
北部支部

支部長：（株）森緑園　三澤　隆

社名 カナ 代表者 〒番号 住所 電話番号 FAX E-mail URL

1 （株）藍造園 アイゾウエン 宮下　良友 360-0816 熊谷市石原142-3 048-523-4119 048-525-1966 aizoen@peach.ocn.ne.jp

2 （株）久保造園土木 クボゾウエンドボク 久保慎太郎 360-0023 熊谷市佐谷田608 048-523-2243 048-523-4622 kubo-zo1@yellow.plala.or.jp

3 （有）栗原植物園 クリハラショクブツエン 栗原　利夫 360-0005 熊谷市今井1082 048-522-2698 048-522-2741 uekiya@atlas.plala.or.jp

4 （株）森緑園 シンリョクエン 三澤　　隆 360-0801 熊谷市中奈良345-3 048-521-5214 048-525-6371 sinryoku@beige.ocn.ne.jp http://www.myfavorite.bz/shinryokuen/pc/index.html

5 （有）小林造園 コバヤシゾウエン 小林　　栄 361-0001 行田市北河原1273 048-557-0731 048-557-3484 koba-h@mub.biglobe.ne.jp

6 三島造園（有） ミシマゾウエン 三島　　務 361-0016 行田市藤原町2-11-10 048-556-6653 048-554-7842 mishima-zoen@mpd.biglobe.ne.jp

7 有隣興業（株） ユウリンコウギョウ 市川　牧彦 368-0024 秩父市上宮地町22-25 0494-22-0210 0494-22-5764 tomoji_iizuka@yurin-kogyo.co.jp http://www.yurin-kogyo.co.jp/

8 （株）児玉造園土木 コダマゾウエンドボク 田島　　優 367-0225 本庄市児玉町飯倉228-1 0495-72-0385 0495-72-0598 kodama-z@eos.ocn.ne.jp

9 （株）清香園 セイコウエン 阪上清之介 367-0026 本庄市朝日町3-22-4 0495-22-3414 0495-22-3808 seikouen@olive.ocn.ne.jp http://www.seiko-en.co.jp

10 朝日緑化土木（株） アサヒリョクカドボク 村岡　利家 355-0072 東松山市大字石橋1632 0493-23-7311 0493-24-0062 mbkbm534@ybb.ne.jp

11 国土緑工（株） コクドリョクコウ 高木　俊之 355-0076 東松山市下唐子1429-25 0493-22-1476 0493-24-5986 office@kokudoryokko.co.jp

12 （株）松柳園 ショウリュウエン 栁澤　誠一 355-0002 東松山市大字東平812 0493-24-1131 0493-24-6117 shoryuen@aya.or.jp http://www.aya.or.jp/~shoryuen

13 （株）鈴木造園 スズキゾウエン 鈴木　　勲 355-0035 東松山市古凍1118-6 0493-24-0033 0493-24-7178 k-s.zuen@crux.ocn.ne.jp

14 アート緑化土木（株） アートリョクカドボク 岩﨑　雅樹 355-0063 東松山市元宿1-5-3 0493-34-3203 0493-35-0135 mail@art-ryokkadoboku.co.jp

15 小岩造園土木（株） コイワゾウエンドボク 小柳二三夫 355-0018 東松山市松山町1-7-6 0493-22-4455 0493-24-7881 koyanagi-f@koiwa-zouen.jp

28 吉村造園（株） ヨシムラゾウエン 吉村　哲詞 365-0058 鴻巣市北中野92-6 048-596-5155 048-577-8222 yoshimura-zouen@xqb.biglobe.ne.jp https://yoshimura-zouen.com

16 浅見緑地建設（株） アサミリョクチケンセツ 浅見　榮市 369-1105 深谷市本田4360 048-583-4991 048-583-4816 agc@atlas.plala.or.jp

17 （株）新井緑地建設 アライリョクチケンセツ 新井眞智子 366-0815 深谷市大字櫛引123-1 048-573-2221 048-571-5581 info@arairyokuchi.com http://arairyokuchi.c.ooco.jp

18 齊藤造園（有） サイトウゾウエン 齊藤　一樹 366-0801 深谷市上野台3248-6 048-571-6745 048-572-6651 saito-la@siren.ocn.ne.jp

19 （株）篠原造園 シノハラゾウエン 篠原　浩史 366-0815 深谷市櫛引41-1 048-571-3850 048-573-7150 office@shinohara-ls.co.jp

20 （株）武井農場 タケイノウジョウ 武井　聖命 366-0814 深谷市大谷578 048-572-1815 048-573-6015 st.life5657@nifty.com

21 トップグリーン（株） トップグリーン 吉岡　和紀 366-0006 深谷市血洗島406-1 048-587-2730 048-587-4607 topg@k5.dion.ne.jp

22 （株）日本グリーン企画 ニホングリーンキカク 武蔵　憲二 366-0811 深谷市大字人見479-4 048-572-8441 048-572-4272 green634@ps.ksky.ne.jp http://green634.co.jp

23 （株）花園グリーンサービス ハナゾノグリーンサービス 竹花裕美子 369-1242 深谷市北根517 048-584-4051 048-584-0109 hanazono-green@soleil.ocn.ne.jp https://www.hanazono-green.com

24 （株）美昌園 ビショウエン 伊豫部捷功 369-1241 深谷市武蔵野3378 048-584-4451 048-584-3454 bishoen@cronos.ocn.ne.jp

25 （株）松葉園 マツバエン 平井てる子 366-0814 深谷市大谷2910-5 048-573-2157 048-573-2502 hirai-17@siren.ocn.ne.jp

26 （株）中村植産造園 ナカムラショクサンゾウエン 中村信太郎 363-0027 桶川市川田谷5190-1 048-787-0147 048-787-0200 nakasｙoku@ams.odn.ne.jp http://www2.odn.ne.jp/nakasyoku

27 （株）矢口造園 ヤグチゾウエン 矢口光太郎 364-0003 北本市古市場2-2６６ 048-591-4593 048-591-7856 mail@yaguchi-zoen.co.jp http://www.yaguchi-zoen.co.jp

29 森林公園観光（株） シンリンコウエンカンコウ 長島　晃司 355-0803 比企郡滑川町大字福田2914-1 0493-56-2584 0493-56-3546 sinrin@jeans.ocn.ne.jp

30 （有）山口造園 ヤマグチゾウエン 山口　武夫 350-0162 比企郡川島町正直729 049-297-1346 049-297-1392 info@yamaguchi-zouen.com https://yamaguchi-zouen.com

31 北荒川緑地（株） キタアラカワリョクチ 三村　秀男 355-0105 比企郡吉見町大字上砂318 0493-54-4711 0493-54-5230 kitaarakawa@ak.wakwak.com

32 （株）髙橋造園 タカハシゾウエン 髙橋功太郎 368-0101 秩父郡小鹿野町下小鹿野27 0494-75-0537 0494-75-1167 takahasi@chichibu.ne.jp

33 （株）田嶋造園土木 タジマゾウエンドボク 田嶋　　茂 368-0101 秩父郡小鹿野町下小鹿野135 0494-75-0531 0494-75-3606 tajima-g@amber.plala.or.jp

34 （有）山伍造園土木 ヤマゴゾウエンドボク 塩田　茂夫 369-1203 大里郡寄居町寄居849-4 048-581-0898 048-581-4011 yamago@basil.ocn.ne.jp
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