
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

7 田中邸 (A-3)  5 岡本邸 (A-2) 2 安行緑化仲徳園

(C-2) 

1 大起園 (C-2) 3 好樹園 (B-2) 

19 安行共販センター 
 (C-4) 

18 安行梅松園 (C-4) 

22 横井園芸 (D-5) 

20 松寿園 (C-4) 

15 café さざんか (C-4) 

26 松山苑 (D-6) 

25 安行幸楽園 (E-4) 

23 横山園芸 (D-5) 

24 山樹 (D-5) 

31 長嶋バラ園 (D-8) 

29 坂口植物園 
 (D-7) 

30 桜木園 (D-7) 32 大西園植木 (D-9) 

34 須賀めぐみ園 (C-6) 

33 須賀義美 (C-6) 

野だて(無料)開催 

8 加藤農園 (B-4) 

14 長島邸 (C-3) 

10 若林農園 (A-4) 

4 安行植木売店 (B-2) 

16 小林ナーセリー  
(B-4) 

🌺🌺 

🌺🌺 

ピザ、コーヒーなど （有料） 

安行おうちカフェ 

✿のマークのお庭はお花のプレゼントを用意しています。 

※プレゼントは数に限りがございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。 

21 小林植木 (C-5) 

17 安行園芸 (C-4) 

36 枝堀園 (A-1) 38 大熊造園 (B-4) 

🌺🌺 

 
🌺🌺 

 
 

 

🌺🌺 

 

🌺🌺 

 

🌺🌺 

 

野菜の販売 

🌺🌺 

12 柴道造園土木 
（新井宿・石神地区） 

 

13 高橋邸 
（新井宿・石神地区） 

ア･シード建築設計 
 (東川口) 

３ 

４ 

５ 

 

 

🌺🌺 
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  さやそよ（A-0） 

  レストラン 

さやそよ 

🌺🌺 条件付 
  

🌺🌺 

 



場所
地図
No. 名　　 称 特 長 ・ 公 開 内 容 （ 期 間 中 の イ ベ ン ト ） 住 　　所 電話番号 駐車場

C-2 1 大起園 巨石を使った本格的和風庭園が見られます。仕立物庭木も見ごたえがあります。 安行547 048-296-2869 有

いつでも自由に見学できます。樹木・花木の寄せ植えを含めて５０種類以上（樹名板あり）の広々と明るく、アプローチの素敵な落ち
着きのある庭です。この庭で癒されてみませんか。

先着100名様寄せ植えづくり体験寄せ植えづくり無料体験。（無くなり次第終了）

数寄屋門と瓦をのせた板塀は道路沿いで人目を引きます。多様な樹種があり、牧野富太郎さん（日本の植物学の父）も訪れたこと
があります。

安行東中学校茶華道部による野点(無料)のおもてなし。８日ＡＭ１１：００～ＰＭ ２：００＜雨天の時は茶室内＞

B-2 4 安行植木販売店 珍しい宿根草を中心にグランドカバーや柑橘類・ベリー類など多種品揃えしております。ガーデナー御用達・業者さん大歓迎！ 西立野73 048-295-3116 有

A-2 5 ✿岡本豊尚邸 花の咲く樹木を多く植えました。 赤芝新田264-5 無

和・洋の庭を四季を通じて楽しめます。水連池、水車のある庭、バラのアーチ、トピアリーも見られます。

ピザ、コーヒー等軽食販売　８日のみ ＡＭ１１：００～ＰＭ ２：００

B-4 8 加藤農園 広い畠に多種多様の庭木を生産しています。安行仕立物庭木のサンプルガーデンです。NHKにも放映されたことがあります。 赤山100 048-296-2232 有

A-4 10 若林農園
主庭は、赤松と石組や石のテーブルの組み合わせを考慮したシダレ桜・ベニシダレ・花水木の石庭です。裏庭はヤマモミジ株立・ミツ
バツツジ・ヒメシャラ株立と石・つくばい・灯篭を組み合わせました。畑では、造園工事材料の樹木をいろいろ生産しています。 赤山316 048-296-1761 有

新井宿
エリア 12 柴道造園土木 東屋のある伝統的な造園技術を駆使した庭です。春にはしだれ桜が見ごたえあります。 赤山1323 048-281-0418 有

新井宿
エリア 13 高橋輝雄邸 チャボヒバ、どうだんつつじの栽培とブルーベリーの観光農園をしています。整った安行地区特有の畠です。 石神1380 有

C-3 14 ✿長島邸 シャクナゲ、バラ、つつじなど花の時期には庭の風情とともに見ごたえがあります。 安行1022-1 有

C-4 15 Café　さざんか 軽食 安行981 048-298-7125 有

B-4 16 小林ナーセリー ブルーベリーを中心にポット苗を生産しています。ポット苗生産では安行一かもしれません。 安行領家944 048-296-3598 有

C-4 17 ✿安行園芸
新しい土地の利用法として5,000㎡に太陽光パネルが稼働しています。その下をイワダレソウが緻密に覆い、緑地としてとても広大で
す。（フェンス内への立ち入りはお断りしています。）敷地の奥には茅葺の旧家があり、施設の新旧が対照的です。 安行領家307 048-295-1990 有

C-4 18 ✿安行梅松園 歴史を感じさせる門と民家。そして、それらと調和した庭木、盆栽、庭石が見どころです。NHKで放映されたこともあります。 安行領家394 048-296-4236 有

C-4 19 安行共販センター 各種盆栽、山野草、鉢、ブルーベリー、オリーブ等多種揃えております。 安行領家506 048-295-1489 有

C-4 20 松寿園(中山利行) 盆栽造りが専門です。鉢上げ前の苗圃も一見の価値があります。玉造りのつげの列殖したところも安行特有のものです。 安行領家149 無

C-5 21 小林植木 シャクナゲの生産をしております。花の見ごろは春になります。吉野つつじの生垣は花の時期には見ごたえがあります。 安行領家541 有

D-5 22 ✿横井園芸 ツゲのアーチ、バーベキューガーデンのあるお店です。石のテーブル、ベンチでお休み下さい。庭木も良品揃えて展示販売しています。 安行領家566 048-296-4571 有

D-5 23 横山園芸
緑の年月（五葉松）と四季の移ろいをテーマに庭をつくりました。安行に残る長年の手入れによる松の枝ぶりとさの周りを飾る四季の
鉢物を鑑賞して頂き、緑の心地よさを感じて頂ければ幸いです。 安行原2306 048-296-1989 有

D-5 24 山樹 和を代表する日本庭園造りから洋を強調するガーデニング造りのお手伝いをしております。あずまやのあるサンプルガーデンもあります。 安行原2355 048-296-4488 有

E-4 25 安行幸楽園
造園工事（和・洋）ご要望に応じてお庭を造ります。生花・祝花・仏花の販売もしています。造園用客土の販売もしています。毎年、
ガーデンショーに出展しています。 安行領家1913 有

D-6 26 松山苑 庭石、つくばいをはじめ、庭園材料の石材が沢山あります。ミニ庭園もあります。 安行原2423 048-296-3691 有

D-7 29 坂口植物園 一年を通して芝生を販売しています。 前野宿170 048-281-0786 有

D-7 30 ✿CloverLife桜木園 モダンな庭も期待に応えてお請けいたします。秋野菜の苗、ハーブ苗等の販売,。造園に関するご相談もお受けいたします。 前野宿212-1 048-281-3357 有

D-8 31 長島バラ園
バラ苗造りが専門です。木バラ、つるバラ等、多品種、大量生産販売しています。向井千秋さんが宇宙に持って行ったバラも当社の
苗です。 東本郷1358-2 有

D-9 32 大西園植木 各種花物を揃えた売店があります。鉢植木も得意としています。今回ミニガーデンも造りました。 東本郷1193-1 048-281-2360 有

C-6 33 須賀義美邸 花水木、チャボヒバを多く生産しています。特にチャボヒバのローソク造りは秀逸。 安行吉岡1825 無

C-6 34 ✿須賀めぐみ園
主に草花を生産しています。ご近所の要望で花屋を始めました。生産販売店ならではの花の丈夫さ、価格、そして花の種類の多さ
で皆様に喜んで頂いてます。 安行吉岡1547 048-282-3589 有

家庭菜園の興味のある方、必見です！季節の野菜を育てている菜園で収穫した野菜の販売もしています。

採れたて新鮮野菜の販売　各日10：00～

B-4 38 大熊造園
和風庭園、菜園、小鳥のさえずり、心が癒されるパワースポットです。ベンチ、テーブル、椅子など設置され、１５名位は休憩できま
す。散策の途中に又読書にどうぞ。 048-296-2257 有

Ａ-0 39 ✿ステージSENさやそよ
さわやかな風が吹き渡る高台の店です。トールペイント作品の展示と即売・クラシカルなヨーロッパの雰囲気を軽食（有料）と共にお楽
しみください。戸塚スポーツセンター向かい 戸塚南4-4-40 048-235-8645 有

A-3 57 赤山城址(関東郡代赤山陣屋跡址） 無

E-6 58 安行原自然の森 無

D-6 59 安行原蛇造り
川口市指定無形文化財で３００年前から続いています。毎年５月２４日、向原・小清水・半縄・中郷の蛇造り保存会の皆さんが地
域の「天下泰平・五穀豊穣・無病息災」を祈り願う祭りです。

無

C-4 61 興禅院 有

C-5 62 金剛寺 有

B-2 63 西福寺（三重塔） 有

B-3 64 持宝院 有

A-6 65 慈林薬師 有

E-6 66 密蔵院 有

E-5 イチリンソウ自生地（ふるさとの森） 無

C-3 JAあゆみ野園芸ｾﾝﾀｰ安行地区の多くの業者が共同出展しているガーデンセンターです。何でも揃います。サンプルガーデンもあります。 安行1159 048-295-1013 有

A-3 しばみち園芸ｾﾝﾀｰ 赤山221 048-296-3506 有

E-4 安行領家844-2 048-296-4021 有

埼玉県花と緑の
500種類,2,000品種に及ぶ多彩な花木、植木が植えられ、四季折々に楽しめる展示見本園です。特にツバキ、ウメの種類は、日本
の植物園の中でも屈指のものです。

振興センター ※ ガイド付き無料オープンガーデントレッキングを実施。（各日10:15～ ，13:15～ ２回・当日参加可。）

A-7 サンテピア 県の助成金のもと屋上に芝生を中心とした展示庭園をつくりました。素材は全部安行四季彩マットを使った屋上緑化の見本です。 048-229-3387 有

B-1 SR戸塚安行駅 無

B-5 翠ヶ丘幼稚園 梅、桜など優れた品種のものが植えられています。花期には見ごたえがあります 安行慈林879 048-284-4140 無

✿ 東川口4-10-20 048-297-3102 無

オ  　ー 　 プ　  ン  　ガ　  ー　 デ　  ン 　 参 　 加　  一　 覧
✿のマークは草花のプレゼントあり　

安行緑化仲徳園✿ 有

B-2 3 ✿好樹園 安行682 有048-296-1752

048-295-1806 有

A-3 7 ✿田中勝彦邸 赤山640 有

東川口 (株)ア・シード建築設計　　東川口駅より徒歩１５分。　戸塚のぞみ保育園を目印に、通りをはさんだ前の徳丸不動産さんの右側を奥に入ってください。

A-1 36 ✿枝堀園

C-2 2

有

川口緑化センター（樹里安）

C-4 ✿

戸塚南3-15-37 048-295-1439

安行藤八522-1 048-296-2365


