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JAさいたま三室
ぐるめ米ランド

048–874–1390

緑区大字三室2203
10:00～16:00　水曜・年末年始定休
米、野菜、果物、各種漬物、花など

八つ頭、大和いも、さといも、さつまいも、紫いもが豊富で、彼岸、お盆用の切り花が
人気です。地元産のお米が１キロから店頭精米にて購入できます。「お米の日」は毎
週火曜日です。お買い得となっていますのでご利用ください。

JAさいたま尾間木
ぐるめ米ランド

048-873-2006

緑区東浦和9-5-12
10:00～16:00　土・日曜・祝日定休
米、野菜、卵、果物、花（切り花・鉢物）、種苗類

尾間木地区特産の八つ頭、さといも等の芋類、四季折々の地元で採れた野菜を豊富に取
り揃えております。お盆、お彼岸は切り花が人気となっております。地元産のお米を１キロから
店頭精米にて購入できます。毎週水曜日は、お米の日でお買い得ですのでご利用下さい。

JA南彩岩槻農産物
直売所「あさつゆの里」

048–798–8311

岩槻区城南4-1-40
9:00～17:00　年中無休（1/１～５休み）
米、季節の野菜、果物、花、植木、加工品

岩槻の生産者が季節の野菜を持ち寄り販売しています。区内生産の特別栽培米
「はくつる舞」もお客様の好みに合わせて店頭精米致します。JA南彩ポイントカー
ド「にじいろ」毎週水曜日はポイント5倍Day!!

大木園芸 048–664–2953

北区別所町56-1
9:00～　11月～12月　不定休
シクラメン、パンジー、ビオラ

長く楽しんでいただけるように心がけています。

相沢園芸 048–683–4319

見沼区膝子584
9:00～17:00　不定休
主に切花、季節の花、ユリ・金魚草･小菊・ひまわりなど

新鮮、長持ちの花が一番のこだわりです。市内直売所でも販売中。来園の際は連
絡をお願いします。宅配は来園時に承ります。
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猪原園芸 048–683–2672

見沼区東宮下830
11月～12月
シクラメン（6号～8号鉢）、ミニシクラメン（2.5号～4号鉢）

長持ちする元気なシクラメン。多品種を栽培し、オリジナル品種もあります。

大島園芸 048–683–6314

見沼区宮ヶ谷塔1-41
9:00～17:00　年中無休　※要問合せ
スイレン、サイネリア、マリーゴールド、ヒマワリ、コスモス、ノースポールなど

季節に合わせた生産をしています。ぜひお問合せください。

カナイヅカ園芸 048–683–1021

見沼区丸ヶ崎1220
9:00～16:00　11月～12月
シクラメン

お世話になったあの方にシクラメンをどうぞ。
お歳暮、ギフト用に多品種ご用意しております。

小島シクラメン園 048–683–1878

見沼区膝子223
11月～12月
シクラメン

親子二代、こだわって栽培しています。

タカヒロ花園 080–1042–7986

見沼区膝子728-1
9:30～16:30　11月下旬から
シクラメン

杉山園芸 048–683–1877

見沼区膝子207
11月中旬～12月下旬
シクラメン

オリジナル芳香シクラメンあります。

森田園芸 048–683–0863

見沼区膝子586
9:00～17:00　年中無休

　 2月～7月、10月～12月
花壇苗(パンジー･葉ボタン･サルビア・ベゴニア・マリーゴールド・ビオラ・ペチュニア 他）、

　 いちご
年間を通して季節毎の花壇苗をご用意してあります。

マツザワ園芸 048–683–1923

見沼区蓮沼1484
9:30～17:00　11月下旬～12月下旬
シクラメン（多品種あり）

珍しい黄色の花や、香りの高い種類などがあります。冬の代表的な花、シクラメン。ク
リスマス、お歳暮、誕生祝、内祝いなどにご贈答用としていかがですか。

小島園芸 048–683–0868

見沼区膝子517
ほぼ年中無休
花壇苗物(ビオラ、ベゴニア、サクラソウ、サイネリア、バーベナ）、

　 栄養系（カリブラコア）施設・露地切花（ストック等）
年間を通して花壇苗を生産しております。お客様のニーズにお応え出来るよう、多品
目の栽培を心がけております。
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（有）黒臼洋蘭園
（らんや大宮本店）

048–685–2211

見沼区染谷1-133
9:00～17:00　お盆、年末年始定休
胡蝶蘭

約2０万株の胡蝶蘭を栽培しております。ミディ胡蝶蘭から大輪まで様 な々種類を
ご用意しており宅配便も取り扱っております。植替え講習や胡蝶蘭アレンジメント
など楽しいイベントを開催しておりますのでぜひご来園下さいませ。駐車場完備
HP:http://kotyou.net
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ノブヒロ園芸 080–3214–4838

見沼区片柳1-135
9:00～17:00　11月中旬～12月末
シクラメン、花壇苗

シクラメンの生産直売を行っています。贈り物にぜひ御利用ください。

笠原園芸 048–873–6201

緑区見沼520
9:00～17:00　不定休
鉢物(シクラメン)、苗木(ブルーベリー、月桂樹、サザンカ、オリーブ 他）

生産販売を主としております。ぜひ、直接見て選んで購入してください。

木村花園 048–799–0523

岩槻区大野島256
9:00～17:00　1月1日～3日定休
ひまわり、アスター、ストック、ヨーロッパ野菜 他

新鮮長持ち、色とりどりの切花をご提供しています。フラワーアレンジ、花束等のラッピ
ング対応もいたします。また、ヨーロッパ野菜も少 あ々ります。ぜひお問合せください。

もとよしバラ園 048–757–2242
（FAX：048-758-7577）

岩槻区平林寺806-7
年間通して販売（電話・FAX・メールで予約をお願いします）
ばらの花束、アレンジメント、ブライダルブーケ、コサージ、

　 かご花、壇上花 他
還暦祝、お誕生日、発表会等にもご利用ください。農林大臣賞受賞歴５回。
ＮＦＤ１級フラワーデザイナーがお作り致します。地方発送も承ります。
6月頃より販売開始します。
詳しくはこちら：http://www5e.biglobe.ne.jp/~motoyosi

浜野園芸 048–798–0953

岩槻区黒谷1916
9:00～17:00　日曜定休　※ご連絡下さい。
２月下旬～３月下旬　サイネリア、マーガレット、その他鉢花

　 ４月中旬～５月下旬　各種POT夏野菜苗
　 ５月上旬～６月中旬　ペチュニア、トレニア、日々草、その他POT花苗
　 ６月下旬～７月　　　入谷朝顔まつり日程迄 アンドンあさがお
　 １０月中旬～１２月下旬　パンジー、ビオラ、ストック、葉ボタン、
　　　　　　　　　　  その他POT花苗
さいたま市の気候の下で育てた苗です。ぜひ皆さんのお庭には、さいたま市産の苗
を植えてください。
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染谷花しょうぶ園 048–683–8787

見沼区染谷2-248
9:00～17:00　6/1～6/30営業
ハナショウブ

　 入園料500円（平日は75歳以上の方は200円）
毎年6月にしょうぶ園を開園しています。
8,000㎡の敷地に20,000株の花が咲き乱れ癒しの場になればと思います。

石井実生園 048–684–2781

見沼区南中丸75
ロウバイまつり：１月中旬～２月上旬（10:00～16:00）

　 ハナミズキまつり：4/20頃の土・日曜日（10:00～16:00）
ハナミズキ、牡丹、ロウバイ、庭木類、ほか年中直売　入園無料

来園予約は不要ですが、まつり以外の日は、お電話いただければ幸いです。
詳しくはHP又はTELでお問合せください。
HP:http://issior.com/hanamizuki/ または、「石井実生園」で検索！

川伸

北区宮原町１丁目
不定休
植木

七里農園

見沼区風渡野770
9:00～17:00
植木、苗木

大原園

緑区間宮674
9:00～17:00
庭のシンボルツリー、花木、垣根用樹、ブルーベリー

ブルーベリー、柿、栗、ユズの果実も販売しています。来園
をお待ちしております。

大門殖産園

緑区大門1271
9:00～17:00　日曜・祝日定休
サルスベリ、ヤナギ類、サクラ類、ボタン、タケ、植木全般

１年生苗から約400年の大きな樹木まであります。
HP:http://daimon-s.biz/

原田植物園

緑区山崎1-15-14
9:00～17:00　日曜定休
植木、野菜苗

植木や苗木の生産販売です。春には野菜苗を取り扱いま
す。第二産業道路山崎交差点そば。

有山緑化繁殖株式会社

岩槻区飯塚1312
8:00～17:00　日曜・祝日定休
米(コシヒカリ)、ブルーベリー、植木全般

Mail:contact@ariyama.net
　

合同会社 清花園

岩槻区南下新井1521
8:00～17:00　年中無休
植木、苗木、花木、果樹

親切丁寧にご説明させていただきます。城南小学校近く
見積無料

有限会社 橘園

岩槻区鹿室1370
8:00～17:00
植木、コシヒカリ（クローバー米）、大豆、ささげ、

　 小豆、ゴマ、さつまいも、八ツ頭、みそ
米は白クローバーを利用し無肥料栽培を、大豆等は
れんげ草を利用し自然農法で栽培しています。
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植物園 植木直売所

アクセス：バスでご来園のお客様は、JR大宮駅東口　高島屋向かい側にありますバス停（６、７）より「中川循環以外
の堀内橋経由」のバスにお乗りください。１０分程度（約２Km）乗り、バス停「中川坂上」で下車してください。バス停

「中川坂上」からは徒歩１分程度です。

当、石井実生園では、ハナミズキ、牡丹、ハンカチの木な
ど「美しく咲いた花をただ散るにまかせていたのではもっ
たいない。せっかくだから、多くの人に観賞していただき
たい。」と思い、ハナミズキ生産農場（畑）を「ハナミズキ
の森」と名付け、無料開放をしています。
まつり期間中、来園予約は必要ありません。開催日以外も
入園可能ですので、お電話でお問合せ下さい。
ハナミズキまつり期間中、お花見しながら、お子様も楽しめ
ます。「かっぱにふくろう、うさぎやかえる…、えんないのあ
ちこちにいるよ。さがしてね。」皆様のご来園をお待ちして
おります。

園主からのメッセージ

048–666–2376（川鍋） 048–685–9040

048–878–0524 048–878–0023

048–873–3594 048–798–6506

048–798–3981 048–794–2555




