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夜明け
山本建設㈱（茨城県）

くつろぎの空間
㈱みどり造園・綜合造園㈱共同製作（東京都）

和2

東京都立園芸高等学校（東京都）

個人の庭
㈱稲亀緑花・㈱アーバンエクステリア共同製作（東京都）

帰り道
㈱伍楽園・㈱植三造園共同製作（東京都）

ファンタジーガーデン
江崎 真吾（岐阜県）

渓澗拾流菜
乃庭（東京都）

tokushima blue（藍色）
アイムスタイル㈱（徳島県）

enn－えん－
㈱植繁（東京都）

平成式コンパクト日本庭園
千葉大学 園芸学部 環境植栽学研究室（千葉県）

ガーデン部門
㈱伍楽園・㈱植三造園共同制作（東京都）
GREEN SPACE㈱（東京都）
乃庭（東京都）
大森造園建設㈱（東京都）
江崎 真吾（岐阜県）
アイムスタイル㈱（徳島県）
東京都立園芸高等学校（東京都）
山本建設㈱（茨城県）
㈱稲亀緑花・㈱アーバンエクステリア共同制作（東京都）
東京農業大学 造園科学科 学生有志（東京都）
㈱富士植木（東京都）
㈱大場造園（東京都）
千葉大学 園芸学部 環境植栽学研究室（千葉県）
㈱みどり造園・綜合造園㈱共同制作（東京都）
㈱植繁（東京都）
ライフスタイルガーデン部門
東京NINIZ（東京都）
トピアリーラボ（千葉県）
㈱日立産機ドライブ・ソリューションズ（千葉県）
㈱蓮見ガーデン（東京都）
東京都立園芸高等学校（東京都）
日本ガーデンデザイン専門学校 16期（神奈川県）

（有）季織苑（千葉県）
アゴラ造園㈱（東京都）
㈱日比谷アメニス（東京都）
㈱ランドスケープ（東京都）
箱根植木 ㈱（東京都）
岸田園芸㈱（神奈川県）
涼寸（埼玉県）
東京農業大学 造園科学科 学生有志（東京都）
E&Gアカデミー 青山校（東京都）
Team kid's Jam 西武造園・西武緑化管理&時設計（東京都）
東邦レオ㈱ Green Creators（東京都）
ユピテル with mement・森（埼玉県）
東京都立農産高等学校 伊神・久郷・芳田（東京都）
東京都立農芸高等学校 緑地環境科
3年 課題研究（東京都）
コンテナガーデン部門
Atelier Daisy & bee（東京都）
今村 久美子（神奈川県）
㈱ 岩城（神奈川県）

上松 美子（栃木県）
江崎 真吾（岐阜県）
大阪府立園芸高等学校
フラワーファクトリ科（大阪府）
落志 勇司（千葉県）
小野寺 真理子（埼玉県）
お宿 秋乃声（東京都）
角田 ひとみ（神奈川県）
花土 美保（東京都）
北里農大連盟（東京都）
群馬県立藤岡北高等学校
ヒューマン・サービス科
フローラルライフコース 3年
秋丸 日向子、鈴木 秋香（群馬県）
群馬県立藤岡北高等学校
ヒューマン・サービス科
フローラルライフコース 3年
藤林 夢音、吉留 知歩（群馬県）
佐久間 由美（千葉県）
佐々木 啓子（三重県）
SaTree（サツリー） 佐鳥 三佐江（静岡県）
静岡県立富岳館高等学校  フラワーアート部（静岡県）
島村 節雄（埼玉県）
すみだ区緑と花のサポーター（東京都）
染谷 孝子（埼玉県）
高山 真理子（千葉県）
滝本 孝一（兵庫県）
竹田 薫（神奈川県）
田中 あい（神奈川県）
たべっこ動物!! 冬眠なんてしないぜ!!（東京都）
東京テクノ・ホルティ園芸専門学校
大信 瑠乃、成島 恵梨（東京都）
東京テクノ・ホルティ園芸専門学校
山中 沙織、伊藤 千春（東京都）
東京都立農業高等学校 都市園芸科
3年 市村 匡央、森川 星翔、針生 陸（東京都）
東京都立農業高等学校 都市園芸科
3年 小倉 亜優（東京都）
東京都立農業高等学校 都市園芸科
3年 斉藤 容子（東京都）
東京都立農業高等学校 都市園芸科
3年 田中 和貴、樋口 広平（東京都）
東京都立農業高等学校 都市園芸科
3年 中野 ゆうあ（東京都）

東京都立農業高等学校 都市園芸科
2年 西 桃香、松永 和美、箕輪 玲那、
横井 七彩（東京都）
東京都立農芸高等学校 緑地環境科
3年 伊藤 瑞樹（東京都）
東京都立農芸高等学校 緑地環境科
3年 清水 友弥（東京都）
東京都立農芸高等学校 緑地環境科
3年 高根 椎、松長 美晴（東京都）
東京都立農芸高等学校 緑地環境科
3年 萩谷 凜（東京都）
東京都立農産高等学校 定時制
園芸部＆創作造形部（東京都）
東京都立農産高等学校 松下（東京都）
中山 まなみ（東京都）
日本ガーデンデザイン専門学校
平田 梨紗、上田 菜摘（神奈川県）
野口 慎一（埼玉県）
橋本 冠斗（東京都）
華和 ～hanawa～（東京都）
人見 悦夫（栃木県）
蛭間 亜希子（千葉県）
福田 敏恵（千葉県）
堀田 佐智子（愛知県）
堀田 裕大（東京都）
牧 智実（香川県）
松井 宣夫（東京都）
道の駅 庭園の郷 保内 山岸 広也（新潟県）
保利 公（茨城県）
渡辺 陽子（群馬県）
ハンギングバスケット部門
安部 かおり（千葉県）
荒木 淑子（神奈川県）
井坂 妙子（東京都）
石井 利絵子（千葉県）
石川 久美子（千葉県）
伊藤 まり（兵庫県）
井上 恵（神奈川県）
岩本 真美（長野県）
インフォコム㈱
グリーンイノベーション同好会（東京都）
上松 美子（栃木県）
大阪府立園芸高等学校
フラワーファクトリ科（大阪府）

大鹿 千鶴子（栃木県）
大塚 敦子（埼玉県）
大野 紀子（東京都）
大場 恵（神奈川県）
大山 映理子（東京都）
岡野 百利（千葉県）
岡村 淳子（神奈川県）
落合 美苗（神奈川県）
落志 勇司（千葉県）
小野寺 純子（東京都）
貝瀬 洋子（神奈川県）
角田 ひとみ（神奈川県）
梶家 真由美（東京都）
勝又 有佳（静岡県）
川﨑 紀子（千葉県）
川畑 多美子（埼玉県）
北 多加子（千葉県）
喜多村 奈保子（東京都）
倉島 淳子（神奈川県）
群馬県立藤岡北高等学校 ヒューマン・
サービス科 フローラルライフコース
3年 髙嶋 美邦（群馬県）
後藤 和子（東京都）
小檜山 智賀子（埼玉県）
小松﨑 ゆかり（茨城県）
小屋 智佳子（千葉県）
小山 佐和子（長野県）
坂戸 朋子（神奈川県）
佐々木 啓子（三重県）
真田 規志子（茨城県）
静岡県立富岳館高等学校 フラワーアート部（静岡県）
篠ヶ谷 悦子（東京都）
篠原 小百合（群馬県）
Jardin de Rêve 古内 麻理（東京都）
白鳥 ミカ（千葉県）
鈴木 和枝（千葉県）
鈴木 美奈（埼玉県）
関戸 多美子（三重県）
高橋 邦子（東京都）
滝瀬 さくら（東京都）
滝本 孝一（兵庫県）
田尻 芳子（茨城県）
田代 耕太郎（東京都）
田中 あい（神奈川県）
勅使川原 佐智子（群馬県）

東京都立農業高等学校 都市園芸科 高橋 彬（東京都）
東京都立農産高等学校 定時制 園芸部（東京都）
東京都立農産高等学校 定時制
創作造形部（東京都）
冨田 典子（埼玉県）
内藤 由美子（静岡県）
長井 愛子（群馬県）
中家 静（東京都）
中西 弘子（神奈川県）
中山 まなみ（東京都）
西川 新吾（滋賀県）
西沢 伶子（長野県）
西谷 ゆみ子（神奈川県）
日本ガーデンデザイン専門学校 阿部 寛大（神奈川県）
日本ガーデンデザイン専門学校 中村 美結（神奈川県）
日本ガーデンデザイン専門学校 早川 莉央（神奈川県）
日本ガーデンデザイン専門学校 人見 達也（神奈川県）
日本ガーデンデザイン専門学校 宮島 希望（神奈川県）
日本ガーデンデザイン専門学校 湯目 紗子（神奈川県）
野口 慎一（埼玉県）
野津 恵美（神奈川県）
半戸 久美（神奈川県）
桧座 直子（茨城県）
平居 雅恵（群馬県）
平野 純子（神奈川県）
平山 祐子（東京都）
深澤 直美（神奈川県）
藤池 和子（東京都）
藤倉 典子（東京都）
古畑 智絵（東京都）
保坂 真紀（茨城県）
堀田 佐智子（愛知県）
前新 千加子（千葉県）
前田 恵美（神奈川県）
町谷 和郁子（東京都）
三上 みどり（東京都）
望月 雅代（埼玉県）
森田 芳子（埼玉県）
矢嶋 広美（栃木県）
山口 和子（東京都）
山田 美浜（茨城県）
山室 秀子(神奈川県)
山本 陽子(茨城県)
吉田 明代(千葉県)
善本 久美子(東京都)

※敬称略

ガーデン部門出品作品

ガーデンコンテスト出品者一覧



主　催：日比谷公園ガーデニングショー実行委員会　事務局：公益財団法人東京都公園協会

第15回 日比谷公園
ガーデニングショー2017

第15回 日比谷公園
ガーデニングショー2017

会　　場 都立日比谷公園内広場・園路等（屋外）
開催期間 平成29年10月21日（土）～ 29日（日）
募集部門 ガーデン部門
 ライフスタイルガーデン部門
 コンテナガーデン部門
 ハンギングバスケット部門　の4部門
応募締切 平成29年8月4日（金）必着

至銀座
コンテナガーデン部門ライフスタイルガーデン部門

ガーデン部門

「未来へつなごう 花とみどりの輪」
あした

 とみどりの輪」
あした

応募に関する詳細は裏面をご覧ください
今年の日比谷公園ガーデニングショー。
テーマは「 未来へつなごう 花とみどりの輪 」です。
来たる2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向け「花と緑の
ガーデンシティー（庭園都市）」の実現を目指して、皆様の作品で日比谷公園
から世界に発信しようではありませんか！
皆様のご応募をお待ちしております。
　　

あした

至銀座

日比谷公園
大音楽堂

厚生労働省
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霞ヶ関駅（丸の内線）

日比谷駅（千代田線）（日比谷線）

日比谷公会堂

大噴水

至桜田門

日比谷通り 地下駐車場 交番交番

日比谷公園
サービスセンター

緑と水の市民カレッジ

メイン会場

開催会場MAP 入場無料

ハンギング
バスケット部門

「第２回夏のおもてなしガーデンデザインコンクール2017（7月24日～8月24日）」の作品を募集しております。
詳しくは、日比谷公園ガーデニングショー公式ホームページでご確認ください。　応募締切：5月12日（金）

りみどり 輪」

応募に関す詳細

ガーデンコンテスト作品募集 !ガーデンコンテスト作品募集 !

日比谷公園ガーデニングショーコンテスト専用窓口
〒136-0073　東京都江東区北砂 6 - 27-14（（株）ランド内）
TEL：03-5635-9955（受付時間 10 時～ 16 時 ※土日祝は除く）　

FAX：03-5635-9956
担当者：矢部 携帯　080 -7002-2271
Email：hibiyags@land.ne.jp

お申込み・お問合せ窓口　

  

　

 

ガーデンコンテストスケジュール

5　出品条件
1）作品は未発表のものに限ります。　2） 応募書類により事前審査を行います。　3） 出品料は無料です。
4） 製作、搬入、設置及び搬出は出品者ご自身で行っていただきます。
5） 展示期間中の潅水
　・ガーデン、ライフスタイルガーデン部門：原則として出品者
　・コンテナガーデン、ハンギングバスケット部門：原則として主催者
6）展示は10時～16時（最終日は～15時）です。
7） ガーデン部門、ライフスタイルガーデン部門出品者は8 月24日（木）開催の説明会への出席が必須です。

3　展示場所
日比谷公園ガーデニングショー2017会場　都立日比谷公園内（屋外）

ガーデン部門のテーマ　
和・技・美　～庭から緑の都市へ～

　

ライフスタイルガーデン部門のテーマ
美・食・住　～暮らしを楽しむガーデニング～

2　作品のテーマ

4　作品発表及び表彰
10月21日（土）：審査及び受賞作品の発表　　10月29日（日）：表彰式
国土交通大臣賞、農林水産大臣賞、東京都知事賞、東京都都市緑化基金賞、その他各賞（予定）

6　応募方法
応募用紙に、応募部門、郵便番号、住所、氏名、電話番号等の必要事項を明記のうえ、下記の日比谷公園ガー
デニングショーコンテスト専用窓口へ、電子メール又は郵送でお申込みください。
なお、応募用紙は日比谷公園ガーデニングショー公式サイトからのダウンロード、又は下記コンテスト窓
口より入手できます。
※応募の際にご提出いただく個人情報は、当コンテスト以外の目的には使用しません。
　

日本には古来より特有の美意識や自然観がありま
す。そして新しさとは、過去に敬意を持ち、今を解釈
し、未来をデザインすることだと思います。
まさに、庭とは何かが、問われる時代が来たのではな
いでしょうか。培われた技術、そして感性を生かし、
共感を呼ぶ作品を期待いたします。

さまざまな形で私たちのくらしを彩っている「花
とみどり」… その多様なスタイルを、自由な発想
で表わすことができるのがライフスタイルガーデ
ン部門です。個性あふれる夢のある作品の出品を
今年も待っています。

応募締切　平成29年8月4日（金）必着

3月 8月 10月

その他、詳細についてはホームページをご覧ください。
日比谷公園ガーデニングショー［公式サイト］
http://www.hibiya-gardening-show.com/

1　募集する部門と作品数（予定）、 出品サイズ 
1） ガーデン部門（奥行3m×幅4m、12㎡）……………………………………………………………20点
2） ライフスタイルガーデン部門（奥行2m×幅3m以内で、最小2㎡～最大6㎡）…………………20点
3） コンテナガーデン部門（奥行1m× 幅1m以内で、コンテナ鉢を使用）「 四方見作品」も可… 50点
4） ハンギングバスケット部門（縦80cm× 横70cm以内で壁掛け重量20kg以下）……………100点

※複数の部門への出品が可能ですが、1部門につき1作品の応募になります。
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ガーデンコンテスト作品募集のご案内
第15回   日比谷公園ガーデニングショー2017

● 作品募集チラシ（A4）

発行日：2018年（平成30年）1月　　発　行：日比谷公園ガーデニングショー実行委員会　　制　作：日比谷公園ガーデニングショー実行委員会事務局
住　所：〒160-0021　東京都新宿区歌舞伎町2-44-1　東京都健康プラザ「ハイジア」10F　公益財団法人東京都公園協会内
� （不許複製）

● ポスター（B1，B2）

● キッチンカー紹介チラシ（A4）

● チラシ（A4）

● 中吊りポスター（B3）

● 会場配布パンフレット（A3 観音開き）

日比谷公園
ガーデニングショー 2017 印刷物

10.21[Sat]   29[Sun]

10:00~16:30（最終日は 15:00 まで）

美味しいメニューは裏面に！

2017

日比谷公園に
美味しい

キッチンカー
揃いました。

Hibiya Park Gardening Show
Kitchen Car




