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はじめに 

 

 

日本の伝統産品として位置づけられている盆栽は、今やわが国の伝統産品としてだけでな

く、海外にも広く愛好者が存在しています。 特に、欧州市場では現地人指導者による盆栽教

室の開講、愛好家クラブによる展示会開催などにより、現地で根強い需要があります。 

 

こうしたニーズに応え、日本産盆栽の販路を拡大するためには、現地で日本から盆栽を輸

入する企業を把握することが重要となります。 そこで、本調査では盆栽を輸入している（輸入

する可能性のある）欧州企業について調査し、その結果を取りまとめました。 掲載情報は、ジ

ェトロの現地事務所が商工会議所名簿、KOMPASS等の企業名鑑、インターネット等の公開

情報から企業リストアップを行いました。 

 

なお、先行調査で既に実施済みの国（イタリア、スペイン、ベルギー）は本調査の対象に含

めておりません。 

 

本調査が、欧州向けの盆栽輸出をご検討される関係各位のご参考となれば幸いです。 
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アイルランド 

 

Powerscourt Garden Pavilion 

会社名 Powerscourt Garden Pavilion 

所在地 Enniskerry, County Wicklow, Ireland 

ウェブサイト http://powerscourtgardenpavilion.com/ 

取扱品種 □ ゴヨウマツ        □ シンパク 

□ イチイ          ■ サツキ 

□ クロマツ         □ ニシキマツ 

□ カエデ          ■ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

無 

 

Johnstown Garden Centre 

会社名 Johnstown Garden Centre 

所在地 Dublin Road, Naas, Co.Kildare, Ireland 

ウェブサイト http://www.johnstowngardencentre.ie/ 

取扱品種 □ 五葉松          □ 真柏 

□ イチイ          ■ サツキ 

□ 黒松           □ 錦松 

□ カエデ           

■ その他（クロウメモドキ、セイヨウヒイラギカシ、シロブナ、 

チョウジノキ、イボタノキ等） 

日本からの 

輸入実績 

無 
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オーストリア 

 

Bonsai Museum 

会社名 Bonsai Museum 

所在地 Liedweg 3,A-9871 Seeboden am Millstätter See,Austria 

ウェブサイト http://www.bonsaimuseum.at/fileadmin/slideshow/museum.html 

取扱品種 ■ ゴヨウマツ        ■ シンパク 

■ イチイ          ■ サツキ 

■ クロマツ         ■ ニシキマツ 

■ カエデ          ■ その他（アザレア類、レンギョウ） 

日本からの 

輸入実績 

有 

ヒアリング 

内容 

○盆栽ミュージアムの歴史・概要について 

盆栽ミュージアムは、1976 年に設立されたオーストリアで唯一の盆

栽専門の美術館で、盆栽の文化、思想を伝えることが設立の目的。館長

のケルシュ氏は 1976 年に盆栽、日本庭園に出会い、1970 年代後半以降、

日本から盆栽の購入を始めた。1985 年頃からは盆栽の販売、盆栽ワー

クショップ、日本庭園の造園等を行っている。 

同ミュージアムは、オーストリアのケルンテン州、ミルシュテッター

湖の西端に接しているゼーボーデン村に位置している。1 万 5,000 平方

メートルの敷地内に、3,000～4,000 本の盆栽が展示・販売されており、

そのうち 90％は日本から購入したもの。なかには 70 年代に入手した希

少なものもある。 

園内は日本の庭園を参考に、来客には「盆栽を植物としてだけではな

く、それを囲む文化、思想、自然への愛好、閑寂等」を感じてもらうよ

うな造りとなっている。来客数は年間 2 万人程度。スタッフとして日本

人も 2 名常駐。 

○欧州の盆栽市場について 

欧州の盆栽の 80％は日本または中国から輸入されている（中国産の

盆栽が圧倒的に多く、大手の家具屋や植物専門のスーパーマーケットで

買える盆栽のほとんどが中国産である。日本からの輸出を復活させるた

めには、日本の輸出企業の長期的なコミットメントが必要となるだろ

う）。残りの 20％は主にイタリアとスペインで栽培されている（特に地

中海特有の松やオリーブ等）。 

ここ数年、欧州の盆栽市場は縮小している。盆栽愛好家が高齢化し、

盆栽を始める若い人が少ないことや、盆栽は栽培に手間がかかるため、
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長期的な関心が必要であることが要因（長期休みにも世話が必要。盆栽

シッター等を雇う必要がある）。 

○オーストリアの盆栽状況について 

各州にある盆栽クラブに所属している愛好家の数は多くなく、愛好家

のほとんどが同クラブの会員以外の者がほとんどである。盆栽を始める

ときに、クラブでアドバイスを聞いて、その後自分ひとりでやる人が多

い。オーストリアの盆栽愛好家も高齢化している。 

日本の盆栽の需要は基本的にあると思うが、市場を開拓することが必

要。盆栽を売るためには、植物そのものだけではなく、それにかかわる

文化も紹介していかなければならない。 

 

Bonsai - Studio und Blumen-Salon Simmering 

会社名 Bonsai - Studio und Blumen-Salon Simmering 

所在地 Simmeringer Hauptstraße 93 1110 Vienna Austria 

ウェブサイト http://www.bonsai-wien.net/ 

取扱品種 ■ ゴヨウマツ        ■ シンパク 

■ イチイ          ■ サツキ 

■ クロマツ         ■ ニシキマツ 

■ カエデ          □ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

無 

ヒアリング 

内容 

○盆栽店「Blumen-Salon Simmering」の歴史・概要について 

ウィーンで唯一の花屋を兼ねた盆栽専門店。創業 100 年。現店長エベ

ツフーバ氏（70 歳前後）の母親がもともと花屋を経営していて、父親

は日本の武術（特に柔術、柔道）を欧州で普及させようとしていたこと

が、エベツフーバ氏が盆栽に興味を持つきっかけとなった。エベツフー

バ氏は盆栽の栽培の仕方を、ウィーンのベルベデーレ宮殿に隣接するベ

ルベデーレ高山植物園の盆栽展示場の面倒を見ていた日本人の盆栽師

に教わった。その他、同氏は盆栽の本を入手し、独学で勉強した。日本

人盆栽師と一緒に初心者向けのワークショップ等も開催し、盆栽師がス

イスに移住してからは一人で続けた。それと同時に、柔道、柔術、イン

ドネシアの武術プンチャック・シラット等を教えて、それぞれの武術の

競技会も主催。会場は盆栽等で「アジア風」に装飾を施し武術を通じて、

彼の生徒に盆栽に興味を持ってもらうよう試みた。 

オーストリアでは、何度か盆栽の展示会を主催。評判は良かったが、

ビジネスの観点からは大きな成功ではなかった。 
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現在は盆栽の販売の他に、初心者～中・上級の盆栽愛好家向けのワ

ークショップ、セミナーを主催し、持ち主が休暇中の盆栽を世話するサ

ービス、「盆栽病院」も行っている。 

○オーストリアでの盆栽需要・見通し 

盆栽を求める来客は一日数人の日もあれば、一週間で一人も来ない時

もある。オーストリアで盆栽を売るポテンシャルは、基本的にあると思

うが、そのためには宣伝戦略が必要。植物と一緒に盆栽の育て方や知識

と思想等を伝えなければならない。現状としては、ウィーンで盆栽を扱

うことができる植木屋は他にない。 

盆栽購入者について、基本的に高額な盆栽を買う予算のある人は少

ない。時々、医師、銀行員や企業のマネージャークラスの方々の退職祝

い等で、盆栽がプレゼントとして贈られることもある。 

盆栽は好きだが、自分で面倒を見られない人もいる。水のやりすぎ

で根が腐ったりする等、エベツフーバ氏に治療を頼んだり、冬の間に同

店に預け面倒を見てもらったりすることもあるため、盆栽の販売のみで

はなく、預かるというサービスも提供している。 
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＜参考＞ウィーン盆栽クラブへのヒアリング 

１．日時：2015 年 2 月 24 日（火） 

２．応対者：会長 マルクス・ポップ氏 

３．内容 

（１）クラブの概要 

オーストリア盆栽連盟（Austrian Bonsai Association）が 1980 年代の終わり頃に設

立。現在、ブルゲンランド州、フォーアルベルク州を除いて、各州に盆栽クラブがあ

る。ウィーン盆栽クラブは2006年にニーダエースタライヒ州の盆栽クラブから独立。

会員は多い時には 50 人いたが、中心であった盆栽師のティール氏が離脱した後は 20

人程度に減ってしまった。現在は会員 22 人、うち 7 割くらいは無職である（年金受

給者）。盆栽は数年にわたって毎日面倒をみる必要があり、被雇用者は時間が取れな

いことが要因。 

月に 1 回、クラブの集まりがあり、会員の盆栽についてディスカッション、アドバ

イス、意見交換、そして外部（オーストリアまたはドイツ）の専門家の講演等を実施

している。年に 3 回（春、夏、秋）ワークショップも主催。ドイツの有名な講師の

Przybicski 氏がウィーンに来るときにドイツの盆栽園（Bonsaischule Enger、

Bonsaigestaltung Krötenheerdt）から盆栽を持ってきて販売も行う。 

ポップ氏は 5 年前からウィーン盆栽クラブの会長を務め、新規会員の獲得を目指し

ている。ウィーン盆栽クラブは、盆栽の展示会を主催するには資金も時間も足りない

ため、スロバキアのニトラ市の盆栽展に毎年行っている。 

（２）オーストリアで入手可能な盆栽 

会員はそれぞれ、5～20 鉢を持っている。扱っている木種は色々。松が多いが、日

本で人気のゴヨウマツは気候的に難しいので少ない。他には、ビャクシン類、カエデ

類、リンゴ、マルメロ、ニレ、ブナ、カラマツ、ニシキギ、アカシデなどがある（日

本のクロマツ、アンズは輸入禁止）。 

ウィーン特有の問題として、盆栽を置く場所が不足しているため中・小型の盆栽が

一般的（盆栽を野外に置いておく必要があるので、バルコニーか庭付きのアパート・

家が必要な点）。 

ほとんどの Prebonsai（未熟な盆栽、これから盆栽として栽培する初期のもの）は

ドイツかオランダから入手し、多少はオーストリアの店も使っている。オーバーエー

スタライヒ州には、新しい盆栽の店が Ried im Innkreis で開店した。

（http://www.yamadori-bonsai.info/index.html） 
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ギリシャ 

 

HELLAS PLANTS LTD 

会社名 HELLAS PLANTS LTD 

所在地 197-199 Dekelias, Acharnais, 136 72 GREECE 

ウェブサイト http://www.hellasplants.gr/en_home.html 

取扱品種 □ ゴヨウマツ        □ シンパク 

□ イチイ          □ サツキ 

□ クロマツ         □ ニシキマツ 

□ カエデ          ■ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

無 

備考  アテネ郊外の大型園芸店（卸小売）。屋内外併せた敷地面積は 5,000

平方メートル。 

 アテネの盆栽愛好家クラブのセミナー、ワークショップの実施会場

を提供するなどのサポートを行っている。 

 盆栽の市場は、経済危機後に需要が極端に減少している。 

 

Yamadori eshop 

会社名 Yamadori eshop 

所在地 Chania, CRETE GREECE (ギリシャ クレタ島） 

ウェブサイト http://www.yamadori-eshop.gr/ 

取扱品種 □ ゴヨウマツ        ■ シンパク 

□ イチイ          ■ サツキ 

□ クロマツ         □ ニシキマツ 

■ カエデ          ■ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

無 

備考  アテネの盆栽愛好家クラブのセミナーを後援。 

 専用土、用具も販売するインターネットショップを行っている。ま

た、育成技術実演を youtube で配信している。 

 ギリシャの盆栽はオランダやドイツなど他の欧州国から輸入するの

が一般的。 
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Τ.Α.Ν.Ι. 

会社名 Τ.Α.Ν.Ι. 

所在地 11 Kitsi, Koropi 194 00, Attiki Greece 

ウェブサイト http://tani.gr/en/index.html 

取扱品種 □ ゴヨウマツ        □ シンパク 

□ イチイ          □ サツキ 

□ クロマツ         □ ニシキマツ 

□ カエデ          ■ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

不明 

備考  種苗、植物、一般園芸関連用品の卸小売業。 

 

 

＜参考＞ギリシャ盆栽クラブへのヒアリング 

１．日時：2015 年 2 月 14 日（土） 

２．応対者：会長 ソティリア・スタソプル氏（Ms. Sotiria STATHOPOULOU） 

理事（事務局担当）テオフィロス・キラツリス氏（Mr. Theofilos KYRATSOULIS） 

３．内容 

（１）クラブの概要 

「ギリシャ盆栽クラブ」は盆栽育成技術の普及、促進を目的として 2011 年に設立。

ギリシャで初めて正式に認可された盆栽愛好家 NPO。会員数約 70 名。 

（２）クラブの主な活動 

・クラブ内会員または国内愛好家を講師とした盆栽育成セミナー（3 回／年程度） 

・外国から講師を招き講演・実演、会員作品の展示会（1 回／年） 

招聘する盆栽家の滞在日数が 2～3 日で可能なこと、盆栽家との連携・連絡のとりや

すさから現在は欧州から招聘。日本からの招聘となると同クラブ単独では難しい。 

（３）ギリシャ盆栽愛好家数などの動向 

同クラブはアテネを中心としたアッティカ地域の会員が主であるが、ギリシャ北部

テサロニキ、島嶼部（クレタ島など）にも熱心な愛好家がいるため、将来は愛好家の

組織化、活動を地理的にも拡大していきたい。また同クラブは、ギリシャの愛好家に

よる盆栽情報交換、育成技術情報の共有を行うネット上の BONSAI FORUM

（http://bonsaiforum.gr/）から派生した。同 FORUM は非公式の私的サークルだが、
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定期的（1 回/月程度）に育成技術を中心としたワークショップを行っている。 

さらに、ギリシャの愛好家は外国人講師から有料で技術的な個人レッスンを受ける

こともあるといい、同クラブの会長スタソプル氏は 2014 年 11 月に日本の若手盆栽家

の出張レッスンを受けた経験もある。 

（４）愛好家が盆栽を購入する場合の購入先 

ギリシャで日本から直接輸入した盆栽を扱っている業者はおそらくない。日本の盆

栽があるとしても他の欧州国経由で少量だろう。もとより盆栽をケア（育成）できる

知識や技術がある業者がないだろう。盆栽セミナーの会場サポートをしている園芸店

主も植物の専門家ではあるが、盆栽の専門知識はない。 

会長のスタソプル氏が、これまでに実際に購入したことがあるのはオランダ、英国、

スペインから eBay（オンライン･マーケット･プレイス）を通じたルートである。理

事のキラツリス氏は以下のネットショップを利用している。以前はイタリアが良かっ

たが、近年はスペインの盆栽家の活動が非常に活発で参考になる。 

KAIZEN BONSAI（英国）http://www.kaizenbonsai.com/ 

David Benavente (スペイン) http://www.davidbenavente.com/?lang=en 

MASTER BONSAI Di Andrea Meriggioli（イタリア）  

http://www.master-bonsai.com/ 

S-CUBE 雨竹亭（日本）http://www.bonsai-s-cube-shop.com/ 

（５）ギリシャの愛好家が盆栽を購入する場合の適正価格 

盆栽の価格については、生育年数（樹齢）を買うという意味合いもあるので一概に

は言えないが、ケアできれば 500 ユーロ以上でも買う。ギリシャの愛好家が高額な盆

栽を購入するには、先ず盆栽ケア（育成）の知識や技術を習得する必要がある。その

習得には年数・時間がかかる。 

理事のキラツリス氏自身も自分の盆栽ケア、育成で苦労している。これまで数千ユ

ーロを投じたが病気で枯らしてしまったことが多々あり試行錯誤している。専門家が

いないので、アマチュア愛好家が自ら学び愛好家間での技術伝授が必要。ギリシャに

おける盆栽の課題である。 

気軽に購入できるという点で需要が見込めるのは 100 ユーロ以下だろう。初心者が

技術習得のために育てる入門素材としては地元の山で採取した植物が中心。購入する

としても 15～20 ユーロ程度の気軽に扱えるものが適当。愛好家の間でも地元品種の

山採りも盛んに行われている。 
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（６）ギリシャで入手可能な日本の盆栽木種 

Juniperus Chinensis 真柏（シンパク） 

Acer buergerianum カエデ 

ギリシャの愛好家に特に好まれる 

Pinus pentaphylla ゴヨウマツ 

Acer palmatum モミジ 

Rhodondem さつき 

Punica 石榴（ザクロ） 

愛好家が入手可能とのこと 

ただし流入経路は他の欧州国から。 

Juniperus rigida トショウ 

Diospyros カキノキ 

あまり見かけないとのこと 
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スイス 

 

Defferard et Santier 

会社名 Defferard et Santier 

所在地 Chemin Pisteur 3, 1255 Veyrier, SWITZERLAND 

ウェブサイト http://www.bonsai-suisse.ch/contact.html 

取扱品種 ■ ゴヨウマツ        ■ シンパク 

□ イチイ          ■ サツキ 

□ クロマツ         □ ニシキマツ 

■ カエデ          ■ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

無 

備考  常時 800 鉢の商品コレクションを持ち、毎年約 300 鉢をフランスの

業者を通じて日本から輸入している。 

 

Bonsai Japan K.Peter GmbH 

会社名 Bonsai Japan K.Peter GmbH 

所在地 Rietlistrasse 12, 8172 Niederglatt, SWITZERLAND 

ウェブサイト http://www.bonsai-japan.ch/ 

取扱品種 □ ゴヨウマツ        □ シンパク 

□ イチイ          ■ サツキ 

□ クロマツ         □ ニシキマツ 

□ カエデ          □ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

有 

 

Zulauf AG 

会社名 Zulauf AG 

所在地 Degerfelderstrasse 4, 5107 Schinznach-Dorf, SWITZERLAND 

ウェブサイト www.zulaufquelle.ch 

取扱品種 ■ ゴヨウマツ        ■ シンパク 

■ イチイ          □ サツキ 

□ クロマツ         □ ニシキマツ 

□ カエデ          □ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

有 
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スウェーデン 

 

Regeringgatans Blommor 

会社名 Regeringgatans Blommor 

所在地 Regeringgatan 48, 11156 Stockholm Sweden 

ウェブサイト www.regeringsgatansblommor.se 

取扱品種 □ ゴヨウマツ        □ シンパク 

□ イチイ          □ サツキ 

□ クロマツ         □ ニシキマツ 

□ カエデ          ■ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

無 

 

Agnes & Lisa Blommor 

会社名 Agnes & Lisa Blommor 

所在地 Sveavägen 13-15, Stockholm Sweden 

ウェブサイト www.blommor.nu 

取扱品種 □ ゴヨウマツ        □ シンパク 

□ イチイ          □ サツキ 

□ クロマツ         □ ニシキマツ 

□ カエデ          ■ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

無 

 

Bonsai & Trädgård i Mölndal HB 

会社名 Bonsai & Trädgård i Mölndal HB 

所在地 Nybyggaregatan 2 A, 431 64 Mölndal Sweden 

ウェブサイト http://www.bonbonsai.se/ 

取扱品種 □ ゴヨウマツ        □ シンパク 

□ イチイ          □ サツキ 

□ クロマツ         □ ニシキマツ 

□ カエデ          ■ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

不明 
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＜参考＞盆栽愛好家団体「Svenska Bonsai Sallskapet」へのヒアリング 

 

１．応対者：ストックホルム地域代表：Jonas Sandell氏 

２．内容 

（１） 同氏は日本に留学時代に盆栽に興味を持ち、東京の「春花園」 

（http://kunio-kobayashi.com/）で数ヶ月間修行。 

 

（２） 同愛好家団体は約 150 人の盆栽愛好家（初心者レベルの個人が中心）により構成。 主に

盆栽に関する勉強会や個人間売買、情報交換等を行っている。 全員が個人の趣味のレベ

ルで盆栽を楽しみ、最近では 20～30代の若い人々も参加するようになってきた。 

 

（３） 盆栽がビジネスとして成立するレベルに至っておらず、現状では「日本産」にこだわりを持つ

人も少ない。 欧州産（スペイン・イタリア等）の安価（3,000 円前後）な盆栽が主に流通して

おり、購入者は時間をかけて植物を育てることや、植物インテリアとして飾ることに喜びを感

じている。 

 

（４） ゴヨウマツやシンパク、イチイ、カエデ等はスウェーデンでも人気が高いが、サツキやクロマ

ツは当地の気候（低温で乾燥している）の関係から育てるのが難しいだろう。 

 

（５） EU 域外からの直接輸入（個人的な持ち込みを含む）は行われず、ほとんどはオランダの業

者を通じてスウェーデンに入ってくる。日本の盆栽は高価であっても富裕層を中心に多少は

買う人はいるだろうが、極めて小規模であること、また流通経路を確立しないと、ビジネスとし

て展開するのは難しいだろう。 
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デンマーク 

 

JAGRO 

会社名 JAGRO 

所在地 Gammel Bregnerødvej 13 3520 Faruｍ, DENMARK 

ウェブサイト www.jagro.dk 

取扱品種 ■ ゴヨウマツ        ■ シンパク 

□ イチイ          ■ サツキ 

■ クロマツ         □ ニシキマツ 

■ カエデ          ■ その他（イヌツゲ、アキニレ） 

日本からの 

輸入実績 

有 

 

Nordic Bonsai Center 

会社名 Nordic Bonsai Center 

所在地 Solvangsvej 36, 4360 Kirke Eskilstrup, DENMARK 

ウェブサイト http://www.nordic-bonsai.dk/ 

取扱品種 ■ ゴヨウマツ        ■ シンパク 

■ イチイ          ■ サツキ 

■ クロマツ         ■ ニシキマツ 

■ カエデ          □ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

有 

 

De Japanske Haver 

会社名 De Japanske Haver 

所在地 Vøjstrupvej 43 Nørre Broby 5672 Broby, DENMARK 

ウェブサイト http://www.dejapanskehaver.dk/ 

取扱品種 □ ゴヨウマツ        □ シンパク 

■ イチイ          □ サツキ 

□ クロマツ         □ ニシキマツ 

□ カエデ           

■ その他（松、イブキ、ケヤキ、イヌツゲ） 

日本からの 

輸入実績 

無 
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Bonsai Værkstedet 

会社名 Bonsai Værkstedet 

所在地 Strynøvej 36, 6710 Esbjerg, DENMARK 

ウェブサイト http://www.bonsaivaerkstedet.com/ 

取扱品種 □ ゴヨウマツ        □ シンパク 

□ イチイ          □ サツキ 

□ クロマツ         □ ニシキマツ 

□ カエデ          □ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

不明 

 

  



Copyright(C) 2015 JETRO.  All right reserved. 

 15 

 

チェコ 

 

Bambus Centrum Kastner 

会社名 Bambus Centrum Kastner 

所在地 Třebíz u Slaného 91, 273 75  Třebíz u Slaného, Czech Republic 

ウェブサイト http://www.bambuscentrum.cz/kontakt/ 

取扱品種 ■ ゴヨウマツ        ■ シンパク 

■ イチイ          ■ サツキ 

□ クロマツ         □ ニシキマツ 

■ カエデ          ■ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

有 

 

Bonsai centrum Libčany s.r.o. 

会社名 Bonsai centrum Libčany s.r.o. 

所在地 Libčany 137, 503 22 Libčany, Czech Republic 

ウェブサイト http://www.bonsaicentrum.cz/ 

取扱品種 □ ゴヨウマツ        □ シンパク 

□ イチイ          ■ サツキ 

□ クロマツ         □ ニシキマツ 

■ カエデ          ■ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

無 

 

Isabelia.cz 

会社名 Isabelia.cz 

所在地 U Sklépka 2051, 68603 Staré Město, Czech Republic 

ウェブサイト http://www.shop.isabelia.cz/ 

取扱品種 ■ ゴヨウマツ        ■ シンパク 

■ イチイ          ■ サツキ 

□ クロマツ         □ ニシキマツ 

■ カエデ          ■ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

有 
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＜参考＞チェコ盆栽協会へのヒアリング 

 

１．応対者：会長 ヴァークラフ・ノヴァーク氏 

２．内容：チェコ及び中欧ヨーロッパにおける盆栽市場の現状と課題 

チェコ盆栽協会（CBA：http://www.cba-bonsai.cz/）の功績により、チェコにおい

て盆栽は広く国民に人気がある。チェコから中東欧諸国での盆栽普及が始まったことか

ら、現在ではチェコが中東欧の盆栽市場の中心となっている。 今回チェコ盆栽協会の

会長ヴァークラフ・ノヴァーク氏にインタビューを行い、チェコ及び中欧における盆栽

市場の現状と課題について聞いた。 

 

（１）市場に出回る盆栽の７～８割は東アジアからの輸入 

チェコに輸入される盆栽は東アジア、主に日本、韓国、中国産である。しかし、国ご

とに盆栽の性質が異なっており、特に中国から輸入されるのは「小品」と呼ばれる手の

ひらサイズの盆栽が多い。 

また、チェコには盆栽の苗床が存在しないため、国内市場の 70～80％は輸入に頼って

いるという。 残りの 20～30％の市場をカバーしているのは、「山採り」と呼ばれ、チェ

コの山で自生している自然木を掘り起こして鉢に入れ、活着させて盆栽のように仕立て

あげる国産盆栽である。 

チェコにおいては、盆栽を特定した統計データがなく、正確な輸入量は把握出来てい

ない。 下記グラフは CSU（外国貿易統計）上の盆栽を含む植物苗床（HS コード 060290）

の輸入統計である。 下記データによると、日本からの植物苗床の輸入は 2008 年のリー

マンショック後で一気に落ち込んだ後、2010 年には回復しており、欧州債務危機（2011

～2012 年）の後も一時落ち込んだが、2013 年には回復の傾向を見せている。また韓国

からの輸入は安定しているものの、日本には及んでいない。ノヴァーク氏によると、概

算でチェコには年間 400～500 本の盆栽が輸入され、その 80％が年間売上本数にあたり、

ノヴァーク氏自身の売上高は年間 200 万コルナ（約 1,000 万円）に達するという。 

チェコ税関輸入統計（HS コード 0602.90）単位:千ドル 

Country / Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

China 17 156 35 56 139 43 27 29 4 135 81 

Japan 26 0 120 216 180 317 148 264 204 135 194 

Korea 35 41 11 31 7 19 26 11 24 26 0 
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（２）インポーター間の取引が最終消費者との取引を上回る 

ノヴァーク氏を含む盆栽インポーターは、主に国内のディーラーに盆栽を卸している

が、最近ではチェコだけでなく、外国（ポーランド、ドイツ、スロバキア）からの電話・

書面での注文も受け付けているという。 現在、小売業者への卸売取引は最終消費者へ

の小売取引を上回っており、概算では卸売取引は 90％であるのに対し、直接販売取引は

10％であるという。 

またチェコの小売の現場においては、展示会での盆栽販売、購入だけでなく、インタ

ーネット販売も成功を収めている。 販売価格は大きさや質により違いがあり、高級盆

栽の輸入価格帯は 5 万～7 万コルナ（約 25～35 万円）とされるが、大きい盆栽でも１千

コルナ（約 5 千円）というのもある。現在消費者の間で人気なのは 290 コルナ（約 1,450

円）から販売されている小さい「小品」である。 
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写真：高級輸入盆栽 

 

写真：小品 

小国にもかかわらずチェコの盆栽市場は成熟しており、こと中東欧という地域からみ

ると市場はチェコからスロバキア、ポーランド、ハンガリー等の旧東欧、及びオースト

リアまで広がったことから、チェコはまさに同地域における盆栽市場において欠かせな

い存在となっている。 

また、チェコはオリジナル性に溢れた手工業による鉢や芸術的な石を製造しているこ
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とで有名で、それはチェコ国内に限らず、欧州中の盆栽家の間で人気を博している。 

一例を挙げると、欧州盆栽協会（EBA: http://www.cba-bonsai.cz/）が開催した展示

会においては、70 本の盆栽のうち、9 本の盆栽の鉢はチェコ製であった。 

 

写真：チェコ製ハンドメイドの盆 

（３）煩雑な輸入手続き、通関時に注意が必要 

ノヴァーク氏によると、日本からの盆栽の輸入は現在、ほとんど問題なく行われてい

るとのことだ。しかし、通関時の輸入手続きは非常に煩雑だ。 日本では 1 回の出荷に

数種類の証明書を作成するが、チェコでは各証明書の手数料を別々に支払わなくてはな

らないため、特に衛生証明書取得に関わる行政手続きではコスト高にもなる。 また、

国内では輸入は4月までしか許可されておらず、個々の木に関しての検疫も必要なため、

チェコのインポーターは注文のタイミング、輸入スケジュールについても考慮が必要と

なっている。 

日本、韓国から盆栽の輸入経験のあるノヴァーク氏によると、日本と韓国における取

引の違いは、計算方法や提供価格により出てくるとのこと。 例えば、韓国からの輸入

は、商品の価格自体にトータルの積荷コストを含むのに対し、日本では積荷コスト（集

荷、洗浄、スプレー等）は商品価格に前もって計算されないため、しばしば混乱がある

という。 
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現在日本スタイルの庭用高級盆栽の最大のライバルは、「山採り」風に見立てた、チ

ェコの山で自生している、自然木を掘り起こして鉢に入れて活着させた国内産盆栽であ

る。盆栽は美的価値だけではなく、木そのものの質も問われるが、国内産の木は、輸入

の木より、適応性があり、きのこ、害虫、気候条件にも耐久性がある点で優れていると

いう。 

 

写真（国内産盆栽等） 

（４）チェコ盆栽協会（CBA）の活動＞ 

チェコにおける盆栽に関する組織は、ペトル・ヘリネック氏及び、1964～69 年まで当

時のチェコスロバキア在日本大使を務めたズデニエック・フミドリチカ氏が、1981 年に

プラハ盆栽クラブが初めとされる。 ノヴァーク氏は 1990 年にリボホヴィッツェ盆栽ク

ラブを設立している。 

その後、1997 年にはノヴァーク氏主導のもとで、チェコ盆栽協会（CBA）が設立さ

れ、会員数は今日では 200 名に至っている。 1998 年には、チェコ盆栽協会（CBA）は

旧東欧では最初の盆栽協会として欧州盆栽協会（EBA）に加入した。 現在ノヴァーク

氏は欧州盆栽協会（EBA）副会長となっている。チェコ盆栽協会（CBA）は、また在チ

ェコ日本大使館と協力し、日本大使が授与する表彰式で使う盆栽の選定についてもアド

バイスを行っているという。 
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写真（リボホヴィッツェ盆栽センター正面を飾る盆栽） 
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ハンガリー 

 

MARCZIKA Bonsai Studio 

会社名 MARCZIKA Bonsai Studio 

所在地 Marczika Kertészeti és Kereskedelmi Kft. 2030 Érd, Napvirág u. 4-2., 

HUNGARY 

ウェブサイト http://www.bonsaistudio.hu/bonsai 

http://www.marczika.hu/ 

取扱品種 ■ ゴヨウマツ        ■ シンパク 

■ イチイ          ■ サツキ 

■ クロマツ         ■ ニシキマツ 

■ カエデ          ■ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

無 

ヒアリング 

内容 

○ハンガリーの盆栽市場 

国内で盆栽に興味を持つ人は増えてはいるが、数は非常に少なく、市

場としては発展段階である。 販売量が見込めないため直接輸入を行う

企業はなく、オランダ、ドイツ、イタリア経由で市場に入るものが多い。 

当地の企業は、西欧の卸売業者から来るメール情報を見て欲しいものを

注文している。東欧の業者が西欧での展示会などに足を運んで購入する

こともあるが費用がかかるため、東に近い場所の展示会でなければなか

なか足が運べない。オンラインでの販売もあるが、高額なものはやはり

目で見て購入する必要があるため、品質の高いものは対面販売。 

日本のものは見た目よく高品質であるが、高額であるため売れ筋はど

うしても中国などアジア産の安価なものになりがち。 日本の盆栽を取

り扱う業者は同時に日本製の土、剪定鋏などの関連商品も取り扱ってお

り、盆栽購入者からの注文に対応している。 日本企業のホームページ

のチェックなどを行っており、その販売価格は十分にリーズナブルであ

るため、パレット単位や共同購入など少量の購入が可能であればぜひ輸

入したいと考えているが、言葉の問題があるため植物検疫に精通した輸

出が可能な企業でなければ取引は難しい。 
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Asia Bonsai 

会社名 Asia Bonsai 

所在地 Székesfehérvár, Kolozsvári u. 6. , HUNGARY 

ウェブサイト https://hu-hu.facebook.com/asiabonsai 

取扱品種 □ ゴヨウマツ        □ シンパク 

□ イチイ          □ サツキ 

□ クロマツ         □ ニシキマツ 

□ カエデ          ■ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

無 

 

Bonsai Hungary 

会社名 Bonsai Hungary 

所在地 2030 Erd, Esztergalyos str. 26. , HUNGARY 

ウェブサイト http://www.bonsaihungary.com/ 

取扱品種 □ ゴヨウマツ        □ シンパク 

□ イチイ          □ サツキ 

□ クロマツ         □ ニシキマツ 

□ カエデ          ■ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

無 
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＜参考＞ハンガリー盆栽協会へのヒアリング 

１．日時：2015 年 1 月 26 日 

２．応対者：会長 カトナ・エルヴィン氏 

３．ハンガリーでの盆栽の歴史と盆栽協会の活動 

盆栽協会会長のカトナ氏によると、ハンガリー盆栽協会は 1983 年の発足から 31 年

の歴史を持ち、盆栽の育成方法などの教育のほか、ハンガリーに自生する植物を採取

し育てる山採り盆栽についても教えている。 また、様々な展示会などを通じて盆栽の

普及にも力を入れている。 

しかし、盆栽協会のメンバーは各地方にある盆栽クラブのメンバーに加え、30 人ほ

どが個人で加盟しているだけで、他の欧州諸国に比べ盆栽人口は比較的少ない。 西欧

で見られるようなインストラクターの資格制度などもない。東欧ではチェコが最も盆

栽人口が多いのだという。 欧州盆栽協会に加盟したのも 2011 年と比較的新しい。 

ハンガリーでの盆栽の知名度はまだまだ低いが、8 年ほど前から品質の高い盆栽を求

める人が増え始め、5 年ほど前から盆栽の人気が高まっている実感がある。 10 年以上

前にオリエンタルブームから盆栽に注目が集まったことがあるが、ホームセンターな

どで安い中国製の盆栽が出回り、育て方を知らないまま購入し、枯らしてしまう人が

続出した。この経験から盆栽の本当の楽しみ方を知らずに敬遠してしまう人が増えて

しまい人気が下火になってしまった。 

ハンガリー盆栽協会では盆栽普及活動のため、ブダペスト動物園での盆栽展示やハ

ンガリーの建築関連展示会である CONSTRUM に出展し盆栽の育成の仕方などの普及

を行っている。 2016 年には欧州盆栽コンベンションの開催国として盆栽の魅力を広く

伝えるためのイベントを開催する予定である。 
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フィンランド 

 

Viherpaja Oy 

会社名 Viherpaja Oy 

所在地 Meiramitie 1, 01510 Vantaa, FINLAND 

ウェブサイト http://www.viherpaja.fi/ 

取扱品種 ■ ゴヨウマツ        ■ シンパク 

□ イチイ          ■ サツキ 

□ クロマツ         □ ニシキマツ 

■ カエデ          ■ その他（イチジク） 

日本からの 

輸入実績 

無 

 

Bauhaus & Co Ky 

会社名 Bauhaus & Co Ky 

所在地 Valimotie 19, 01510 Vantaa, Finland 

ウェブサイト http://www.bauhaus.fi 

取扱品種 □ 五葉松          □ 真柏 

□ イチイ          □ サツキ 

□ 黒松           □ 錦松 

□ カエデ          ■ その他（ 不明  ） 

日本からの 

輸入実績 

無 
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フランス 

 

Sarl Bonsaïs B. Mitton 

会社名 Sarl Bonsaïs B. Mitton 

所在地 42 ROUTE DE BEAULIEU 60300 BARON 

ウェブサイト http://www.bonsaimitton.com/ 

取扱品種 ■ ゴヨウマツ        ■ シンパク 

□ イチイ          ■ サツキ 

□ クロマツ         □ ニシキマツ 

■ カエデ          □ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

有 

 

PARIS BONSAI (ESPACE CREAVERT) 

会社名 PARIS BONSAI (ESPACE CREAVERT) 

所在地 91, rue de la croix-nivert - 75015 - Paris  

ウェブサイト http://www.paris-bonsai.com/ 

取扱品種 ■ ゴヨウマツ        ■ シンパク 

■ イチイ          ■ サツキ 

■ クロマツ         □ ニシキマツ 

■ カエデ          □ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

有 

 

Le Jardin du Levant 

会社名 Le Jardin du Levant 

所在地 Lieu-dit les haies 35370  St Germain du Pinel   

ウェブサイト http://www.lejardindulevant.fr 

取扱品種 ■ ゴヨウマツ        ■ シンパク 

■ イチイ          ■ サツキ 

□ クロマツ         ■ ニシキマツ 

■ カエデ          □ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

有 
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L’arbre de vie 

会社名 L’arbre de vie 

所在地 8, avenue du Maine Paris 75015 

ウェブサイト http://www.larbredevie.com/boutique/ 

取扱品種 ■ ゴヨウマツ        ■ シンパク 

□ イチイ          ■ サツキ 

■ クロマツ         ■ ニシキマツ 

■ カエデ          ■ その他（モミジ） 

日本からの 

輸入実績 

有 

 

Pépinière Bonsai Galinou 

会社名 Pépinière Bonsai Galinou 

所在地 Le Pin 47110 Sainte Livrade sur Lot 

ウェブサイト http://www.galinou-bonsai.fr 

取扱品種 ■ ゴヨウマツ        ■ シンパク 

□ イチイ          □ サツキ 

■ クロマツ         □ ニシキマツ 

■ カエデ          ■ その他（オリーブ等の西洋の木） 

日本からの 

輸入実績 

有 

 

Maillot Bonsaï SARL 

会社名 Maillot Bonsaï SARL 

所在地 Le Bois Frazy,  01990 Relevant 

ウェブサイト http://www.maillot-bonsai.com/ 

取扱品種 ■ ゴヨウマツ        ■ シンパク 

■ イチイ          ■ サツキ 

■ クロマツ         ■ ニシキマツ 

■ カエデ          □ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

有 
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BONSAI-KA 

会社名 BONSAI-KA 

所在地 6 rue de Marchais Beton 

45220 MELLEROY 

ウェブサイト http://www.bonsai-ka.com/ 

取扱品種 ■ ゴヨウマツ        ■ シンパク 

□ イチイ          ■ サツキ 

■ クロマツ         ■ ニシキマツ 

■ カエデ          □ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

有 

 

Bonsai Charbonnel 

会社名 Bonsai Charbonnel 

所在地 74, rue du Fort 01550 Collonges 

ウェブサイト www.bonsai-charbonnel.com 

取扱品種 ■ ゴヨウマツ        □ シンパク 

□ イチイ          □ サツキ 

■ クロマツ         □ ニシキマツ 

□ カエデ          ■ その他（アカマツ） 

日本からの 

輸入実績 

有 
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ポーランド 

 

IBUKI Studio Bonsai  

会社名 IBUKI Studio Bonsai  

所在地 ul. Janowicka 191; 43-512 Janowice, POLAND 

ウェブサイト http://www.ogrodyjaponskie.com.pl 

取扱品種 ■ ゴヨウマツ        ■ シンパク 

■ イチイ          □ サツキ 

□ クロマツ         □ ニシキマツ 

■ カエデ          ■ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

有 

 

Akademia Bonsai Sp. z o. o. 

会社名 Akademia Bonsai Sp. z o. o. 

所在地 ul. Kurpiów  14; 52-214 Wrocław, POLAND 

ウェブサイト http://www.bonsai.pl 

取扱品種 ■ ゴヨウマツ        ■ シンパク 

■ イチイ          ■ サツキ 

■ クロマツ         □ ニシキマツ 

■ カエデ          ■ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

有 

 

Japońskie Ogrody Bonsai Sp. J 

会社名 Japońskie Ogrody Bonsai Sp. J 

所在地 ul. Połczyńska 120a; 01-304 Warszawa, POLAND 

ウェブサイト http://ogrodybonsai.pl/ 

取扱品種 ■ ゴヨウマツ        ■ シンパク 

■ イチイ          ■ サツキ 

■ クロマツ         ■ ニシキマツ 

■ カエデ          ■ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

無 
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AKINA Bonsai Centrum 

会社名 AKINA Bonsai Centrum 

所在地 ul. Kochanowskiego 3; 58-303 Wałbrzych, POLAND 

ウェブサイト www.bonsai-ogrody.com.pl 

取扱品種 ■ ゴヨウマツ        ■ シンパク 

■ イチイ          ■ サツキ 

■ クロマツ         ■ ニシキマツ 

■ カエデ          ■ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

有 

 

palmatum.pl 

会社名 palmatum.pl 

所在地 ul. Lubeckiego 7; 05-120 Legionowo , POLAND 

ウェブサイト www.palmatum.pl 

取扱品種 □ ゴヨウマツ        □ シンパク 

□ イチイ          ■ サツキ 

□ クロマツ         ■ ニシキマツ 

□ カエデ          □ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

無 

 

Bonsai Shop 

会社名 Bonsai Shop 

所在地 ul.Petrażyckiego 36c; 30-399 Kraków, POLAND 

ウェブサイト http://sztuka-bonsai.pl 

取扱品種 □ ゴヨウマツ        ■ シンパク 

□ イチイ          □ サツキ 

□ クロマツ         □ ニシキマツ 

□ カエデ          □ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

有 
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Fokus Bonsai 

会社名 Fokus Bonsai 

所在地 Smolno Małe, POLAND 

ウェブサイト http://www.fokus-bonsai.pl/ 

取扱品種 □ ゴヨウマツ        □ シンパク 

□ イチイ          □ サツキ 

■ クロマツ         □ ニシキマツ 

■ カエデ          □ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

無 

 

NIWA Centrum Ogrodnicze & Szkółka Drzew 

会社名 NIWA Centrum Ogrodnicze & Szkółka Drzew 

所在地 ul. Abrahama 2b; 84-300 Lębork, POLAND 

ウェブサイト http://www.niwaogrody.pl 

取扱品種 □ ゴヨウマツ        □ シンパク 

□ イチイ          □ サツキ 

□ クロマツ         □ ニシキマツ 

□ カエデ          ■ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

無 

 

Szkółka Krzewów Ozdobnych 

会社名 Szkółka Krzewów Ozdobnych 

所在地 ul. Mokra 6; Swarzędz-Zalasewo, POLAND 

ウェブサイト http://www.krzewy-ozdobne.org 

取扱品種 ■ ゴヨウマツ        ■ シンパク 

□ イチイ          □ サツキ 

□ クロマツ         □ ニシキマツ 

■ カエデ          □ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

無 
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Świat-Bonsai 

会社名 Świat-Bonsai 

所在地 ul. Wrocławska 1; 56-200 Góra, POLAND 

ウェブサイト http://www.swiat-bonsai.pl 

取扱品種 ■ ゴヨウマツ        ■ シンパク 

■ イチイ          □ サツキ 

□ クロマツ         □ ニシキマツ 

■ カエデ          ■ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

無 

 

Bonsai Ogrodowe 

会社名 Bonsai Ogrodowe 

所在地 ul. Słoneczna 11; 95-200 Pabianice, POLAND 

ウェブサイト http://www.bonsaiogrodowe.pl 

取扱品種 ■ ゴヨウマツ        ■ シンパク 

■ イチイ          □ サツキ 

■ クロマツ         □ ニシキマツ 

□ カエデ          ■ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

無 

 

Bonsai Styl 

会社名 Bonsai Styl 

所在地 ul. Rynek 11; 62-040 Puszczkowo, POLAND 

ウェブサイト www.bonsaistyl.pl 

取扱品種 ■ ゴヨウマツ        ■ シンパク 

□ イチイ          □ サツキ 

□ クロマツ         □ ニシキマツ 

■ カエデ          ■ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

無 
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ポルトガル 

 

Museu de Bonsai 

会社名 Museu de Bonsai 

所在地 Estrada Chão de Meninos 12,  Sintra, Portugal 

ウェブサイト http://www.museudobonsai.com/#!s=contactos 

取扱品種 ■ ゴヨウマツ        ■ シンパク 

■ イチイ          ■ サツキ 

■ クロマツ         ■ ニシキマツ 

■ カエデ          ■ その他（ザクロ属、リンゴ属） 

日本からの 

輸入実績 

有 

ヒアリング 

内容 

○Museu de Bonsai 社 について 

もともと Marco Rodriques 社長の父親は植物販売業を営んでいたが、

30 年ほど前に Karate Kids という米国映画で盆栽について知り、家族全

員で盆栽に興味を持つようになった。 当時ポルトガルではほとんど盆

栽についての情報がなかったので独学で勉強。現在ポルトガルで盆栽ビ

ジネスだけに特化している企業は同社のみである。 

盆栽の輸入、販売の他、毎週土曜日には盆栽教室開催、盆栽ミュージ

アムも創設した。 同社はユネスコの世界遺産に登録されているシント

ラの町に所在している。 シントラの町はシントラ山脈にあり、詩人バ

イロンが「エデンの園」と称えたほど美しい自然に恵まれている。 ポ

ルトガルの中でも湿度が高く、四季にメリハリがあり、盆栽の育成に大

変適した気候である。その立地の良さから、顧客はポルトガル人に限ら

ず、シントラを訪れる外国人も多く足を運んでくれる利点がある。 

○ポルトガルの盆栽市場 

ポルトガルでは盆栽はブームを迎えたことはなく、それほど大きな市

場であるとは言えないが、最近では植物販売店や花屋はもちろん、スー

パーの特設売場でも盆栽が販売されるようになった。 ただし、これら

の盆栽のほとんどが中国製である。また地方ごとに盆栽の愛好家クラブ

が存在している。 

○取扱商品について 

盆栽は日本、中国、韓国から輸入している。日本の製品は高品質で同

社のクライアントも出来れば日本の盆栽を買いたい人が多いが、何と言
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っても価格が高いため、販売の主力商品はどうしても中国産、韓国産に

なってしまう。 同社の売れ筋商品は 1．ニレ、2．オリーブの木、3．

ゴヨウマツ・シンパクである。 売れ筋商品の価格帯は 20～50 ユーロの

もので、ポルトガル人は果実や花の咲く盆栽を好む傾向にある。 日本

からの輸入は盆栽、土、それからハサミなどの関連商品である。また同

社では企業向けに盆栽レンタルサービスも行っている。 

○日本の盆栽について 

日本の盆栽は価格が高いため、同社が輸入しているのは、主にプレ盆

栽と呼ばれるものである。 それを盆栽教室で盆栽に育成するというス

タイルを取っている。 また、日本の盆栽は屋外で育てるものが一般で

あるため、アパート住まいが多いリスボン在住者にとっては、ベランダ

がないと盆栽が育成できないということがネックとなっている。 

○盆栽教室について 

同社の盆栽教室は 4 レベルのクラス（①入門、②初級、③中級、④上

級）がある。 毎週土曜日に開催しているがいつも満員で、生徒は小学

生から大人まで幅広い。また同社は盆栽ミュージアムを創設、大きな盆

栽を展示しており、顧客に大きな盆栽の魅力について知ってもらうこと

を目的としている。 

 

Luso-Bonsai 

会社名 Luso-Bonsai 

所在地 Rua Pedro Alvares Cabral, CCI 2421, Foros do Trapo, 2985-139 Sto Isidro 

Pegões 

ウェブサイト http://www.luso-bonsai.com 

取扱品種 □ ゴヨウマツ        □ シンパク 

□ イチイ          □ サツキ 

□ クロマツ         □ ニシキマツ 

□ カエデ          ■ その他（室内盆栽） 

日本からの 

輸入実績 

無 

 

  



Copyright(C) 2015 JETRO.  All right reserved. 

 35 

 

ルーマニア 

 

S.C. ONLINE BUSINESS DEVELOPMENT S.R.L. (Flori de Lux) 

会社名 S.C. ONLINE BUSINESS DEVELOPMENT S.R.L. (Flori de Lux) 

所在地 Baba Novac Str., Bldg. S3, AP. 58, District 3, Bucharest, ROMANIA 

ウェブサイト http://www.floridelux.ro/plante/plante-apartament/bonsai/ 

取扱品種 □ ゴヨウマツ        □ シンパク 

□ イチイ          □ サツキ 

□ クロマツ         □ ニシキマツ 

□ カエデ          ■ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

不明 

備考 現地消費者向け小売ビジネスが中心 

 

CITY GARDEN DISTRIBUTION S.R.L. 

会社名 CITY GARDEN DISTRIBUTION S.R.L. 

所在地 Sos. Vitan-Barzesti, No.11A, Building C11, District 4, Bucharest, 

ROMANIA 

ウェブサイト http://www.citygarden.ro/bonsai-mari/ 

取扱品種 □ ゴヨウマツ        □ シンパク 

□ イチイ          □ サツキ 

□ クロマツ         □ ニシキマツ 

□ カエデ          ■ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

無 

備考 現地消費者向け小売ビジネスが中心 
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Sera Trias 

会社名 Sera Trias 

所在地 19 Alexandru cel Bun Str., Voluntari, ROMANIA 

ウェブサイト － 

取扱品種 □ ゴヨウマツ        □ シンパク 

□ イチイ          □ サツキ 

□ クロマツ         □ ニシキマツ 

□ カエデ          ■ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

無 

備考 現地消費者向け小売ビジネスが中心 

 

3G GARDEN – Timisoara 

会社名 3G GARDEN – Timisoara 

所在地 － 

ウェブサイト http://3ggarden.com/despre-noi 

取扱品種 □ ゴヨウマツ        □ シンパク 

□ イチイ          □ サツキ 

□ クロマツ         □ ニシキマツ 

□ カエデ          ■ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

有 

 

SC ALPHA PLANT SERV SRL 

会社名 SC ALPHA PLANT SERV SRL 

所在地 Gaiesti Village no. 139, Acatari town, Mures County, ROMANIA 

ウェブサイト http://www.gardenexpert.ro/14-bonsai 

取扱品種 □ ゴヨウマツ        □ シンパク 

□ イチイ          □ サツキ 

□ クロマツ         □ ニシキマツ 

□ カエデ          ■ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

無 

備考 現地消費者向け小売ビジネスが中心 
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Hollandia Green SRL 

会社名 Hollandia Green SRL 

所在地 CP 118 OP 44 Bucharest, postal code 042350, ROMANIA 

ウェブサイト http://greenatwork.ro/plante-interior-office/bonsai 

取扱品種 □ ゴヨウマツ        □ シンパク 

□ イチイ          □ サツキ 

□ クロマツ         □ ニシキマツ 

□ カエデ          ■ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

無 

備考 現地消費者向け小売ビジネスが中心 
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ロシア 

 

Bonsai-Gallery 

会社名 Bonsai-Gallery 

所在地 115191 Moscow, Malaya Tulskaya Street 2/1, bld. 9, RUSSIAN 

FEDERATION 

ウェブサイト http://www.bonsay.ru/ 

取扱品種 □ ゴヨウマツ        ■ シンパク 

□ イチイ          □ サツキ 

■ クロマツ         □ ニシキマツ 

■ カエデ          ■ その他（ 松 ） 

日本からの 

輸入実績 

有 

 

Bonsa.ru 

会社名 Bonsa.ru 

所在地 127473 Moscow, Sadovaya-Samotechnaya 9, RUSSIAN FEDERATION 

ウェブサイト http://www.bonsa.ru/ 

取扱品種 □ ゴヨウマツ        □ シンパク 

□ イチイ          □ サツキ 

□ クロマツ         □ ニシキマツ 

□ カエデ          ■ その他（        ） 

日本からの 

輸入実績 

無 

 

BONSAISALE 

会社名 BONSAISALE 

所在地 107014 Moscow, 6-y Luchevoy prosek 17 c1, RUSSIAN FEDERATION 

ウェブサイト http://www.bonsaisale.ru/ 

取扱品種 □ ゴヨウマツ        □ シンパク 

■ イチイ          ■ サツキ 

■ クロマツ         □ ニシキマツ 

□ カエデ          ■ その他（ 松 ） 

日本からの 

輸入実績 

無 
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EVROSM 

会社名 EVROSM 

所在地 124460 Moscow Region, Zelenograd, pl. Kolumba, RUSSIAN 

FEDERATION 

ウェブサイト http://evrosm.ru/bonsai 

取扱品種 □ ゴヨウマツ        □ シンパク 

□ イチイ          □ サツキ 

■ クロマツ         □ ニシキマツ 

■ カエデ          ■ その他（ 松 ） 

日本からの 

輸入実績 

無 
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欧州における盆栽輸出可能性調査 
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