東部支部
支部長：（株）石原造園土木

石原

保

社名

カナ

代表者

〒番号

住所

電話番号

FAX

E-mail

URL

一光

336-0912 さいたま市緑区馬場2-8-5

048-874-2183 048-874-0959 ishizo1@titan.ocn.ne.jp

磯部

武

337-0021 さいたま市見沼区膝子885

048-683-4495 048-686-3719 info@y-irs.co.jp

今井

正一

336-0923 さいたま市緑区大間木3-26-1

048-874-3977 048-874-4359 imai-zouen-doboku@nifty.com

ウエキン

吉田

千秋

338-0002 さいたま市中央区下落合1069

048-831-9678 048-831-9939 uekin@rouge.plala.or.jp

https://www.uekin.com

5 （株）内田緑化興業

ウチダリョクカコウギョウ

内田

香

336-0926 さいたま市緑区東浦和1-21-3

048-875-1777 048-875-1811 office@uchida-ryokka.co.jp

http://www.uchida-ryokka.co.jp

6 （株）浦和植物園

ウラワショクブツエン

土屋

貴光

336-0932 さいたま市緑区中尾1440-6

048-873-3015 048-874-6747 urashoku@dream.ocn.ne.jp

http://www.urashoku.co.jp

7 （有）浦和正光園

ウラワセイコウエン

小田原

淳

330-0053 さいたま市浦和区前地1-1-3

048-883-3385 048-887-5532 mail@urawa-seikouen.co.jp

8 （有）沖乃郷造園

オキノゴウゾウエン

守屋

正史

337-0024 さいたま市見沼区片柳1-178

048-683-5041 048-686-7841 okinogou-kazu-masa@blue.ocn.ne.jp

9 （株）神田造園

カンダゾウエン

神田

修一

339-0027 さいたま市岩槻区大字尾ヶ崎1104

048-798-0916 048-798-5972 kanda-zouen@crux.ocn.ne.jp

10 （株）光風園

コウフウエン

小林

文武

337-0024 さいたま市見沼区片柳2-76-1

048-796-5261 048-796-5263 kofuen@kofuen.co.jp

11 （株）小久保園

コクボエン

小久保岳彦

336-0962 さいたま市緑区下野田442

048-878-2341 048-878-3608 info@kokuboen.com

12 （株）坂本造園

サカモトゾウエン

坂本

337-0026 さいたま市見沼区染谷1346

048-684-5489 048-684-5804 sakamoto.zouen@ia6.itkeeper.ne.jp

13 （有）松月園

ショウゲツエン

小井川光宏

330-0071 さいたま市浦和区上木崎2-4-23 048-831-9293 048-824-8351 syougetuen@ec4.technowave.ne.jp

14 （株）春秋園

シンシュウエン

岡田

清

337-0026 さいたま市見沼区染谷1501

15 （有）大成造園

タイセイゾウエン

須永

純代

337-0051 さいたま市見沼区東大宮6-7-14 048-683-7738 048-683-1739 info@taiseizouen.co.jp

16 （株）東農園

トウノウエン

中村

国雄

336-0922 さいたま市緑区大牧1372

048-873-7373 048-874-1923 office@tonoen.co.jp

17 （株）保坂造園土木

ホサカゾウエンドボク

髙橋

正夫

330-0071 さいたま市浦和区上木崎7-13-21

048-831-9285 048-825-7165 ichigen.2482@za.wakwak.com

18 （株）八雲造園

ヤグモゾウエン

三枝

和男

337-0026 さいたま市見沼区染谷1-211

048-683-3112 048-684-7633 info@yakumo-zouen.com

19 （株）柳沢ガーデン

ヤナギサワガーデン

柳澤

和豊

337-0053 さいたま市見沼区大和田町2-1470 048-686-0011 048-686-0009 garden@yanagisawagarden.com

20 （有）山木園

ヤマキエン

鈴木

正

21 （株）緑栄

リョクエイ

堀江

貞夫

22 （株）大川緑地開発

オオカワリョクチカイハツ

大川

23 （株）大利根造園

オオトネゾウエン

24 （株）栗原造園

1 （株）石井造園

イシイゾウエン

石井

2 （有）磯部緑化総業

イソベリョクカソウギョウ

3 今井造園土木（株）

イマイゾウエンドボク

4 （有）植金

茂明

048-683-5491 048-683-7828 info@shinsyuen.co.jp

http://www.ohkuni.co.jp

http://www.tonoen.co.jp

337-0015 さいたま市見沼区蓮沼127

048-684-9273 048-686-9104 yamakien@peach.ocn.ne.jp

336-0972 さいたま市緑区中野田1105-3

048-878-1805 048-878-6044 ryokuei@apricot.ocn.ne.jp

衛

347-0006 加須市上三俣1911

0480-68-5088 0480-68-6084 o.ryutarou@ookawaniwashi.com

http://www.ookawaniwashi.com

田上

清

349-1152 加須市弥兵衛202

0480-72-5536 0480-72-2687 yahee202@poppy.ocn.ne.jp

https://tonezou.com

クリバラゾウエン

栗原

良貴

349-1156 加須市細間1118

0480-72-3849 0480-72-5509 hazime@msa.biglobe.ne.jp

25 （株）つかさグリーン建設

ツカサグリーン

關口

雅俊

347-0102 加須市日出安433-1

0480-73-1329 0480-73-2577 info@tsukasa-green.co.jp

26 （有）アーバン緑化

アーバンリョッカ

新井

秀幸

344-0102 春日部市西宝珠花258-1

048-748-1664 048-748-1673 h.arai@urban-ryokuka.co.jp

27 （株）石原造園土木

イシハラゾウエンドボク

石原

保

344-0132 春日部市神間653

048-748-0825 048-748-1186 ishihara@izds.co.jp

28 （株）榎本緑化センター

エノモトリョクカセンター

榎本

裕樹

344-0041 春日部市増富622-2

048-754-0744 048-761-9688 enomoto-ryokuka@ia6.itkeeper.ne.jp

29 東武環境サービス（有）

トウブカンキョウサービス

梅澤

吉勝

344-0006 春日部市八丁目213-1

048-754-3306 048-754-6367 umezawa@tobu-kankyou.com

30 （株）緑商

リョクショウ

佐藤征四郎

344-0059 春日部市西八木崎2-9-34

048-753-3060 048-763-7661 ryokusho1_t@crest.ocn.ne.jp

31 （株）金子造園

カネコゾウエン

金子

重弥

348-0043 羽生市桑崎806-1

048-561-2649 048-563-1154 kaneko-z@ps.ksky.ne.jp

32 （株）関造園土木

セキゾウエンドボク

関

和幸

346-0022 久喜市下早見570-3

0480-23-5840 0480-22-4045 sekizouen@hkg.odn.ne.jp

33 （株）高山造園

タカヤマゾウエン

髙山

保

346-0023 久喜市太田袋848

0480-21-3370 0480-21-6562 takazou@yg8.so-net.ne.jp

34 （株）菊池造園土木

キクチゾウエンドボク

菊池

現

349-0115 蓮田市蓮田3-17

048-768-3431 048-768-3926 z.kikuti-321@ia6.itkeeper.ne.jp

35 （株）北島ソリューション

キタジマソリューション

北島

清司

349-0122 蓮田市上2-5-4

048-768-0271 048-769-6530 kitajima@kitazo.co.jp

36 （株）中山庭園

ナカヤマテイエン

中山

道明

349-0102 蓮田市江ヶ崎1952

048-768-2026 048-768-9884 snb75176@nifty.com

http://www.tsukasa-green.co.jp

http://www.izds.co.jp

http://www.tobu-kankyou.com

http://www.ksky.ne.jp/~kaneko-z/

