関東

都道府県別「パイプハウス」と「ビニールハウス」の検索結果
地域名
検索キーワード

パイプハウス

関
順位

茨城

栃木

群馬

ビニールハウス

埼玉

千葉

東京

神奈川

「建築物として取り扱わ
パイプハウスの資材費 農業関係大雪等被害
平成26年度 合計15地
群馬大雪パイプハウス
ないビニールハウス」に
を助成します。 - 埼玉 緊急相談窓口の設置に
区
倒壊状況 - YouTube
係る県 ... - 神
ついて／千葉県
県ホームページ

1位

パイプハウス製作 農業 取扱商品案内：ビニー
資材 種苗 タキイ サカ ルハウス｜株式会社
松本産業
タ トキタ

2位

三浦半島における無加
農業資材、出荷資材な 簡易パイプハウスを利 [ビニールハウス資材業 施工エリア：ビニールハ 平成24年度「輝け！ち
平成24年度 合計17地
温パイプハウスによる
ウス・パイプハウスの設 ばの園芸」産地整備支
ら松坂屋。ハウス施設 用した半促成なすの仕 者（群馬県）] 中古ビ
区
... - 神奈川県
援事業 ... - 千葉県
ニールハウスの自作 ... 計、施工 ...
立て法
やビニール加工 ...

3位

[ビニールハウス資材業
パイプハウス - 新顔野 農林水産省/パイプハ [ビニールハウス資材業 ビニールハウス設計・
耐風強化型パイプハウ
やさい工房パイプハウ
者（神奈川県）] 中古ビ
施工 - ビニールハウス
菜と各種温室のアグリ ウス等の撤去・復旧ボ 者（埼玉県）] 中古ビ
ス - 東京都総務局
ス店 【エキテン】
ニールハウスの ...
ランティア募集地域 ... ニールハウスの自作 ... （温室）
アシストジャパン

4位

やさい工房パイプハウ [ビニールハウス資材業 各種支援制度－生産 パイプハウス - 新顔野 施工エリア：ビニールハ 施工エリア：ビニールハ 施工エリア：ビニールハ
振興（米麦・園芸・特産 菜と各種温室のアグリ ウス・パイプハウスの設 ウス・パイプハウスの設 ウス・パイプハウスの設
ス店 - 東茨城郡城里 者（栃木県）] 中古ビ
計、施工 ...
計、施工 ...
計、施工 ...
アシストジャパン
ニールハウスの自作 ... 等）－
町【エブリタウン】

5位

イチジクの防寒対策：営 2012 年 5 月 6 日に発
パイプハウスリース事
農アドバイス - 茨城県 生した竜巻によって被
業 | JA赤城たちばな
災したパイプハウス
農業総合センター

地域名
検索キーワード

東

通販で買うビニールハ [ビニールハウス資材業 三宅島における園芸用 鈴木パイプハウス鈴木
パイプハウス部材の錆 幸栄 - ジョブセンスリン
ウス・パイプハウス・農 者（千葉県）] 中古ビ
ク
ニールハウスの自作 ... による 切り葉
業資材 - 宮田物産
関

順位

茨城

栃木

群馬

東

埼玉

千葉

東京

神奈川

1位

農業資材、出荷資材な 栃木県における ビュー 群馬県とか今回の豪雪 埼玉県の大雪で、潰れ ビニールハウス（温室） ビニールハウス・パイプ 「建築物として取り扱わ
ら松坂屋。ハウス施設 ルハウス土壌の実態に で農家の被害が多大ら たビニールハウスを国 設計・施工・資材販売グ ハウスの設計、施工、 ないビニールハウス」に
やビニール加工 ...
ついて
しいですが
が直してくれるとき ...
リーンハウス ...
張り替え、修繕工事
係る県 ... - 神

2位

ビニールハウスで銅線 取扱商品案内：ビニー
や電熱線の盗難相次ぐ ルハウス｜株式会社
/茨城県坂東市 松本産業

3位

【社会】ビニールハウス
群馬県 - 2 魅力ある農
ビニールハウス 栃木県
大雪復旧支援情報 で銅線や電熱線の盗難
産物生産と豊かな食の
の画像検索結果
埼玉県ホームページ
相次ぐ /茨城県 ...
提供

4位

茨城県周辺の農業用 Twitter / SAWAfumiaki: 園芸事業 | 事業内容 | 施工エリア：ビニールハ （株）多田ビニール工業 ビニールハウスの耐用
テキストファイル - 神奈
資材に関する店舗情報 栃木県間々田のいちご 事業案内 | 全農 群馬 ウス・パイプハウスの設 所 ～ブロードウェイ温 年数｜所得税目次一
川県
- Gooタウンページ
ビニールハウス ...
県本部
計、施工 ...
室から農業資材まで
覧｜国税庁

5位

【窃盗】ビニールハウス ミスト冷房 ビニールハ
で銅線や電熱線の盗難 ウス 栃木県 相次ぐ /茨城県 ...
YouTube

大雪により倒壊したビ 大雪による農林業被害 ビニールハウス設計・ 施工エリア：ビニールハ 建築物として取り扱わ
ニールハウス等の被害 対応ポータルサイト - 施工 - ビニールハウス ウス・パイプハウスの設 ないビニールハウスに
農家を支援します ...
埼玉県ホームページ
（温室）
計、施工 ...
ついて - 神奈川県 ...
5.作目毎の経営をイ
住友精密工業、ビッグ 「建築物として取り扱わ
メージするために（ちば データ活用のビニール ないビニールハウス」の
の大地で ... - 千葉県 ハウス管理システム ... 県 ... - 神奈

かつてない雪害被害。 農水省、ビニールハウ 施工エリア：ビニールハ JA東京中央会 |
県所管区域における建
政府が農家に全面支援 ス再建費用など補助
ウス・パイプハウスの設 TOKYO農業体験 農園 築基準法の取扱いにつ
を決定 - NAVER ...
大雪被害支援策 ...
計、施工 ...
めぐり
いて - 神奈川県 ...

