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（株）カネサ園 ｶﾈｻｴﾝ 澤口浩美 373-0025 太田市熊野町19番1号 0276-22-3575 0276-25-2028 kanesa@mti.biglobe.ne.jp

（有）川島植物園 ｶﾜｼﾏｼｮｸﾌﾞﾂｴﾝ 川島良則 374-0067 館林市岡野町231番地 0276-72-1940 0276-73-8319 y.kawashima@iris.ocn.ne.jp

（株）共栄緑化 ｷｮｳｴｲﾘｮｯｶ 須永修平 373-0853 太田市浜町73番12号 0276-46-3255 0276-46-3242 ota@kyoei-r.co.jp ○

（株）クツカタ ｸﾂｶﾀ 野口一雄 379-2304 太田市大原町2237番地15 0277-78-2050 0277-78-2004 kutsukata@rouge.plala.or.jp

　熊倉造園土木（株） ｸﾏｸﾗｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ 熊倉幹夫 374-0042 館林市近藤町2899-14 0276-75-1188 0276-75-1191 kumakura-zouen@nifty.com

（株）山　　　晃 ｻﾝｺｳ 山田篤志 373-0806 太田市龍舞町4685-3 0276-46-2762 0276-49-0150 ay3501@nifty.com

（株）新栄造園 ｼﾝｴｲｿﾞｳｴﾝ 石川吉治 374-0046 館林市上三林町1592番地乙-1 0276-73-4197 0276-72-6840 k-shinei@po.wind.ne.jp ○

（株）東毛造園土木 ﾄｳﾓｳｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ 高橋俊之 370-0501 邑楽郡千代田町福島642 0276-86-2423 0276-86-5188 tomols@khaki.plala.or.jp

（株）野村造園土木 ﾉﾑﾗｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ 野村宣栄 370-0504 邑楽郡千代田町舞木165番地1 0276-86-3641 0276-86-5921 nzooenco@maple.ocn.ne.jp

　増尾造園土木（株） ﾏｽｵｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ 増尾雅樹 370-0615 邑楽郡邑楽町大字篠塚2939番地 0276-88-3237 0276-89-0752 masuozouen_kk@tkcnet.ne.jp

（株）松島造園土木 ﾏﾂｼﾏｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ 松島和正 373-0042 太田市宝町871番地 0276-31-6390 0276-31-4803 kazumasa@crux.ocn.ne.jp

（株）丸善造園土木 ﾏﾙｾﾞﾝｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ 小沢正佳 373-0022 太田市東金井町1880番地 0276-22-1801 0276-26-0217 maruzen@wave.plala.or.jp

（株）山梅 ﾔﾏｳﾒ 山田通明 373-0024 太田市上小林町226番地 0276-22-8551 0276-25-6372 sales@yamaume.co.jp ○

（株）山田植物園 ﾔﾏﾀﾞｼｮｸﾌﾞﾂｴﾝ 山田　進 373-0811 太田市安良岡町395番地1 0276-22-6007 0276-22-6702 info@g-earth.net ○

（株）金山園 塚本将成 373-0842 太田市細谷町124-2 0276-32-3715 0276-32-3605

　丸粂造園(株) 大澤善昭 370-0503 邑楽郡千代田町赤岩2561 0276-86-3251 0276-86-3438

（株）群馬緑営 大澤美枝子 370-0501 邑楽郡千代田町福島442-1 0276-86-2428 0276-86-4888

（株）森緑造園土木 高橋光弘 370-0501 邑楽郡千代田町福島642-45 0276-86-2170 0276-86-6285

（有）君島造園 君島静夫 370-0505 邑楽郡千代田町新福寺455-1 0276-86-2852 0276-86-2630
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（有）青木造園 ｱｵｷｿﾞｳｴﾝ 青木慎二 379-2116 前橋市今井町687 027-268-3973 027-268-3974 aokizouen@vanilla.ocn.ne.jp

　赤城グリーン（株） ｱｶｷﾞｸﾞﾘｰﾝ 荻原 健 371-0134 前橋市小神明町459番地 027-231-0857 027-231-0866 akagicom@muse.ocn.ne.jp ○

（株）菊地造園土木 ｷｸﾁｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ 菊地章博 372-0802 伊勢崎市田中島町1421番地5 0270-23-7482 0270-23-5652 info@kikuchi-zoen.co.jp

（株）群馬清風園 ｸﾞﾝﾏｾｲﾌｳｴﾝ 木暮一広 371-0047 前橋市関根町1－７－14 027-231-3863 027-233-3953 gseifuen@pastel.ocn.ne.jp ○

　群馬緑化（株） ｸﾞﾝﾏﾘｮｯｶ 岡田友子 371-0036 前橋市敷島町248番地13 027-219-4193 027-219-4194 gunmaryokka.okada@nifty.com

（株）小泉農園 ｺｲｽﾞﾐﾉｳｴﾝ 小泉雄作 379-2147 前橋市亀里町147番地1 027-265-0594 027-265-4482 koizumi@xp.wind.jp ○

　山紅緑地(株) ｻﾝｺｳﾘｮｸﾁ 栗原良治 371-0121 前橋市金丸町232番地 027-269-0250 027-269-0098 sankouryokuchi-155@rainbow.plala.or.jp

　昭和造園土木（株） ｼｮｳﾜｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ 石橋修一 371-0241 前橋市苗ヶ島町858 027-283-2363 027-283-2399 office@syowa-z.jp ○

（株）高橋造園土木 ﾀｶﾊｼｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ 高橋副二 371-0121 前橋市金丸町38番地 027-269-3510 027-269-2132 akagi@rose-berry.com ○

（株）中村造園 ﾅｶﾑﾗｿﾞｳｴﾝ 中村一博 371-0103 前橋市富士見町小暮2476-20 027-288-2086 027-288-6306 nakamurazouen@nakamurazouen.com ○

　萩原造園土木（株） ﾊｷﾞﾜﾗｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ 萩原信弥 370-1103 佐波郡玉村町樋越460-2 0270-65-2757 0270-65-3781 greenan@apricot.ocn.ne.jp ○

（株）英　造園 ﾊﾅﾌﾞｻｿﾞｳｴﾝ 町田伸行 379-2123 前橋市山王町一丁目38-5 027-266-8723 027-267-0120 hanabusa@atlas.plala.or.jp

（株）治田造園土木 ﾊﾙﾀｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ 治田貴典 379-1203 利根郡昭和村大字糸井7612番地の1 0278-24-7356 0278-24-7978 harutazoen@po.kannet.ne.jp

　前橋園芸（株） ﾏｴﾊﾞｼｴﾝｹﾞｲ 中村敬太郎 379-2147 前橋市亀里町201-1 027-265-3131 027-265-3132 info＠m‐engei.co.jp ○

（有）藤井造園 ﾌｼﾞｲｿﾞｳｴﾝ 藤井明人 371-0048 前橋市田口町567-1 027-232-8856 027-232-2644 akihito@orion.ocn.ne.jp

（有）富士造園 ﾌｼﾞｿﾞｳｴﾝ 北爪　満 371-0104 前橋市富士見町時沢3135 027-288-4027 027-288-6490 fujizouen@aj.wakwak.com

（有）双葉造園 ﾌﾀﾊﾞｿﾞｳｴﾝ 茂木一彦 371-0847 前橋市大友町3丁目14番地9号 027-252-4128 027-253-3513 fu4ta1ba28-km@rainbow.plala.or.jp

　群馬建苗（株） ｸﾞﾝﾏｹﾝﾋﾞｮｳ 今井秀人 371-0001 前橋市荻窪町426-3 027-269-0421 027-269-0416

（有）富田造園土木 ﾄﾐﾀｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ 富田恭躬 379-2117 前橋市二之宮町1068 027-268-0782 027-268-5244

　紅陵造園(株) ｺｳﾘｮｳｿﾞｳｴﾝ 山宮　衛 370-3573 前橋市青梨町1617-1 027-251-9917 027-251-9993 customer＠koryo-lg.com
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（有）安中造園 ｱﾝﾅｶｿﾞｳｴﾝ 川原田和広 379-0103 安中市中秋間1528-1 027-382-1610 027-382-5397 als@amber.plala.or.jp

　飯塚緑地（株） ｲｲﾂﾞｶﾘｮｸﾁ 飯塚　勝 377-0206 渋川市横堀775番地 0279-53-3648 0279-53-3694 general@ryokuti.com ○

（有）神戸造園 ｶﾝﾍﾞｿﾞｳｴﾝ 神戸和徳 370-2603 甘楽郡下仁田町大字馬山4141-34 0274-82-5760 0274-82-5011 info@kanbe-zouen.com ○

　群馬庚申園（株） ｸﾞﾝﾏｺｳｼﾝｴﾝ 山口雄資 375-0023 藤岡市本郷820-9 0274-23-2826 0274-23-2967 office@kousinen.com

（株）しみづ農園 ｼﾐﾂﾞﾉｳｴﾝ 清水一秋 370-0035 高崎市柴崎町1563番地 027-352-2244 027-352-2236 mail@shimidzu.jp ○

　多野造園土木（株） ﾀﾉｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ 田中広幸 370-2134 高崎市吉井町塩川13番地 027-387-5955 027-387-6818 tanozouen@xp.wind.jp

　中央群馬工業（株） ﾁｭｳｵｳｸﾞﾝﾏｺｳｷﾞｮｳ 大山　安 370-3517 高崎市引間町42-2 027-373-1252 027-372-1977 chuogun@jasmine.ocn.ne.jp ○

　新田造園土木（株） ﾆｯﾀｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ 新田元大 370-1402 藤岡市譲原1383-1 0274-52-2198 0274-52-2155 nittazouendoboku@nifty.com

（株）八木造園 ﾔｷﾞｿﾞｳｴﾝ 岩崎重雄 370-0011 高崎市京目町1197番地 027-352-8482 027-353-1558 yagizouen@muh..biglobe.ne.jp ○

　櫻　造園（株） 櫻井幹男 379-0116 安中市安中1819 027-381-0144 027-382-5210

（株）白石植物園 白石　修 370-2307 富岡市藤木232 0274-62-3091 0274-62-3089

（株）藤松睦 茂木桂子 370-1504 多野郡神流町大字万場56-1 0274-57-2324 0274-57-2277
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