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GardenCenter

が出展
約100社・団体

[ガーデンセンター]

業界マストの
商談会

通巻 480 号

別冊

競争から

共創へ！

フラワー
トライアル
ジャパン
2019 秋
会期

2019年 9月 24日
（火）
（木）
〜 26日
24日 9：00〜17：00 ／ 25日 9：00〜17：00 ／ 26日 9：00〜15：00

※一部会場で開催時間が異なります。
最終受付は終了時間の 30 分前まで
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会場

長野県・山梨県（全 7 会場）
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フラワートライアルジャパン2019 秋 実行委員会

̶

競争から
『共創』へ！

フラワートライアルジャパン
2019 秋

フラワートライアルジャパン
2019 秋

来場者受付

来場者の皆さまへ

トライアルは
事前登録制です！

ご来場には「事前登録」が必要です！
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。

今年で 12 回目を迎える
「フラワートライアルジャパン 2019 秋」は、園芸産業にかかわる
あらゆる関係者が集う展示商談会です。長野・山梨にまたがる八ヶ岳南西麓エリアの 7 会場
に、種苗会社・植物メーカー・資材メーカーなど約 100 社が出展して、最新の花き・野菜
品種や資材を紹介します。来シーズンの売り場づくりを検討する流通関係者をはじめ、生産
や造園・エクステリアなど花と緑の仕事に携わる方は、お見逃しなく！

■ 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

フラワートライアル

メール info @ green-joho.jp

https://ez-entry.jp/ﬂowertrial2019/entry/

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

花と緑の産業を〝共創〟で大きく！
フラワートライアルジャパンのテーマは、「競争から、

大規模な展示会場で開催されるイベントとは異なり、

共創へ！」ー。園芸業界には今、小さなパイの売上げ

いつもは生産や育種が行われている生産ハウスをはじ

を奪い合うのではなく、園芸を文化として大きなパイ

め、八ヶ岳山麓の各会場で最新の植物のパフォーマ

に育てることが求められています。この展示商談会は

ンスを見ながら、より濃密な商談ができることが魅力

その思いの下、種苗・生産の業界関係者自らが企画

となっています。各会場の出展担当者に声をかけてく

フラワートライアルジャパン2019 秋では、来年の

して、国内最大級の園芸植物展示会として育てあげ

ださい。そこからきっとビジネスチャンスが生まれるは

トレンドの指針として注目すべき優れた品種や園芸資

てきました。

ずです。

材などを選定・発表するコンテスト
「フラワートライア

カゴメ・プロトリーフ会場
2019 年 4 月にカゴメ野菜生活ファームがオープン
しました。農業体験、調理体験、レストランでは旬

八ヶ岳南西麓で開かれるフラワートライアルジャパ
ンに今年、新たな会場が加わりました。長野県富士
見町の
「カゴメ野菜生活ファーム」です。ケチャップな
どトマトの加工品で、一般家庭にはおなじみのカゴメ。
新会場からどんな提案がされるか、業界関係者も必
見です。

◉審査員

カゴメ野菜生活ファームが
新会場に！

フラワートライアル大賞 2019

出品募集中

〔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）

阿川峰哉 氏 （ＮＨＫ出版「趣味の園芸」編集長）

ル大賞 2019」を開催します。毎年多くのメディアで

井上盛博 氏 （㈱エコマルシェオニヅカ社長）

結果が取り上げられており、業界に向けてだけでなく、

ケイ山田 氏 （英国園芸研究家）

エンドユーザーにもＰＲできるチャンスです。トライア

杉井志織 氏 （園芸家）

ル出展社以外の企業も参加可能なので、ぜひ奮って

「園芸ガイド」編集長）
平井麻里 氏 （主婦の友社

ご参加ください。

の野菜を楽しめる、まさに野菜のテーマパーク。カ
ゴメ関連商品のみならず、ハイポネックスジャパン、

参加資格

アース製薬、プロトリーフが連動したスリークロス
企画もご覧いただけます。

園芸関係各社
(フラワートライアルジャパン
2019 秋の出展社に限りません )

審査場所

茅野市民館会場

審査日

9 月 24 日 13：00 〜 15：00

表彰式

9 月 24 日 16：00 〜
（茅野市民館会場にて）

フラワートライアル部門

対象：種苗メーカー等

優れた植物の品種を選定します。

グッドプランニング部門

対象：生産者・資材メーカー等

企画・アイデアに優れた植物、資材の単体の「商品」そのほか、
植物と資材を組み合わせた「商品」を選定します。

「人気投票賞 」トライアル会期中、茅野市民館会場で来場者による
人気投票を実施します（会期終了後に集計・表彰）

フラワー
フラワートライアルジャパン2019秋
トライ
ライア
アルジャパン
ン2019秋
9秋
フラワートライアルジャパン秋 2019 は、JR 中央線・茅野駅に直結する茅野市民館を

出展社一覧

はじめ、全 7 会場で開催します。出展社の一押し商材と巻末の地図をご参照いただき、
ゆっくりと各会場をご訪問ください。

イワタニアグリグリーン㈱
☎03-5687-0751

担当：落合
八重パンジーのファビュラスや

茅野市民館 会場

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
☎0198-28-2202

担当：中村俊平
（JA いわて花巻）

ピンクのビオラパフュームピン

りんどう生産量日本一の

クなどパンジー・ビオラの新

岩手県より、安代と花巻

品種のほか、ショットくん、安

で 共 同 初 出 展 で す。業

心ベンチ、アルフロック台車

界注目のエンジェルウィ

などの資材も出展します。皆

ングス
（セ ネ シ オ）を 始

様のご来場を楽しみにお待ち

め、日本初の鉢植え八重
咲きりんどう等をご紹介

しております。

します！

あかぎ園芸㈱
☎0270-70-5500

担当：田島貴幸

Walnut&Co.

☎0274-52-6580
担当：吉川洋平

☎090-3620-6766

大森プランツ㈱
担当：寺田勝重

☎0287-62-8787

担当：小島

基

「ルーツポーチ」はリサイクルペットボトルとリサイクル天

宿根草苗、バラ、クリスマスローズ、ガーデンクレマチス、

の生活にうるおいと癒しを提供

当社は、有機で
「育てる」
「つくる」そして

然素材で作られた不織布製の植木鉢です。通気性と水は

宿根バルブス
（宿根草根茎袋詰め）
、ハーブ苗、オーガニッ

させていただき
「花を咲かせた

「楽しむ」、そんな緑のある生活を応援す

け が よく、大 切 な 根 が

クシード、その他の新商

喜びの笑顔」と
「豊かな実りの収

る肥料メーカーです。バラエティ豊かな

健 康 的に育ちやすいと

品の発表と既存商品を

穫に喜ぶ笑顔」を思い浮かべ、

品揃えで皆様のご来場を心よりお待ちし

高く評 価され、国 内 外

取り混ぜた展示を予定し

安心・安全の良品作りに頑張っ

ております。

の生産者やガーデナー

ております。

てまいります。

HP：http://www.asahi-kg.co.jp/

に活用されています。

私たちは花と緑を通し、お客様

㈱アタリヤ農園
☎0478-83-3125

朝日工業㈱

担当：林

博

ご家庭で手軽に野菜づくりを楽

イノチオ精興園㈱

ガーデン樹の里

㈱ガーデンプラザ・ナガバ

☎0847-40-0205

☎048-296-0841

☎0254-43-6848

担当：林康一郎
「菊」の育種・改良に取り組み続

担当：鈴木篤史

担当：長場

園芸花木の珍･新品種、カラー

【秋植え球根・球根芽だし苗】
【アスパラガス株】
【宿根草苗、

しんでいただけるよう、タネの

けておよそ 100 年。今では
「旬」

リーフや斑入など多数取扱いし

大鉢】を取り扱っております。晩秋から販売を開始する商

小袋販売を始めて 90 年余。食

の秋以外でも多様な花色・花型

ております。自由な発想で楽し

品を筆頭に、できる限り

べて本当に美味しい品種の開発

が楽しめるようになりました。

める新感覚のガーデニング素材

多くの 商 品を展 示させ

にも努力してきました。お客様

特に人気のある
「お盆咲」にもオ

を発信。魅力ある商材＝利益を

て い ただく予 定 です。

の 様 々なニ ー ズに対 応した 商

シャレなマムたちが加わりまし

取れる商材で他社との差別化を

ぜ ひ お 立 ち 寄りくださ

品・売場・販促物をご提案いた

た。

図りませんか？

い。

します。

出展社一覧
茅野市民館 会場

カネコ種苗㈱
☎027-253-9321

兼弥産業㈱
担当：又市

☎0569-65-1256

㈱サンファーム
担当：小川嘉仁

☎0771-25-5178

㈲ジョルディカワムラ

担当：大西

覚

☎090-4735-8395

担当：小泉健人

花から野菜まで、注目の

新作のプラ鉢から海外・国

新色、インスタ映えする野菜などをご紹介させていただき

栃木県日光市にてカリブラコアやクリスマスローズを生産、

新商品と選りすぐりの優良

内 の 種 苗・資 材 … などの

ます。

全国へお届けしています。今シーズン初登場の華やかな

品種を展示。売り場づくり

展示を行います。海外との

花色が楽しいカリブラコ

のアイディアも提案展示。

コネクションと国内での実

ア・ティフォシーエレガ

野菜とキノコは絶品美味

績を生かした KANEYA の

ンスシリーズなどの新商

品種を用意しております。

提案にご期待ください。

品をぜひブースでご覧く

2020 春の注目商材を会場

ださい！

でぜひご確認ください。

あかぎ園芸㈱
キッセイコムテック㈱

グリーンフューズボタニカルジャパン

スミザーズオアシスジャパン㈱

あかぎ園芸㈱
創和リサイクル㈱

☎0270-70-5500
☎03-5843-0330

☎0247-47-2201

☎03-3376-7300

☎0270-70-5500
☎0296-43-6081

担当：高橋 営業担当
担当：POP

担当：金澤大樹

孝珍
（Kim Hyojin）

担当：高橋
担当：松野幹彦

「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

アメリカのグリーンフューズボタニカル社の日本の支社。

あらゆる規模のお客様に野菜、お花の挿し木や種子の発

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

いたします。時間のかかるＰ
販売しております。土づくりを
ＯＰ

本社の商品取り扱いだけでなく、国内育成者の商品も取

芽のために使われる良質な栽培用培地を提供しておりま

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

ラミネート作業を大幅に時間短
通して
「自然との共生」をテーマ

り扱っています。これか

す。作 物 の 栽 培 方 法と

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

に、豊かな未来を実現します。
縮！耐 水 性・耐 候 性に優 れた屋

ら時代に合った商品や品

環 境 に よってリー フ

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

内外仕様の紙です。ぜひ会場に

種の供給を進めていき

キューブ、ルートキュー

販売も行っております。

て実物をご覧ください。ご来場

たいです。

ブ、そしてテラプラグか

を心よりお待ちしております。

らお選びいただけます。

クリザール・ジャパン㈱
あかぎ園芸㈱

㈱クレマコーポレーション

高松商事㈱

☎0270-70-5500
☎0721-20-1212

☎055-986-8778

☎080-3528-3099

担当：高橋
担当：伊藤毅史

担当：渡邉貴裕

㈲角田ナーセリー
担当：梅本康平

☎0586-69-6351

担当：奥田健一、日野真吾

主に家庭園芸用土・肥料を製造
水やりの手間を軽減する底面

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。

バラ
「トゥルーブルーム」はア

角田ナーセリーは時代の変化に

販売しております。土づくりを
給水用スティ
ック
【アクアスティッ

展示会では出荷商品の荷姿のご案内と新しい規格、試作

メリカ・アルトマン社によっ

ついていきます。

ク】
通して
、鉢物用保水シート
「自然との共生」をテーマ
【アクア

段階の新商品などを揃

て育種された、病気になりに

に、豊かな未来を実現します。
パッドW バッグ入り】
、観葉・胡

えて展示しております。

くく、虫がつきにくい品種。

消費者目線

蝶蘭の葉面つや出し・鉢物の蒸

ぜ ひ お 立 ち 寄りくださ

春から晩秋にかけ咲き続け

オリジナル商品の開発

散をコントロールし棚持ちを良

い。

お客様ニーズへ対応

る、初 心 者にもおすすめ の

圧倒的な商品群

くする
【リーフシャイン＆シール】

強いバラを紹介させていた

環境を意識

などをご紹介します。

だきます。

6 次産業化

あかぎ園芸㈱
啓愛インターナショナル
☎0270-70-5500
☎0533-82-3103

担当：金

担当：高橋
担当：伊藤

三晃物産㈱
潔

☎0569-65-0530

担当：横江

TERRA LAB（テララボ）

㈱東海グローバルグリーニング

☎0277-43-1722

☎0575-46-7411

担当：深津愛香

担当：景山英治

主に家庭園芸用土・肥料を製造
弊社は園芸用陶器鉢をタイから

デザイン性のあるプラ鉢やエコポットのメーカーです。鉢

TERRA LAB は暮らしに植物を取り入れたボタニカルライ

ご好評の母の日ギフトのミニ

販売しております。土づくりを
21
年間継続して輸入し、皆様に

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

フや新しい植物の楽しみ方を提案するグリーンインテリア

ケイトウシリーズに、2 号 バ

ご提供しております。主に和風
通して
「自然との共生」をテーマ

リー ズ や、農 業 分 野 で

のブランドです。現代の

ケツ、3.5 号ハート商品に人

に、豊かな未来を実現します。
鉢とテラコッタポットで、日本の

も活用が広がっているナ

ニーズやライフスタイル

気のハート型手提げ付スリー
ブを装着したアイテムが新登

風土に合い、シンプルで飽きの

ノバブル 発 生 装 置や 光

に合う商品づくりで、生

こないデザインを心掛けていま

防 虫 器 の 展 示もありま

活をより豊かにするお手

場！ ピーターラビットのテラ

す。ぜひご覧ください。

す。ぜひお立ち寄りくだ

伝いをします。

コッタ容器なども展示させて

さい。

いただきます。

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

八幡化成㈱

☎090-8577-4412

☎0575-67-1175

担当：藤田善敬

人気急上昇の南国フルー

「 Ice N roses

氷 の 薔 薇」

㈱はらセラム
担当：小川

剛

☎0561-48-1861

担当：井上、磯谷

ひとつひとつ表情が違った色味、模様が特徴のガーデンズ

花や緑をいきいきとさせる陶器鉢をはじめとして、テラコッ

ツ苗を取り揃えておりま

シリーズは革新的なクリスマ

エコポットシリーズ、座ることができるフタ付きのガーデン

タやガラス鉢など、植物が映えるさまざまな鉢を取り扱っ

す。オリジナル 野 菜 苗 は

スローズです。直射日光に

ツールバケットなど、暮

て い ま す。各 種 オ ー

夏の暑さに強く、驚くほど

耐え、夏の暑さに耐え、冬

らしを豊かにしてくれる

ダーメイドも承っており

の 収 穫 量 で 大 人 気！
！ 細

の花とは思えない豪華な花

プラスチック雑 貨 の 企

ます。ぜひご来場くださ

かいアソート出荷も承って

を咲かせます。童仙房ナー

画・製 造・販 売 をし て

い。

おりますのでお気軽にご

セリーの思いが詰まったクリ

おります。

相談ください。

スマスローズです。

あかぎ園芸㈱園芸部
㈱トーホク

中島商事㈱ トヨチュー事業部

Pure Green

㈱フラワーオークションジャパン

☎0270-70-5500
☎028-611-5000

☎0562-92-5850

☎0563-77-6133 担当：向井謙司

☎03-3799-5435

担当：高橋
担当：和田浩治

担当：縣

慶
（あがた けい）

担当：税所

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

園芸を楽しむための便利グッズのメーカーです。自動で液

観葉植物を中心に愛知県の西尾市で
「PureGreen」をブ

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

体肥料を希釈する散水器材「AQUA＋
（アクアプラス）」や

ランド名とし、海外からの新品種、優良品種を生産してお

FAJ より、業界全体を盛り上げ

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

何度も繰り返し使える培

ります。全 国 の 花 卉 市

る、全国から入荷する魅力ある

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

養土など、見てびっくり

場、卸 売 業 者 様に高 品

新商品や企画商品を厳選し多数

示いたします。皆様のご来店を

の新商品もご用意して

質な植物をご提供させ

ご紹介します。全国の園芸店様

お待ちしております。

おります。ぜひブースへ

て い た だきます。ご 興

に宅配でお届けできます。ぜひ

お立ち寄りください！

味のある品種がござい

お立ち寄りください。お待ちし

日本最大級の花市場・大田市場

ましたらお気軽にお問い

ております。

合わせください。

㈱中村農園
☎048-585-0280

貢

日光種苗㈱
担当：山本丈二

☎028-662-1313

担当：乾

正典

㈱プランツパートナーズ

㈱ FOREX 販売

☎025-211-8336

☎0123-29-3091

担当：夏目、阿部

担当：小林

弊社は、より良い商品を生産したい生産者様、より良い商

北海道の植物ベンダーとして、生産者と一緒に企画提案

ワイルドルッコラとチンゲンサ

品を販売したい販売店様とを結ぶ、ベストパートナーです。

を行っております。特に本州向けの秋商材に関しては、冷

度の充実」を目標にマット栽培や大苗

イ、ケー ルを合 わ せた
「チンゲ

茅野市民館会場にてジャ

涼な気候を生かした高

栽培に注力しています。お気軽にお立

ンルッコラ」、「ケールッコラ」今

ンルにとらわれない幅広

品質な植物をご提案し

ち寄りく

までにない食味は、家庭菜園や

い品揃えで皆様をお待

ています。

ださい。

直 売 所 で大 注 目 間 違 い なしで

ちしております。

☆新野菜

埼玉県深谷市の生産者です。グラウンドカバーや多年草類
（常緑・宿根）がメインです。
「導入空間における初期完成

香味菜（こうみな）
。

す。また、伝統野菜各種、パン
ダ豆、宇宙いもなどのおもしろ
野菜を展示いたします。

日本農産種苗㈱

日本ポリ鉢販売㈱

㈱豊幸園

☎0265-79-2187

☎0574-24-7724

☎0567-32-2315

担当：鷲澤真理

担当：夏目嘉久

㈱豊楽園
担当：森

洋生

☎0569-65-0241

担当：斉藤幸治

人手不足問題をお助けするSP

植えるだけでお供え菊やお

㈱豊楽園は創業 53 年、愛知県で観葉植物の生産・販売を

キッチンガーデンシリーズ」
、新商品「 2 in 1シリーズ」をご

栽 培シ ステ ム を 展 示します。

飾りが揃う
「これだけででき

している生産者です。展示会当日は、観葉植物とオリジナ

紹介させていただきます。ほかにも魅力ある提案をご用意

ポット詰めを省力化する
「プレス

る」シリー ズや、人 気 の 手

ル 資 材 のアレンジや、

しておりますので

サーバーダブル」と、幅広い種

間なし菊など充実のライン

季節に合わせたシーズ

ぜひお立ち寄りく

子に対応した播種機「ドラムシー

ナップ。様々な品種も取り

ン企画商品をお客様の

ださい。

ダー」を展示・実演しております。

揃えてお待ちしております。

ご要望に合わせて楽しく

大好評「選べるシリーズ」を始め、リニューアルした
「ＮＥＷ

ぜひ実際に体験してみてくださ
い！

アレンジします。

出展社一覧
茅野市民館 会場

㈲ボナフィオリア

安心バラ苗の店

☎03-5465-6277

☎0587-36-0555

担当：根本大輝

㈲水谷農園

担当：水谷

勇

主にチューリップやスイセンなど

創業 70 周年の重き歴史を

の花球根や生姜や里芋、ニンニ

考え、皆様のお役に立て

クといった野菜球根、ほかに種、

る商品開発。和洋の文化

苗などの品種を取り扱っており

融合での盆栽仕立て、ス

ます。品質にこだわった商品、

タンダードローズなどギフ

ちょっと変わった品種を 2019 年

ト需要、ネット通販卸、輸

も幅広く提案いたします。

出入、バラ祭りのイベント

新会場

カゴメ・プロトリーフ
会場

のお手伝い。今後も皆様
と共に前進します。

㈲緑のマーケット エムソン企画部

㈲見元園芸

☎072-793-2391

☎088-850-3939

担当：南

裕也

アース製薬㈱
あかぎ園芸㈱
担当：見元一夫

美味しい。カンタン。たくさん

ラビット型ビオラを始め、さ

成る。三拍子そろった大好評「す

まざまな色、形 のオリジナ

ずなりシリーズ」をはじめ、話題

ルビオラを多数取り扱ってお

☎0270-70-5500

カゴメ㈱
担当：高橋
☎03-5207-7468
担当：ガーデニング特命室
主に家庭園芸用土・肥料を製造
角田泰男

ります。そ の 他、寄 せ 植え
に も 人 気 の カ ラフ ル な ク

サツマイモ
「ハロウィンスイート」

ローバーやシルバーリーフ

での展開事例をご紹介します。

ル品種もございます。

横浜植木㈱

吉坂包装㈱

☎045-262-7400 担当：三樹栄生、佐舗祐斗

☎059-382-7962

担当：宮崎

畑を原点に野菜と向き合い

を保有、加工用・生鮮用と

の高級ピーマン
「スイートパレル

のネモフィラなどのオリジナ

修

創 業 120 周 年。弊 社 は 約

モ」、カロテンたっぷりの黄色い
などの試食をご用意しておりま

担当：楽間

販売しております。土づくりを
失敗しないから園芸を続ける
！
通して
「自然との共生」をテーマ

家庭園芸用の薬剤やお客様向け
に、豊かな未来を実現します。
園芸相談ツール、その苗売り場

す。

☎03-5623-8519

7,500 種のトマト遺伝資源
共に園芸苗も自社で品種開
発しています。トマトのこ
とならお任せください。新
設のカゴメ会場でお待ちし
ております。

㈱ハイポネックスジャパン

㈱プロトリーフ

☎大阪本社 06-6396-1122 東京支店 03-3428-7000
担当：家庭園芸部・庄條雄介

☎03-3769-2828

担当：木都老

誠

世界初!! 種無しピーマン
「タ

大人気のエケべリア系を中心とした最高級多肉植物、入

ネなっぴー」を含めたピーマ

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

元肥「マグァンプ K」
、追肥の「ハイポネックス原液」
「ネクス

ン、パプリカといった野菜苗

高品質のプレミアム多

コート」などを紹介します。また、アース製薬、プロトリー

スとの共同企画など取り揃えて

や野菜種子絵袋、生育旺盛

肉植物を取り揃えてお

フとの 3 社共同商

ございます。商品提案だけでな

で長期間楽しめるサルビア

ります。

品の展示をするな

く、企画で皆様の販売をお手伝

「ヨコハマレモーネ」を中心

ど、トータルでご

いします。新設のカゴメ会場に

に花色豊富なペチュニアを

提案しますので、

て皆様の御来場をお待ちしてお

展示いたします !!

ぜひお立ち寄りく

ります。

培養土、カゴメトマト苗をはじ
め、アース製薬、ハイポネック

ださい。

㈱リーフ
☎0532-29-1588

担当：久保知子
一輪咲きの胡蝶蘭「アイ」や小型
のミディ胡蝶蘭、色とりどりに染
めた胡蝶蘭など幅広く出展して
おります。ぜひお立ち寄りくだ
さい。

八ヶ岳とフラワートライアルジャパンの

豆知識

①

八ヶ岳は、長野県と山梨県にまたがる連峰です。ひとつの
山ではなく、編笠山・権現岳・赤岳
（標高2,899ｍの最高峰）
・
中岳・阿弥陀岳などの山々が連なっています。伝承では、
富士山と背比べをして勝った八ヶ岳が、富士山に蹴飛ばされ
て８つの峰に分かれたとか。フラワートライアルジャパンの視
察の途中、北東に見える初秋の八ヶ岳をぜひご覧ください。

出展社一覧

H&Lプランテーション

ゲブラナガトヨ 会場

会場

㈱茨城農園

㈱ゲブラナガトヨ

アップルウェアー㈱

㈲イーグルサム

☎090-3209-6463

☎0297-86-2346

☎0794-62-6951

☎03-3733-5331

担当：荒井芳夫

担当：吉堂謙二

担当：高橋

担当：越渡康弘

自社開発品種、ペチュニア八重咲、カリブラコア、オステ

お庭や玄関周りの植物や、室内

今後の業界がいかに変化していくか、また我々は何を目

日頃は当園の果樹苗・花木苗をご

オスペルマムなど。家庭菜園では、石垣市農林水産部と

観 葉 植 物 など素 敵に演 出 でき

指し、そして何について顧客満足を展開できるのかを多く

利用くださり、ありがとうございま

長年打ち合わせしてき

る、軽くて扱いやすいプラスチッ

の 方と話し、今 後 の 商

す。好評の『ハイブリッドプランツ』

た、古 来 伝 統 島 野 菜や

ク製の鉢やプランターを取り揃

品開発に適したものづく

えております。お気軽にご来場

りをしていきます。

をはじめ、ぜひ見ていただきたい

ハーブを展示します。

商品を展示予定です。皆様のご来

ください。

場をお待ちしております。

㈲ブロメリア・ギフ×グリーン・ルーム㈱

揖斐川工業㈱

☎0266-55-6383

☎0585-45-6215

担当：細川健太郎

インテリアプランツ㈱
担当：若尾茂樹

☎059-340-7071

担当：黒田誠真

ライフスタイルに合わせた植物提案型の売場作りをサポー

弊社では、お客様の最適な培養土・プラグ苗・接ぎ木苗・

三重県四日市市で希少植

トします。

各種資材など、高品質で独創的なアグリ製品とノウハウを

物、レアプランツの輸入・

お 届 けします。ご 質 問

販売を行っております。専

（アースサキュレンツ）、

などございましたら、お

任バイヤーが海外へ行き、

ブロメリア、アガベ、

気軽にお問い合わせく

世界各国のネットワークを

エアプランツなど。

ださい。

通じて輸入しております。

〈取扱品目〉ポールセンローズ、eARThSUCCULENTS

八ヶ岳とフラワートライアルジャパンの

豆知識

②

㈲ H&Lプランテーション

㈱ ECOLOGY PLANTS

☎0568-88-0858

☎0799-38-6498

担当：後藤朋之

私たちは消費者が感動し、癒される商品やサービスを提
フラワートライアルジャパンが開かれる八ヶ岳南西麓の 7 会場
は、長野県茅野市、富士見町、山梨県北杜市小淵沢町・白州
町に位置します。標高は約 1,000ｍで、昼夜の寒暖差が花を鮮
やかに、野菜をおいしく育ててくれます。周辺には、種苗メーカー・
花き生産者の栽培施設も多数あり、高品質・こだわりの苗を全
国のガーデンセンターに届けています。
ゲブラナガトヨ会場
（2016 年）

担当：紀田大輔
約 20 年 近くエアプランツ

供できるよう頑張っております。皆様のご来場をお待ちし

やブロメリアを輸入と生産

ております。

しております。キセログラ
フィカやウスネオイデス、
ドゥラティなど代表的な品
種から希少種まで展示して
おりますので、ぜひお立ち
寄りください。

出展社一覧
Ｈ＆Ｌプランテーション 会場

あかぎ園芸㈱
H
I J ／フジフローラ ＆ BENARY 社

㈱カクト・ロコ

㈲三浦園芸

☎0270-70-5500
☎0797-89-8421

☎053-428-2694

☎0564-82-2651

担当：高橋
担当：杉原／高橋／藤井

担当：鈴木莉瀬

㈱ムラカミシード
担当：上滝佳洋

☎0296-77-0354

担当：村上

登

主に家庭園芸用土・肥料を製造
営利品種を中心にハンギングバ
販売しております。土づくりを
スケッ
トやフラワーパウチを使っ

全てのお客さまに多肉植

土を使わない水耕栽培の

日頃はビオラの〝ももかシリーズ〟をご愛顧いただき、あり

物をストレスなく楽しんで

一種、ハイドロカルチャー

がとうございます。今回、カタログ外でご紹介の「ぞうさ

通して
「自然との共生」をテーマ
ての展示を行います。従来の観
に、豊かな未来を実現します。
賞用品種に加えて、新しく導入

もらえるよう、多肉植物

による観葉植物を生産させ

んビオラ」を、今期より

そのものだけでなく、栽

ていただいております。お

カタログ掲載いたしまし

する生食用いちご品種も展示予

培環境の整備や育てるた

客さまに清潔で管理が簡

た。ぜ ひ 実 物 の ぞうさ

定です。

めの知識の提供などにも

単で水やりが一目瞭然な商

んビオラを会場にてご覧

力を入れています。

品をモットーに室内のイン

ください。

テリア植物のご提供をいた
します。

㈲グリーンラボラトリー

京成バラ園芸㈱

☎028-670-8501

☎047-459-0755

担当：森屋末三

㈱ララ・イワント

担当：神山

茜

☎0798-31-2114 担当：代表取締役 松井 稔

温室専用洗浄剤「シグマ」
、温室内除菌洗浄剤
「タフリン」、

世 界 的に有 名 なロ ーズナ ーセ

農業用 LED、温室用ミストシャワー（細霧冷房）などの販

リーと、自社育種した庭園用バ

社オリジナルのポット数百種類

売 をして い ます。お 客

ラ。メ イ ア ン（仏）、コ ル デ ス

から厳選し、マッチさせた完成

様 の 要 望に沿った商 品

（独）、タン タウ
（独）、ディクソ

開発を目指しています。

品を販売いたします！ またリー

ン（英）、インタープランツ
（蘭）

ズナブルで販売しやすい商品も

ほか日本総代理店。

多数ご用意いたします！

タキイ種苗㈱

長野県鉢花園芸組合

☎075-365-0123 ㈹ 担当：園芸部・山田、佐野

☎026-234-6871
担当：( 一社 ) 長野県農業会議

来春販売予定の店頭販売用花苗、営利用各品種、人気商

レアなサボテン・多肉植物を弊

髙橋／山際
今年も長野県鉢花

品をご用意し、皆様のご来場をお待ちしております。

八ヶ岳とフラワートライアルジャパンの

園芸組合の有志が
参加し、シクラメ
ンなどを展示しま
す。皆様の来場を

豆知識
フラワートライアルジャパン2018 秋
来場者の業種別内訳

フラワートライアルジャパンは、八ヶ岳南西麓の種苗

お待ちしておりま
す。

日本ポリ鉢販売㈱

㈱花の大和

☎0574-24-7724

☎0743-64-3113

担当：澤田直也
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

省力機械の取り扱いもございま

草を中 心に新 商 品、注

すので、人材不足・人件費削減

目の商品を展示いたし

でお困りの方は是非一度ご相談

ます。またモデルガーデ

ください。各種オーダーメイド

ンのご案内も可能です。

メーカー・生産者が栽培施設を開放して、2009年に始
まりました（当時の呼称はフラワートライアル）。
その後、

9%
15%

担当：伏見泰尚

花の大和は球根類をはじめ草花、野菜、花木等園芸を総

のご相談も承っております。

量販店関係者

マスコミ、
その他

15%

ポリ鉢、トレーを中心に生産資

③

専門店、
通信販売
関係者

資材も含めて全国から出展社が集まるようになり、園芸
・ガーデニングにかかわる業界人が手づくりする展示会
として発展してきました。
「競争から共創へ」のテーマは、2015年から。大規模

29%
卸業
関係者

な展示会場と違い、
フラワートライアルジャパンは、来場

19%
12%

生産者

する流通・小売関係者とメーカー・生産者の距離が近
いのが特長です。
そこで交わされる会話から、新たな園
芸産業・園芸文化を創っていこうと、
このテーマが掲げ

種苗メーカー、資材メーカー

られました。

出展社一覧
Morel Diﬀusion S.A.S.
あかぎ園芸㈱
モレル
（シクラメン）
☎0270-70-5500
担当：高橋

ハクサングループ
サカタのタネ 会場

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

☎+33
(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：Huub Van Oorspronk

通して
「自然との共生」をテーマ
大輪から極小輪、さらにはリリベ
に、豊かな未来を実現します。
ルやピポカといったユニークタイ

注目のジックス、クレヨンなどの新品種からベラノなど定

プまで幅広くラインナップ。今年

展示いたします。

も魅力的な新品種・試験品種など

新たな花形・花色

を多数展示致します。フランス生

を追及した最新品

まれのシクラメンをご堪能くださ

種を今年も会場で

い。

ご確認ください。

㈱サカタのタネ

日本植物パテント㈱
あかぎ園芸㈱

Anthura アンスラ（アンスリウム）

☎045-945-8801

☎0270-70-5500
☎048-471-9959

☎+31 (0)10 529 19 19

担当：国内営業本部・山田真也

担当：高橋
担当：小林隆行

夏の暑さに負けない花とし

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

担当：Kasper Rietvelt

て大人気のサンパチェンス

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

に新コンセプトの「サン パ

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

ティオ」シリーズが登場。進

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

化を続ける姿をぜひ会場で

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

ご確認ください。

㈱ハクサン
☎0561-75-5777

にご紹介します。

ハクサンインターナショナル㈱
担当：藤原雅志

☎0561-63-3911

担当：井上

注目のアジサイや多肉をはじめ、

ガーデンシクラメンから鉢物シクラメン、原種など幅広い

本年も 700 品種以上の豊富なラ

ラインナップでシクラメン生産者様へご提案いたします。

インナップを海外の展示会場の

ほかにもイチゴやトマト

ようにゆったりとしたスペースで

などの 野 菜 の 試 食、国

展示いたします。売り場や消費

内育種家のポット・鉢花

者のトレンドも満載です。

サントリーフラワーズ
会場

向け品種をご用意して
おります。

Dümmen Orange デュメンオレンジ
☎053-457-8600

担当：小原哲也

Varinova B.V.
バリノバ（シクラメン）

世界最大級の種苗会社

☎+31 (0)10 5111340

担当：Bart Kuijer

Dummen Orange が 出 展。

高品質ガーデンシクラメンに求められる耐候性（特にボト耐

大 人 気 品 種アンスリウム「ミリ

性）、連続開花性におい

オンフラワーレッド」をはじめ、

て圧倒的評価を得てい

マ ム、ポ イ ン セ チ ア、カ ラン

る同社のシクラメン。そ

コエ などの 最 新 品 種 から定 番

の特性をぜひ会場でご

品種まで一堂にご紹介します。

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。

サントリーフラワーズ㈱
☎03-5419-1382

番品種まで幅広く

担当：稲垣宗徳

白州の森と川に囲まれた清々しい環境の中で、花・野菜
苗の 20 年春新商品ラインナップだけでなく、今春の店頭
と消 費 者 動 向を踏まえ
た店頭提案をさせてい
た だきます。皆 様 の ご
来場を心よりお待ちして
おります。

出展社一覧
京成バラ園芸㈱
☎047-459-0755

担当：神山

茜

世 界 的に有 名 なロ ーズナ ーセ

M&BFlora 会場

㈱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
担当：農芸プロダクツチーム・猪瀬 健

☎0476-42-5858

担当：滝口
1,000 輪 咲 きヒ マ ワリ
「サ ン ビ

リーと、自社育種した庭園用バ

天然由来の成分によって、植物本来が持つ免疫力や生

リー バブル」を中 心に、野 菜や

ラ。メ イ ア ン（仏）、コ ル デ ス

長 力を向 上させる新し

室内観葉植物など、ハルディン

（独）、タン タウ
（独）、ディクソ

い活力資材！〝バイオス

おすすめ の 魅 力 的 な商 材を提

ン（英）、インタープランツ
（蘭）

ティミュラント〟の効果的

案。また、2020 年 春 夏 販 売 予

ほか日本総代理店。

な使用方法や最新の栽

定の新商品もあわせて紹介しま

培事例をご紹介します。

す。

皆様のご来場を心よりお
待ちしております。

㈱エム・アンド・ビー・フローラ

㈲川西種苗店

☎0551-36-5677

☎090-3443-8488

担当：薬袋

進

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

国内初のお披露目となる画

生産コストを劇的に削減できる
「吊り天ホット＆クール」
「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

高 温 殺 菌 粒 状 土、発 酵

期的な商品をご紹介いたし

トムヒートシステムベンチ」をご紹介いたします。その他

材、販促用品全般なんでもご相談ください。材質や加工

モミガラ
「モミライト」な

ます。また、消 費 者・販 売

エコ商材を取り揃えてい

方法の幅広い知識を生

ど有機質資材を自社生

店様・生産者様すべてに有

ま す。ぜ ひ、弊 社 ブ ー

かし、特 殊 なも の から

産・配 合。プ ロ の 生 産

益となる企画や商品をご提

ス へ お 立 ち 寄りくださ

小ロットまでご要望に合

者 様にご満 足 いただけ

案いたします。
「来て良かっ

い。

わせたご提案をいたしま

る各 種 培 養 土 などの 農

た」とご満足いただけるよう

す。

社員一同、皆様のご来場を

㈱東海化成

東罐興産㈱
担当：矢嶋祐也

業資材をご提案いたしま
す。

心よりお待ちしております。

☎0575-33-4112

担当：中澤健司

☎03-5472-5111

明和㈱
担当：後藤

章

☎0562-85-3382

担当：榊原孝治

ご覧いただき、ありがとうございます。「こんな商品が欲

農業用フィルムを製造して 65 年。日本の施設園芸の横に

明和㈱は、農業・園芸資材にお

しかった！」、そう言っていただけるよう、日々商品開発に

は弊社がおりました。これからも皆様の要望に応える製品

いて企画・提案を企業理念とし

力を入れておりま

作りを 続 け てまいりま

て、農業用プラスチック製品を

す。今年も新商品

す。弊 社 のブースへ ぜ

製造・販売する会社です。ぜひ、

を展示しておりま

ひお立ち寄りください。

皆様の「？」をご相談ください。

すので、ぜひお立

我々が、「！」に変えてご提案い

ち寄りくださいま

たします。

八ヶ岳とフラワートライアルジャパンの

豆知識
前回のフラワートライアル大賞

スーパーサルビア
「ロックンロール ピンクスパイダー」
（ハクサン）

せ。

トキタ種苗㈱

日本デルモンテアグリ㈱

☎048-683-3437 担当：花卉特販課 酒井

☎03-5521-5159

担当：和田、松

当 社ブースではトマト・ナ

日本デルモンテが 50 年以上かけて培ってきた育種技術か

ス・キュウリなどの野菜苗の

ら生まれたプレミアムなトマト苗をミニ〜大玉まで多数ラ

ご紹介をさせていただきま

インナップ。「育てやす

す。見本鉢・試食も数多く

い」
「おいしい」はもちろ

ご用意させていただきます。

ん、さまざまな 販 売 方

ぜひお立ち寄りください。

法をご提案いたします。

サスティー
（キャビノチェ）

フラワートライアルジャパンで
は、優れた新品種・新商品を
審査するコンテスト
「フラワート
ライアル大賞」を開催していま
す。茅野市民館会場では、来
場者による人気投票も実施。
みなさんもぜひご参加ください。

人気投票・植物部門
新しいひまわり
「サンビリーバブル」
（ハルディン）

④

