
（一社）埼玉県造園業協会会員名簿

南部支部

支部長：東洋ランテック（株）　森川　昌紀

社名 カナ 代表者名 〒番号 住所 電話 FAX E-mail URL

1 旭園芸（株） アサヒエンゲイ 青葉美代子 334-0058 川口市大字安行領家203-2 048-296-1152 048-296-0157 eigyou@asahiengei.jp

2 安行園芸（株） アンギョウエンゲイ 宇田川　謙 334-0058 川口市大字安行領家307 048-295-1990 048-295-1992 an-engei@gray.plala.or.jp http://www.angyo-e.com/

3 （株）枝堀園 エダボリエン 朝倉　　勇 333-0817 川口市戸塚南3-15-37 048-295-1439 048-295-2081 edabori@sainet.or.jp

4 （株）大熊造園 オオクマゾウエン 大熊　雄二 334-0059 川口市大字安行92 048-296-2257 048-294-2875 info@okumazoen.jp http://www.okumazoen.jp

5 大西園植木（株） オオニシエンウエキ 川田　好男 334-0063 川口市大字東本郷1193-1 048-281-2360 048-285-7162 onishien@guitar.ocn.ne.jp http://www9.ocn.ne.jp/~onishien/

6 （有）霧島園 キリシマエン 早船　高弘 333-0815 川口市北原台2-7-24 048-296-0588 048-294-3023 kirisimaen@poppy.ocn.ne.jp

7 （株）埼玉植木 サイタマウエキ 簑口　英信 334-0801 川口市東川口1-18-1 048-296-0036 048-296-0094 k-s-ueki@chive.ocn.ne.jp

8 埼玉グリーンサービス（株） サイタマグリーンサービス 藤原　英樹 334-0059 川口市大字安行497-7 048-295-3733 048-295-3589 sgsdesk50@zpost.plala.or.jp

9 （株）埼玉植物園 サイタマショクブツエン 岩澤　　勤 334-0002 川口市鳩ヶ谷本町3-23-4 048-281-0124 048-284-9284 saisyok4@abeam.ocn.ne.jp http://www.saitama-shokubutsuen.com

10 （株）サクラギ サクラギ 桜木　　正 334-0065 川口市大字前野宿255 048-281-7590 048-281-7593 kabu-sakuragi@wine.ocn.ne.jp

11 鈴木造園（株） スズキゾウエン 鈴木　利幸 334-0057 川口市大字安行原2722 048-281-3315 048-281-0073 suzuki_z@f3.dion.ne.jp

12 （株）庭研 テイケン 田村　正雄 333-0846 川口市南前川1-12-22 048-253-4511 048-253-4515 info@tei-ken.co.jp http://www.tei-ken.co.jp/

13 （株）テラヤマ テラヤマ 寺山　樹生 333-0817 川口市戸塚南2-1-40 048-295-0909 048-295-0077 terayama-zouenbu@abelia.ocn.ne.jp http://www.terayama.jp

14 （有）東洋植物園 トウヨウショクブツエン 高橋　徹也 334-0051 川口市大字安行藤八300 048-296-1646 048-294-9759 info@east-ocean.co.jp

15 東洋ランテック（株） トウヨウランティック 森川　昌紀 333-0864 川口市柳根町16-24 048-266-2188 048-261-3368 info@toyolantec.co.jp http://www.toyolantec.co.jp

16 中田造園（株） ナカダゾウエン 中田　高次 334－0059 川口市大字安行295 048-296-6155 048-294-5620 post@nakadazoen.co.jp http://nakadazoen.co.jp/

17 （株）八廣園 ハチコウエン 渡邉　　進 333-0813 川口市大字西立野187 048-296-3311 048-296-3277 s-watanabe@hachikouen.co.jp http://www.hachikouen.co.jp

18 （有）浜野花園 ハマノカエン 濱野　隆次 333-0833 川口市大字西新井宿1191 048-294-2211 048-294-2711 hamano.kaen01@cb.wakwak.com

19 （株）福田農園 フクダノウエン 福田　　敏 333-0825 川口市大字赤山372 048-296-2559 048-294-2458 fuku372@siren.ocn.ne.jp

20 （株）前島植物園 マエシマショクブツエン 前島　孝司 334-0059 川口市大字安行1140 048-296-1726 048-295-9600 maejima@violin.ocn.ne.jp http://www.maejima-gardening.jp

21 （株）横山園芸 ヨコヤマエンゲイ 横山　浩行 334-0057 川口市大字安行原2306 048-296-1986 048-296-1733 yoko1989@wave.plala.or.jp http://www15.plala.or.jp/yoko1989/index.htm

22 （有）北谷造園 キタヤゾウエン 八木下　喜代治 340-0046 草加市北谷3-37-6 048-942-1612 048-943-0451

23 （株）東武園芸 トウブエンゲイ 番場　克巳 343-0856 越谷市谷中町2-105 048-965-0111 048-964-3046 k.bamba@tobu-engei.com http://www.tobu-engei.com

24 （株）中新造園 ナカシンゾウエン 中村　恒見 343-0844 越谷市大間野町1-70 048-986-5622 048-986-1010 nakashinzouen@nifty.com http://nakashin-zouen.jp

25 （株）深野造園 フカノゾウエン 深野　秀樹 343-0025 越谷市大沢1-13-11 048-977-4128 048-977-4114 kkfukano@apricot.ocn.ne.jp http://www.fukano-zouen.jp/

26 （有）桃源園 トウゲンエン 髙橋　和彦 335-0004 蕨市中央3-31-13 048-431-5208 048-431-5247 tougenen@world.ocn.ne.jp

27 大野園芸興業（株） オオノエンゲイコウギョウ 大野　隆司 335-0015 戸田市川岸1-10-5 048-442-9312 048-442-4322 info@oonoengei.jp http://www.h7.dion.ne.jp/~o-la/ueki/profile.html

28 東光ローンコンサルタント（株） トウコウローンコンサルタント 遠藤　征矢 335-0034 戸田市笹目5-31-1 048-421-2225 048-422-2072 mail@toukoulawn.com http://www.toukoulawn.com

29 宮部造園土木（株） ミヤベゾウエンドボク 宮部　政徳 342-0026 吉川市土場366-1 048-982-3842 048-983-3092 miyabe-1@poem.ocn.ne.jp http://www.miyabe-landscape.co.jp
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