
■ 茨城県支部

分会（会員）名 郵便番号 住所 TEL FAX

土浦分会 300-0051
土浦市真鍋6-5-25
木村造園内

029-823-4084 029-823-4084

営総分会 302-0104
守谷市久保ヶ丘2-6-7
㈲小林造園内

0297-48-3660 0297-20-6560

稲敷分会 300-1423
稲敷市太田598
希望園内

0297-87-4159 0297-87-4182

下妻分会 300-2703
常総市小保川1317-1
渡辺造園内

0297-42-3811 0297-42-3811

石岡分会 315-0001
石岡市大字石岡10209-1
小桜造園内

0299-23-0400 0299-23-0460

水海道分会 300-2506
常総市三坂町629
イリヤマ造園内

0297-22-9370 0297-22-9371

水戸分会 309-1703
笠間市鯉淵6241-42
㈱大平造園土木内

0296-77-3021 0296-77-3456

常陸分会 311-0103
那珂市横堀660
㈱中庭造園土木

029-298-3291 029-295-8250



■ 茨城県支部　土浦分会

氏名 事業所名 郵便番号・住所 TEL FAX

飯泉　敏夫 飯泉造園
〒300-0051
土浦市真鍋6-6-52

029-824-9055 029-824-9253

岩井　瀞治 ㈲岩井造園
〒300-0835
土浦市大岩田町1504-3

029-821-4035 029-821-4035

木村　良昭 庭健木村造園
〒300-0051
土浦市真鍋6-5-25

029-823-4084 029-823-4084

小松崎　定男 定松園
〒300-0135
かすみがうら市加茂4242

029-897-1737 029-897-0930

澤邊　賢一 ㈲日の出ガーデン
〒305-0047
つくば市千現1-18-12

029-851-2670 029-851-3700

染谷　文男 染谷造園㈱
〒300-0333
稲敷郡阿見町若栗3418-27

029-887-1504 029-887-1505

橋本　純一 橋本造園土木㈱
〒305-0043
つくば市大角豆2021-36

029-851-2547 029-852-6877

長谷川　正浩 長谷川造園
〒315-0043
石岡市中津川702

0299-23-1594 0299-23-1594

山中　岩男 山中造園
〒300-0024
土浦市田村町935-2

029-828-1141 029-828-1141



■ 茨城県支部　常総分会

氏名 事業所名 郵便番号・住所 TEL FAX

飯田　昌吾 ㈱飯田造園
〒300-2422
つくばみらい市古川1404-3

0297-52-4450 0297-52-4405

川上　一夫 ㈱川上農場
〒300-2353
つくばみらい市小張4041

0297-58-6518 0297-58-3179

小林　巌 ㈲三美園
〒302-0123
守谷市乙子448

0297-45-1140 0297-45-1087

小林　文明 ㈲小林造園
〒302-0104
守谷市久保ヶ丘2-6-7

0297-48-3660 0297-20-6560

染谷　林二 ㈲染谷ガーデン
〒302-0117
守谷市野木崎1354-1

0297-48-4955 0297-48-4965

高田　信也 ㈲東関東植物園
〒300-2306
つくばみらい市南太田756

0297-58-6142 0297-58-6105

田中　一宏 田中造園
〒300-1542
取手市神住228

0297-85-8630 0297-85-8630

奈幡　富洋 ㈱山富造園
〒302-0109
守谷市本町7230

0297-48-4817 0297-45-5000

松村　壽郎
㈱寿悦園
グリーンビジネス

〒300-2337
つくばみらい市谷井田751

0297-58-0785 0297-58-6948

間宮　孝 間宮園芸
〒300-2335
つくばみらい市上平柳66

0297-58-6674 0297-58-6674

横田　重夫 ㈲横田園
〒300-2404
つくばみらい市南924-2

0297-52-5810 0297-52-4177



■ 茨城県支部　稲敷分会

氏名 事業所名 郵便番号・住所 TEL FAX

海老原　美之 海老原造園
〒301-0005
竜ヶ崎市川原代町2326

0297-66-4483 0297-66-6659

菊池　俊克 ㈲三笠園
〒314-0031
鹿島市宮中2-5-19

0299-82-0109 0299-84-5163

関川　兵庫 ㈱関川殖産園
〒300-0622
稲敷市神宮寺2261

029-894-2433 029-894-4018

内藤　勝美 ㈲希望園
〒300-1424
稲敷市下太田598

0297-87-4159 0297-87-4182

本田　正夫 ㈱ホンダ
〒300-0522
稲敷市蒲ヶ山42-19

029-892-1698 029-892-6834



■ 茨城県支部　下妻分会

氏名 事業所名 郵便番号・住所 TEL FAX

阿部　実 阿部造園㈲
〒304-0051
下妻市字小島707-1

0296-44-4086 0296-43-5978

猪瀬　浩一郎 ㈲猪瀬造園土木
〒300-2741
常総市国生1449

0297-42-3738 0297-42-8186

中川　英一 中川造園
〒300-2717
常総市東野原48

0297-42-5315 0297-42-8554

横島　正利 ㈱関城造園
〒308-0124
筑西市関本肥土362

0296-37-3195 0296-37-4323

渡辺　健治 渡辺造園
〒300-2703
常総市小保川1317-1

0297-42-3811 0297-42-3811



■ 茨城県支部　石岡分会

氏名 事業所名 郵便番号・住所 TEL FAX

飯島　英一 小桜造園
〒315-0009
石岡市大砂10209-1

0299-23-0400 0299-23-0460

磯部　英明 磯部造園
〒315-0041
石岡市田島2-1-27

0299-22-5025 0299-23-0551

田山　敏浩 杉並造園土木㈱
〒315-0001
石岡市石岡2285-6

0299-23-8887 0299-23-8890



■ 茨城県支部　水海道分会

氏名 事業所名 郵便番号・住所 TEL FAX

荒木　裕一 裕樹造園
〒300-2511
常総市花島町2127-3

0297-24-0017 0297-24-0017

入山　孝司 イリヤマ造園
〒300-2506
常総市三坂町629

0297-22-9730 0297-22-9731

斉藤　清 ㈲都造園
〒303-0041
常総市豊岡町丙3683

0297-24-0873 0297-24-0340

林　浩行 ㈲つくばガーデナー
〒303-0002
常総市相野谷町87-35

0297-23-1216 0297-23-1216

古谷　隆 ㈱古谷植物園
〒303-0041
常総市豊岡町乙1591

0297-24-0190 0297-24-3553

堀越　健太郎 ㈲堀越農園
〒303-0034
常総市水海道天満町1806

0297-22-2895 0297-23-2400



■ 茨城県支部　水戸分会

氏名 事業所名 郵便番号・住所 TEL FAX

阿部　健太郎 阿部造園
〒310-0841
水戸市酒門町4638-2

029-247-7006

石橋　健志 庭 志
〒315-0121
石岡市真家2502-138

0299-46-5112

稲石　将人 稲石造園
〒310-0836
水戸市元吉田町2169-5

029-246-0134 029-246-0134

江幡　廣志 ㈲エバタ造園
〒311-4203
水戸市上国井町1594

029-239-6322 029-239-6493

㈱大平造園土木
〒309-1703
笠間市鯉淵6241-42

0296-77-3021 0296-77-3456

 和風洋風庭園作庭処。詳しくはホームページをご覧ください。

岡村　繁 庭＋One
〒315-0012
石岡市北府中2-1-4

0299-56-6585 0299-56-6282

佐藤　尚文 尚志園
〒311-1501
鉾田市舟木132-22

0291-36-4656 0291-36-4656

添田　勉 グリーンアース
〒319-0134
小美玉市納場888-40

0299-46-2515 0299-46-2515

新島　英夫 ㈲成樹園
〒310-0853
水戸市平須町1846

029-241-0238 029-241-6755

橋本　拓也 ㈱橋本農園
〒319-1105
那珂郡東海村豊岡466

029-282-2388 029-287-0618

深作　俊一 深作造園
〒319-0108
小美玉市先後507

0299-48-3323 0299-48-3323

細谷　浩隆 ㈲細谷造園
〒311-3115
東茨城郡茨城町前田255

029-292-3023 029-292-3023

森村　誠司 モリムラゾウエン
〒319-0123
小美玉市羽鳥2738-281

0299-46-5595 0299-46-5595

安蔵　博行 ㈱高砂造園
〒310-0903
水戸市堀町2303

029-251-9157 029-251-9147

横手　勇人 ㈲横手造園
〒309-1722
笠間市平町2019

0296-77-1311 0296-78-3575

米川　暢彦 ㈱夏海造園
〒311-1313
東茨城郡大洗町成田町52

029-267-2284 029-266-3746

大平　晶



■ 茨城県支部　常陸分会

氏名 事業所名 郵便番号・住所 TEL FAX

石井　雄大 喜楽園
〒319-2213
常陸大宮市小祝1719

0295-74-0429 0295-74-0429

市毛　秀則 ㈱市毛造園
〒311-1131
水戸市下大野町6539

029-269-2645 029-269-2240

河合　篤博 ㈲河合造園
〒319-1221
日立市大みか町7-6-27

0294-52-3616 0294-54-3337

郡司　雅夫 みやび総建
〒319-1116
那珂郡東海村舟石川駅西3-12-16 B205

029-287-3191 029-287-3191

小林　功 ㈲小林農園
〒319-1412
日立市折笠町719

0294-43-5193 0294-43-4128

中庭　隆夫 ㈱中庭造園土木
〒311-0103
那珂市横堀660

029-298-3291 029-295-8250

萩庭　克一 ㈲萩庭造園
〒319-1221
日立市大みか町3-7-13

0294-52-5903 0294-52-5913


