

て います の で、是 非 お

や加工方法の幅広い知識

ご満足いただける各種

ております。

立ち寄り下さい。

を生かし、特殊なものか

培養土等の農業資材を

ら小ロットまでご要望に合

ご提案いたします。

わせたご提案をいたしま
す。

㈱東海化成
☎0575-33-4112

東罐興産㈱
担当：三輪貴史

☎03-5472-5111

あかぎ園芸㈱
明和㈱
担当：後藤

章

☎0270-70-5500
☎0562-85-3382

担当：高橋
担当：榊原孝治

サントリーフラワーズ㈱

ポリポットでおなじみの東海化成です。品質、品ぞろえ、

弊社は、農業用フィルムのメーカーです。三層構造のフィ

フラワーストールや
主に家庭園芸用土・肥料を製造
M スリーヴ

☎03-5419-1382

提案力で皆様をサポート致します。いつもお使いのポット

ルムを作り続けて50年以上の歴史があります。色々なフィ

といった従来品にはない新しい
販売しております。土づくりを

2019 年は、あのサフィニアが 30 周年を迎えます！さらに

に一 工 夫 二 工 夫し皆

ルムや農業資材を展示

通して
出荷袋をご提案致します。併せ
「自然との共生」をテーマ

ミリオンベルも大幅リニューアルとメガブランドの躍進から

様 の 大 切 な苗を更に

して い ます の で、是 非

に、豊かな未来を実現します。
てご好評いただいているTwist

引き立てます。ちょっ

当ブースへ足をお運びく

シリーズやセラアートシリーズも

とした事でもお気軽に

ださい。

展示しております。是非、お立

ご相談ください。

ち寄り下さい。

担当：霜降

目が離せない年に！
！会場

会場が

白州 ・ 尾白の森
「べるが」
名水公園

も一新し、雨でも安心の
ガラスドームにてお待ち
しております！

。
に変更になりました。

トキタ種苗㈱
☎048-683-3437

日本デルモンテアグリ㈱
担当：花き特販課 寺田

☎03-5521-5159

担当：和田茂男

トキタ種苗は創業 100 周年を迎え、長年の育種経験・技

日本デルモンテが５０年以上続けてきた育種技術が詰まっ

術が詰まったトマト・ナス・キュウリの苗をご紹介させて

た、高品質のトマト苗をミニ〜大玉までラインアップ。家

いただきます。見本鉢・

庭菜園のビギナーにも、

試 食も数 多くご用 意 い

育 て や すく、お いし い

たします。ぜ ひ お 立 ち

果実が成る野菜苗をご

寄りください。

提供します。

新会場

サントリーフラワーズ 会場
※２日目の26(水)は、9：00〜16：00までと開催時間が異なります。

出展社一覧
タキイ種苗㈱

長野県鉢花園芸組合

☎075-365-0123 ㈹

担当：山田／佐野

☎026-234-6871
担当：( 一社 ) 長野県農業会議

観賞用トウガラシ／オニキスレッド

髙橋／山際

H&Lプランテーション

実の形は丸いボール状で、

昨年は沢山の注文を頂きありがとうございました。今年

実の色は黒色から赤色へと

は、長 野 県 鉢 花 園 芸 組

会場

変化。葉の色は特徴的な黒

合 の 有 志 が 参 加し、シ

葉で実の赤色とのコントラ

クラメンを中心に多様な

ストが美しい。

花きを出展しますので、
ぜひ、お立ち寄りくださ
い。

※２日目の26(水)は、9：00〜16：00までと開催時間が異なります。

アップルウェアー㈱

㈲イーグルサム

日本ポリ鉢販売㈱

㈱花の大和

☎0794-62-6951

☎03-3733-5331

☎0574-24-7724

☎0743-64-3113

担当：森本安紀

担当：高橋

担当：山原汰介

担当：伏見泰尚

お庭や玄関周りの植物や、室内観葉植物など素敵に演出

今後の業界が如何に変化していくか、又我々は何を目指

ポリ鉢、トレーを中心に生産資

花の大和は球根類をはじめ草花、野菜、花木等園芸を総

できる、軽くて扱いやすい

し、そして何について顧客満足を展開できるのかを多くの

材を取り扱っております。また

合的に提案しています。会場では富士見で生産した宿根

プラスチック製の鉢やプラン

方と話し、今 後 の 商 品

省力機械の取り扱いもございま

草を中 心に新 商 品、注

ターを取り揃えております。

開発に適した物づくりを

すので、人材不足・人件費削減

目の 商 品を展 示 致しま

お気軽にご来場下さい。

していきます。

でお困りの方は是非一度ご相談

す。また モ デ ル ガ ー デ

下さい。各種オーダーメイドの

ンのご案内も可能です。

ご相談も承っております。

揖斐川工業㈱ アグリ・バイオ部

㈲ H&Lプランテーション

未来のアグリ㈱

☎0585-45-6215

☎0568-88-0858

☎024-531-2711

担当：松井良介

担当：後藤朋之

担当：長谷川 貴久

弊社では、お客様の最適な培養土・プラグ苗・接木苗・

季節の花苗 リーフ 新しく展開する多肉植物のご提案を

私たちは、日本の農業と酪農を応援します。お客様のニー

各種資材等、高品質で独創的なアグリ製品とノウハウをお

します。２日目の９月２６日には、あっと驚くイベントを開催

ズに合わせた温室を提供いたします。

届 けします。ご 質 問 等

予定です。是非お越しください。

ございましたらお気軽に
お問い合わせください。

あかぎ園芸㈱
㈱Ｈ
ＩＪ＆㈲フジフローラ

京成バラ園芸㈱

㈱ムラカミシード

☎0270-70-5500
☎0797-89-8421

☎047-459-0755

☎0296-77-0354

主に家庭園芸用土・肥料を製造
秋冬シーズンの
GARDENJOY

担当：神山 茜

日頃は、ビオラのももかシリーズご愛好頂きありがとうご

販売しております。土づくりを
商品のご紹介と共に、ドイツの

世界的に著名なローズナーセ

ざいます。お陰様で全国各

通して
Benary
「自然との共生」
社をはじめ、Hem
をテーマ
社、

リーと、自社育種した庭園用

地のお客様からご利用頂き

に、豊かな未来を実現します。
Floranova 社のおすすめ品種や

バラ。メイアン
（仏）、コルデス

感謝申し上げます。展示で

いちごとハーブの新規取扱ライ

（独）、タンタウ
（独）、ディクソ

は、切り花商材の鉢仕立て

担当：高橋
担当：杉原／高橋／藤井

ンを展示致します。

担当：村上

登

ン
（英）、インタープランツ
（蘭）

商品の企画もございますの

他、日本総代理店。

で、是非お立ち寄り下さい。

出展社一覧
あかぎ園芸㈱
Dümmen
Orange デュメンオレンジ
☎0270-70-5500
☎053-457-8600

新会場

担当：高橋 哲也
担当：小原
主に家庭園芸用土・肥料を製造
世界最大級の種苗会社
販売しております。土づくりを
Dümmen Orange が 出 展。

ハクサングループ・
サカタのタネ 会場

通して
大人気品種アンスリウム
「自然との共生」をテーマ
ミリ

Varinova B.V.
あかぎ園芸㈱
☎0270-70-5500
担当：高橋
バリノバ（シクラメン）
☎+31
10 5111340
主に家庭園芸用土・肥料を製造
担当：Bart
Kuijer
販売しております。土づくりを

に、豊かな未来を実現します。
オンフラワーレッドをはじめと

通して
「自然との共生」をテーマ
高品質ガーデンシクラメンに求め
に、豊かな未来を実現します。
られる耐候性
（特にボト耐性）
、連

し、マム、ポインセチア、カラ

続開花性において圧倒的評価を得

ンコエ等の最新品種から定番

ている同社のシクラメン。その特

品種まで一同にご紹介します。

性をぜひ会場でご確認ください。
人気のシャインカラーも多数展示
予定です。

イワタニアグリグリーン㈱

㈱サカタのタネ

☎03-5467-0751

☎045-945-8872

担当：落合

ピートモス、培土、播種機（ドラム式）
、ミキサー、発芽台車、

Morel Diﬀusion S.A.S.
あかぎ園芸㈱
☎0270-70-5500
担当：高橋
モレル
（シクラメン）

担当：苗木球根統括部 東小薗 健二

Schoneveld Breeding
スクーネベルド（シクラメン、プリムラ）

☎+3
(0) 4 94 19 10 53
主に家庭園芸用土・肥料を製造
担当：Bastien
Liatard
販売しております。土づくりを

☎+31 (0)571 271717
担当：Peter van de Pol

アルミ製花台車
（アルフロック）、安心ベンチ、ショットくん

「Ｆｏｒ Ｕｓｅｒ」〜消費者のためにできること〜をテーマとし

などの農業資材および花苗を展示紹介します。今年は新

て、当 社 商 品（品 種）を
中心とした一般消費者に

通して
「自然との共生」をテーマ
大輪から極小輪、さらにはピポカ
に、豊かな未来を実現します。
やオリガミといったユニークタイ

驚異的な花数のスーパーシリーズを

しい展示会場です。
ぜ ひ ご 来 場 くだ さ

向けた
「楽しみ方」を提案

プまで幅広いラインナップを持ち、

その歴史を受け継ぎつつ、新たな花

い。

いたしますので、ぜひご

花色面等においても意欲的な育種

形・花色を追及した最新品種を今年

来 場ください。※会 場が

を続ける同社。今年も魅力的な新

も会場でご確認ください。冬場の有

変更になっております。

品種・試験品種等を多数展示致し

望商材プリムラも展示予定です。

ます。

㈱ ZUCI
☎047-407-2113

担当：木名瀬 希

日本植物パテント㈱
あかぎ園芸㈱

Anthura アンスラ（アンスリウム）

☎0270-70-5500
☎048-471-9959

☎+31 (0)10 529 19 19
担当：Kasper Rietvelt

担当：高橋
担当：蚊野琢也

アジアハーブに特化し種子の輸入、青果の生産・卸売、

日本国内におけるパテント関連
主に家庭園芸用土・肥料を製造

アジア料理の製造販売をしている ㈱ ZUCI が苗の販売を

ビジネスを行っております。世
販売しております。土づくりを

分枝性が良くコンパクト、花上がりが良く品質が安定して

開 始。アジ ア ハ ーブを

通して
界の新樹種をいち早く取り入れ、
「自然との共生」をテーマ

いるのがアンスラ社のアンスリウムの特徴です。新たな市

使って キッチンと畑 を

に、豊かな未来を実現します。
日本国内に広めるお手伝いをし

ぐっと近づける販促まで

ています。

場提案として小鉢
生産向きアンスリ
ウムの品種を中心

行います。

にご紹介します。

㈱ハクサン
あかぎ園芸㈱

ハクサンインターナショナル㈱

☎0561-75-5777
☎0270-70-5500 担当：藤原雅志
担当：高橋

☎0561-63-3911

担当：井上／荒川

主に家庭園芸用土・肥料を製造
芝の上のゆったりとした空間

鉢物シクラメンからガーデンシクラメン、原種のコウムな

販売しております。土づくりを
に 700 品 種 以 上に及 ぶ 豊 富

どの幅広い展示です。他にもオリジナル野菜や観葉、国

通して
なラインナップを展示いたし
「自然との共生」をテーマ

内育種家の品種などバ

に、豊かな未来を実現します。
ま す。PW を は じ め と す る

ラエティ豊かな商品を用

マーケティング活動について

意してお 待ちしていま

もご紹介。共同出展社様も増

す。

え、ますます充実の内容で皆
様をお迎えします。

はじめ系統的な育種を続ける同社。

諏訪

ン
スライ
ビーナ

茅野市民館会場

名古屋方面

蓼科湖

長野県茅野市塚原1-1-1（茅野駅に隣接）

IC

湖東新井

484

マップ

メルヘン街道

新井

A:

富士見高原スキー場

八ヶ岳 鉢

富士見町

道

八ヶ岳エ

484

おっこと亭

190

ゲブラナガトヨ会場
長野県諏訪郡富士見町乙事 4814

中新田南

立沢大橋

ゲブラナガトヨ
会場

ミサキ工業㈱

立沢大橋

17
チバナーセリー
八ヶ岳農場

425

中新田南

御射山

ハクサングループ・サカタのタネ会場
（富士見高原リゾート）

深山

すずらんの里駅

長野県諏訪郡富士見町境広原 12067

中

諏訪南

IC

央自

車
道
ヨドバシカメラ
研修センター

ＪＡ乙事

17

90
富士見駅

富士見高原ゴルフコース

富士見
富士見高原スキー場

沢
小淵

八ヶ岳高原ライン

マップ

IC
沢駅

小淵沢

17

C:

サントリー
フラワーズ
エリア

小淵

11

信濃境駅

会場
案内図

乙事

至諏訪

富士見駅

ミサキ工業㈱

190

IC

下記「富士見高原スキー場」
の電話番号で検索ください。
TEL0266-66-2932
※この番号へのお問い合わ
せはお控えください。

動

H&L
プランテーション
会場

189
南インター入口

【カーナビ検索】

富
富士見

M&B Flora 会場
IC

608

デイリーストアー
デイリ

※26日 (水) 9：00〜16：00

614

白州・尾白の森
名水公園「べるが」

マップ

エリア

17

PA

B:

M&B Flora

はくしゅう
道の駅

609

17
32

IC

サントリー
フラワーズ
会場

至東京

山梨県北杜市白州町白須 8056

IC

606

北杜市立
白州中学校

長坂

C

東京方面

サントリーフラワーズ会場
（べるが）

17

長坂

マップ

608
M&B Flora
会場
岳
八ヶ

※一部開催時間が異なる会場があります。

B

609

甲斐小泉駅

マップ

山梨県北杜市小淵沢町上笹尾 3181- 4

小淵沢駅

下蔦木

25日 (火) 9：00〜16：00
26日 (水) 9：00〜17：00
27日 (木) 9：00〜15：00

コー

深山

諏訪南
青柳駅

フ ラワ ー ト ラ イ ア ル

A

富士見高原
リゾート

ン

※26日 (水) 9：00〜16：00

ヨドバシカメラ
研修センター

イ

長野県諏訪郡富士見町町立沢 2122-1

※フットサルコート、
レストハウスが
会場になります

ラ

八ヶ岳エ
コーライ
ン

H&L プランテーション会場

富士見高原
ゴルフコース

路

エリア

茅野駅

マップ

巻

ハクサングルー
ハクサングループ・
サカタのタネ会場

