
  

 

さいたまの花普及促進協議会 



  

■埼玉県花き園芸組合連合会 

  

 

 

 

  

 

■ 鴻巣市花組合 
連絡先 〒356-8601 鴻巣市中央 1-1 

 鴻巣市環境経済部産業振興課 

電話：048-541-1285 FAX：048-577-8462 

メール：sangyosinko@city.kounosu.saitama.jp 

品目名・商品名 出荷時期など 

パンジー １０～３月 

プリムラ・ジュリアン １０～２月 

マリーゴールド ２～８月 

サルビア ４～９月 

日日草 ４～９月 

プリムラ・ポリアンサ １０～２月 

カーネーション ４月 

カランコエ １年中 

マーガレット ２～６月 

サイネリア １２～３月 

ほか 

  
     パンジー          プリムラ・ジュリアン 

■ 児玉郡市温室鉢物研究会 
連絡先 〒367-0232 児玉郡神川町新里 2376 

 町田方 

電話：090-8809-5489 FAX：0495-77-4538 

 

品目名・商品名 出荷時期など 

ポインセチア １０月下旬～１２月上旬 

アジサイ ４月下旬～６月中旬 

シクラメン ９月下旬～１２月中旬 

マーガレット １月上旬～５月上旬 

カーネーション ４月下旬～５月上旬 

花苗各種 周年 

観葉植物各種 周年 

ほか 

  
   ポインセチア        アジサイ 

■ 埼玉県シクラメン研究会 
連絡先 〒340-0031 草加市新里町 1316 

 鈴木方 

電話：048-925-9342 FAX：048-925-9342 

メール：suzukigardens@gmail.com 

品目名・商品名 出荷時期など 

シクラメン 

 各種、芳香シクラメン 
１１～１月 

ミニシクラメン 

ガーデンシクラメン 
１１～１月 

その他各種花苗 

 パンジー、ペチュニア 

 マリーゴールドなど 

通年 

ほか 

 

  

■ 埼玉県洋蘭生産者組合 
連絡先 〒367-0012 本庄市宮戸 2-2 

 栗田洋蘭園内 花き連担当 

電話：0495-23-1155 FAX：0495-23-4187 

メール：info@orchidnet.or.jp 

品目名・商品名 出荷時期など 

コチョウラン 周年 大輪・中輪・小輪など 

カトレア 周年 

シンビジューム １１～３月 

オンシジューム １０～３月 

 

 

 

 

 

 

   
コチョウラン           カトレア   シンビジューム 

■ 切花・枝物・鉢物・苗物 ■ 



  

■埼玉県花き園芸組合連合会 

  

 

  

■ さいたま市花卉園芸組合 
連絡先 〒330-0072 さいたま市浦和区領家 4-24-16 

 ＪＡさいたま中部統括部営農経済課内 

電話：048-615-2401 FAX：048-615-2403 

メール：n-hirai@saitama.st-ja.or.jp 

品目名・商品名 出荷時期など 

シクラメン １１～１２月 鉢物 

ベゴニア ３～５月 花壇苗 

ペチュニア ３～５月  〃 

マリーゴールド ３～５月  〃 

サイネリア ３～４月 鉢物 

ダリア ４～６月  〃 

枝物各種 季節に応じて 雪柳、桃、ボケなど 

ストック １２～４月 切花 

フリージャ １２～４月  〃 

ユリ １０～７月  〃 

ケイトウ ７～１０月  〃 

野菜苗 ３～５月 苗物       ほか 

シクラメン ボケ 

■ 菖蒲町花卉園芸組合 
連絡先 〒346-0115 久喜市菖蒲町小林 3022 

 長谷川方 

電話：0480-85-2588 FAX：0480-85-8810 

 

品目名・商品名 出荷時期など 

プリムラ・ジュリアン １～２月 

バラ ４～５月 

ペチュニア ４～６月 

マリーゴールド ４～６月 

ビオラ １０～１２月 

パンジー １１～１２月 

ミニシクラメン １２月 

野菜苗（春） ３～６月 

野菜苗（秋） ８～１０月 

その他各種 － 

ほか 

  
プリムラ・ジュリアン 

■ 日本ばら切花協会埼玉支部 
連絡先 〒350-0021 川越市大中居 69 

 内田方 

電話：049-235-1411 FAX：049-235-1411 

メール：i-tiko@yahoo.co.jp 

品目名・商品名 出荷時期など 

バラ各種 通年 

 

 

 

■ 羽生市フラワー研究会 
連絡先 〒348-8601 羽生市東 6-15 

 羽生市役所農政課内 

電話：048-561-1121 FAX：048-561-6380 

メール：nousei@city.nahyu.lg.jp 

品目名・商品名 出荷時期など 

クチナシ 鉢花 ４月下旬～６月上旬 

パンジー 花苗 １０月上旬～３月上旬  

ビオラ 花苗 １０月上旬～３月上旬  

ノースポール 花苗 １０月上旬～３月上旬 

葉ボタン 花苗 １１月上旬～１２月上旬 

ペチュニア 花苗 ３月上旬～７月上旬 

マリーゴールド 花苗 ４月上旬～６月上旬  

ビンカ 花苗 ６月上旬～９月上旬  

など 

 

 

 

  
      パンジー                         葉ボタン 



  

■埼玉県花き園芸組合連合会 

  

 

  

■ 深谷市花き生産組合連合会 
連絡先 〒366-0831 深谷市内ケ島 728-1 

 ＪＡふかや営農経済部指導販売課内 

電話：048-574-1159 FAX：048-574-1163 

メール：oosawa0343@fkya.st-ja.or.jp 

品目名・商品名 出荷時期など 

LAゆり、OHゆり、クジャクソウ 周年 切花 

チューリップ １１～４月 切花 

コギク ５～１１月 切花 

ケイトウ ７～１１月 切花 

マーガレット １～５月 鉢花 

ポインセチア １０～１２月 鉢花 

カランコエ、ガーベラ、ヘデラ 周年 鉢花 

デンマークカクタス ８～１２月 鉢花 

ほか鉢花 リーガースベゴニア、宿根バーベナ、ランタ

ナ、ゼラニウム、オステオスペルマム、エニシ

ダ、チェリーセージ、シバザクラ、ノースポール 

ほか 

   
ゆり   チューリップ    マーガレット 

■ 両神花卉生産組合 
連絡先 〒368-0201 秩父郡小鹿野町両神薄 2906 

 小鹿野町役場両神庁舎産業振興課内 

電話：0494-79-1101 FAX：0494-79-1200 

メール：sangyo@town.ogano.lg.jp 

品目名・商品名 出荷時期など 

ヒペリカム 6月中旬～12月下旬 

アジサイ 6月中旬～12月下旬 

桜各種 1月下旬～4月上旬 

花桃 2月上旬～2月下旬 

スモークツリー 6月上旬～7月中旬 

オミナエシ 7月中旬 10月中旬 

スグリ 5月中旬～6月下旬 

チンシバイ 3月 4月下旬～7月中旬 

レンギョウ 2月上旬～４月上旬 

リキュウバイ 4月下旬～5月上旬 

サンシュウ 1月中旬～2月下旬 

ほか 

   

■ オリハラ園芸 
連絡先 〒354-0834 南埼玉郡宮代町国納 38-1 

電話：0480-32-3875 FAX：0480-32-3875 

 

品目名・商品名 出荷時期など 

ゼラニウム（ペルタータム種） ５月 

ゼラニウム（センテッド種） １１～４月 

サントリナ １１～３月  

ハーブ類（栄養系） 周年 

ほか 

 

 

 

  
ゼラニウム(センテッド種)                 サントリナ 

            

■ ㈲金井塚園芸 
連絡先 〒355-0075 東松山市下青鳥 177 

電話：0493-22-3583 FAX：0493-25-1119 

メール：k-flower@ac.auone-net.jp 

品目名・商品名 出荷時期など 

プリムラ・ジュリアン １１～１月 ９ｃｍポット 

アステリスカス・ゴールドコイン ３～５月 １０．５ｃｍ 

デルフィニウム・ミントブルー ３～４月 〃 

オキシペタラム・ブルースター ３～５月 〃 

サルビア・カラドンナ １０～１１、３～４月 〃 

オルラヤ・ホワイトレース １１、３～５月 〃  

ジギタリス １０～１１、３～４月 〃 

バーバスカム １０～１１、３～４月 〃 

ネペタ １０～１１、３～４月 〃 

ゲラニウム １１、３～４月 〃 

スカビオサ １１、３～４月 〃   

ほか 

  
ゴールドコイン            ジギタリス 



  

■埼玉県花き園芸組合連合会 

  

 

■ さいたまの花普及促進協議会の取組 ■ 
 

 

 

 

 

■ ㈲志木フラワー 
連絡先 〒353-0003 志木市下宗岡 2-14-5 

電話：090-8118-4505 FAX：048-476-2740 

メール：mail@shikiflower.com 

品目名・商品名 出荷時期など 

カラー １０～６月 ３.５～６寸 

ヒアシンス １１～２月 ４寸 

アマリリス １２～１月 ６寸 

ムスカリ １１～１月 ４寸 

日本水仙 １２～１月 ３寸 

西洋編柳 ２～３月 ５寸～ 

プルメリア ５～７月 ４～１０寸 

アデニウム類 ５～１０月 

バイオリンの木 ５～１０月 ４～１０寸 

イランイランの木 ５～１０月 ６～１０寸 

カラジウム ６～７月 ３.５～７寸 

シラーペルビアナ種 １月 ４～５寸 

ヒアシンスアレンジ類 １２～２月 ガラス/陶器/サンドアート他 

   
New 「西洋編柳」   ﾋｱｼﾝｽｱﾚﾝｼﾞ各種     ｶﾗｰ｢ｷｬﾌﾟﾃﾝｿﾛ｣ 

■ 篠園芸 
連絡先 〒358-0045 入間市寺竹 351-2 

電話：04-2936-0723 FAX：04-2936-2229 

 

品目名・商品名 出荷時期など 

ポインセチア １１月中旬～１２月下旬 

ポインセチア苗繁殖 ５月上旬～９上旬 

マリーゴールド ３月上旬～５月上旬 

インパチェンス ４月上旬～５月下旬 

花苗各種 通年 

ほか 

 

 

 

 

 

 

  
ポインセチア             マリーゴールド 

■夏色花壇提案プロジェクト■ 

県内の花植木生産者などが夏季

にふさわしい品目や植栽を提案

展示しました。 

多くの皆さんに、バリエーション

豊かな夏の花壇の素晴らしさを

実感していただきました。 

（熊谷スポーツ文化公園） 

■埼玉の花植木産地見学・活用セミナー■ 

設計・建設・緑化などに携わる実需者の皆さんを県内産地にお招きし

て、実際に産地の規模感や高度な生産技術を「見て・知って・感じて」い

ただき、全国有数の花植木産地「埼玉」の情報を発信しました。 

（県内産地、花き市場、県機関など） 



  

■埼玉県植木生産組合連合会 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 植木・観賞樹 ■ 

 埼玉県内の産地では、一般的な物価版対応樹種のほかに、各種デ

ザインに対応できる特徴的な樹種を多数取り揃えて、周年で出荷し

ています。（次の掲載品目も、ほんの一例です。） 

 植木・観賞樹のお問い合せ・注文は、右ページの各植木組合まで

どうぞ。 

埼玉県の代表的樹種（観賞植物） 

形を楽しむ 色を楽しむ 花を楽しむ 



  

■埼玉県植木生産組合連合会 

 

■ 安行植物生産組合 

連絡先 〒334-0058 川口市安行領家 541 

 小林植木内 

電話：090-3338-5472 

F A X：048-611-7788 

 

■ 岩槻植木苗木生産組合 

連絡先 〒339-0031 さいたま市岩槻区飯塚 1312 

 有山緑化繁殖株式会社内 

電話：048-798-6506 

F A X：048-798-6362 

 

■ 神根植物生産組合 

連絡先 〒333-0833 川口市西新井宿 92 

 神根美和園内 

電話：048-281-1422 

F A X：048-282-6776 

 

■ さいたま市浦和植木苗木生産組合 

連絡先 〒336-0963 さいたま市緑区大門 1271 

 有限会社大門殖産園内 

電話：048-878-0023  

F A X：048-878-3097 

 

■ さいたま市大宮植木組合 

連絡先 〒337-0026 さいたま市見沼区染谷 2-248 

 有限会社染谷植物園内 

電話：048-684-6530 

F A X：048-686-6606 

 

■ 戸塚地区緑化木生産研究部会 

連絡先 〒333-0811  川口市戸塚 3-18-22 

 ＪＡさいたま戸塚支店内 

電話：048-295-1811  

F A X：048-294-3824 

 

■ 蓮田市植木花き生産組合 

連絡先 〒349-0133  蓮田市閏戸 2938-1 

 ＪＡ南彩蓮田営農経済センター内 

電話：048-766-2168 

F A X：048-766-2051 

 

 

生垣におすすめ 

おすすめの新樹種 



  

 

■ 埼玉県の花植木生産 ■ 
 

■ 切花 

 埼玉県では球根切花の生産が盛んです。特にユ

リとチューリップは全国１～２位を競う有数の

産地です。また、花束に使う宿根アスター（クジ

ャクソウ）の生産も盛んです。 

 さらに、生け花などの花材に用いられる枝物

は、花桃・桜・レンギョウ・ヒペリカムなど品目

数が豊富です。 
 

 

 

■ 鉢物・苗物 

 鴻巣市や行田市など古くからの産地を始め、都

市近郊の地の利を生かした生産が盛んです。 

 消費者ニーズの対応と創出のため出荷品目は

変化していますが、６０年以上の歴史があるパン

ジーを始め、プリムラ類、洋らん、花木類の産出

額は全国トップクラスを誇っています。 
 

 

 

 

■ 植木 

 埼玉県の植木生産は江戸時代初期に安行村赤

山（現在の川口市）で始まった伝統ある産業で「安

行の植木」として有名になりました。 

 その後、県内各地で生産が盛んになり、伝統の

なかで培われた独特の仕立技術や高度な栽培技

術により、全国に流通しています。 
 

 

切花の主な品目と産地 

ユリ類 深谷市、川口市、さいたま市 

チューリップ 深谷市、越谷市 

宿根アスター 神川町、小川町、美里町 

洋らん 全県域 

枝物 川口市、さいたま市、小鹿野町 

バラ 全県域 

鉢物・苗物の主な品目と産地 

プリムラ類 鴻巣市、行田市、東松山市 

パンジー 川越市、鴻巣市、所沢市 

洋らん 全県域 

シクラメン さいたま市、久喜市、鴻巣市 

ポインセチア 本庄市、神川町、上里町 

花木類 寄居町 

植木の主な品目と産地 

植木類全般 
さいたま市、川口市、蓮田市 

深谷市、所沢市、日高市、寄居町 

埼玉の花植木産地  
（埼玉の花植木販売強化支援事業） 

監 修 

埼玉県農林部生産振興課  

平成３１年１月発行 

さいたまの花普及促進協議会 
さいたま市浦和区高砂 3-12-9埼玉県農林会館 


