平成２９年度

マーク使用承認工場リスト

長野県
更新日：平成２９年８月１日
社名

工場名

所在地
〒

住所

電話番号

長水生コンクリート事業協同組合
住所 〒381-0025 長野県長野市大字北長池１８０１－３
電話番号 026-254-5231
FAX番号 026-254-5232
㈱本 久
長野生コン工場
381-2202 長野市市場1393-3
㈱ホリウチ
堀内生ｺﾝｸﾘｰﾄ工場
381-0025 長野市大字北長池字丸島238-3
長野生コン㈱
381-0011 長野市大字村山568-3
さくら生コン㈱
須坂工場
382-0047 須坂市大字幸高191
信州生コン㈱
更埴工場
387-0018 千曲市大字新田931
信州生コン㈱
豊野工場
389-1104 長野市豊野町浅野2075番地
信州生コン㈱
中野工場
383-0045 中野市大字江部758
信州生コン㈱
大橋工場
381-2207 長野市大橋南１丁目１番地
㈱宮下
宮下生ｺﾝｸﾘｰﾄ工場
381-0024 長野市大字南長池442
㈲轟商会ｺﾝｸﾘｰﾄ事業部
生ｺﾝｸﾘｰﾄ工場
381-0022 長野市大字大豆島本郷前6021

026-284-2204
026-221-8700
026-295-0001
026-246-6261
026-272-4608
026-215-3050
0269-22-5131
026-286-0411
026-254-5002
026-221-3200

協組未加入
㈲柳沢建材

389-0805 千曲市上徳間722

026-276-2119

上水生コンクリート事業協同組合
住所 〒381-3205
更水生コン㈱
信州新町河川開発㈱
西山生コン㈱
宮島産業㈱

長野県長野市中条住良木字六反沖６７００－１

電話番号 026-267-2451 FAX番号 026-267-2773
381-2413 長野市信州新町下市場213
平工場
381-2403 長野市信州新町水内2819-1
381-3205 長野市中条住良木六反沖6700の1
宮島生ｺﾝｸﾘｰﾄ工場
381-4302 長野市鬼無里日影6808-1

026-262-2281
026-262-2591
026-268-3211
026-256-2149

北信生コン協同組合
住所 〒389-2255
共栄生コン㈱
㈱野沢総合
飯栄建設協同組合
北信生コン㈱
㈱上越商会

長野県飯山市大字静間３０７－２

電話番号 0269-62-5456 FAX番号 0269-62-5995
389-2233 飯山市大字野坂田1162
生コン部
389-2502 下高井郡野沢温泉村大字豊郷字道下4451-1
389-2701 下水内郡栄村大字豊栄632
389-2703 下水内郡栄村大字堺18403
飯山生コン工場
389-2255 飯山市大字静間2552

0269-62-4507
0269-85-3171
0269-87-3128
025-767-2041
0269-81-1213

電話番号 0267-24-3500
軽井沢工場
佐久平生コン本社工場
生ｺﾝ事業部 佐久工場
小諸生コン工場
佐久ﾁﾁﾌﾞ生ｺﾝ工場
生コン部
佐久平生コン海ノ口工場

0267-32-3366
0267-82-2398
0267-68-1143
0267-22-5365
0267-58-2663
0267-92-3045
0267-96-1050

佐久生コン事業協同組合
住所 〒384-0803
㈱シナノ生コン
㈱本 久
㈱塩沢産業
竹花工業㈱
㈱竹花組
㈱黒澤組
㈱本 久

長野県小諸市丙岩上５３８－１

FAX番号
389-0207
384-0621
385-0022
384-0801
384-2102
384-1102
384-1302

0267-24-3501
北佐久郡御代田町馬瀬口1597-49
佐久市入沢465
佐久市岩村田4494-1
小諸市甲狐穴1816
佐久市塩名田1168-2
南佐久郡小海町小海2740-1
南佐久郡南牧村大字海ノ口字諸沢1557-3

上小生コン事業協同組合
住所 〒386-0155
㈱上小共同生コン
㈱シナノ生コン
依田川生コン㈱
上田生コン㈱
㈱塩沢産業
㈱塩沢産業
㈱高見澤生コン事業部

長野県上田市大字蒼久保字五反田１０３９－６
本社工場
上田工場
生ｺﾝ事業部
生ｺﾝ事業部
上田工場

電話番号 0268-36-3393 FAX番号 0268-36-3903
386-0155 上田市蒼久保1155
386-0043 上田市下塩尻諏訪田256-1
386-0602 小県郡長和町長久保13番地
386-1101 上田市下之条847
東部工場
389-0514 東御市加沢285-1
上田工場
386-0156 上田市林之郷561-2
386-0004 上田市殿城3726

0268-35-0358
0268-22-1205
0268-68-2232
0268-22-7703
0268-64-4121
0268-25-2430
0268-26-1771

諏訪生コン協同組合
住所 〒392-0013
宝・アサノ生コン㈱
㈱諏訪共同生コン
クインスレミック㈱
㈱諏訪共同生コン

長野県諏訪市沖田町５－７２

電話番号 0266-53-1109
本社工場
本社工場
岡谷工場

FAX番号 0266-58-2625
391-0012 茅野市金沢字なぎ下72
391-0013 茅野市宮川1110
394-0033 岡谷市南宮３丁目１番１号
394-0082 岡谷市長地御所２丁目17-31

0266-78-1231
0266-72-7128
0266-22-7575
0266-27-7765

上伊那生コン事業協同組合
住所 〒396-0014
坂本屋生コン㈱
㈱大和興業
㈱本 久
㈱伊那生ｺﾝｸﾘｰﾄ工業
㈱伊那生ｺﾝｸﾘｰﾄ工業
竹花工業㈱
マルタ工業㈱

長野県伊那市

狐島

4067番地

電話番号 0265-78-2406
駒ヶ根生コン工場
伊那工場
長谷工場
駒ヶ根支店
生コン工場

FAX番号
399-0424
399-4431
399-4117
396-0011
396-0403
399-4231
399-4511

0265-78-2745
上伊那郡辰野町大字赤羽386
伊那市西春近5910番地
駒ヶ根市赤穂9779
伊那市下新田2912
伊那市長谷黒河内サンバネ2322-1
駒ヶ根市中沢12175
上伊那郡南箕輪村神子柴7534番地

0266-41-1520
0265-78-3532
0265-82-3300
0265-72-5168
0265-98-2107
0265-82-5275
0265-72-3175

下伊那生コン協同組合
住所 〒395-0002
長野県飯田市上郷飯沼５２１－１ 電話番号 0265-24-1788 FAX番号 0265-24-1719
アザーレミックス㈱
395-0824 飯田市松尾清水8602
飯伊綿半生コン㈱
395-0807 飯田市鼎切石5005-3
松川コンクリート工業㈱
本社工場
399-3303 下伊那郡松川町元大島2715-2
竜峡レミコン㈱
399-2221 飯田市瀧江2551
㈱高豊
399-3102 下伊那郡高森町吉田2283
阿南生コン㈱
南宮工場
399-1502 下伊那郡阿南町東条1550-20
阿南生コン㈱
本社新野工場
399-1612 下伊那郡阿南町新野3528-1
大鹿レミコン㈱
399-3502 下伊那郡大鹿村大河原371-5
遠山生ｺﾝﾌﾟﾗﾝﾄ協同組合
399-1401 飯田市南信濃木沢302番地ﾊの2

0265-23-8550
0265-24-7200
0265-36-2626
0265-28-7088
0265-35-3121
0260-22-2272
0260-24-2501
0265-39-2117
0260-34-2537

大北生コン事業協同組合
住所 〒398-0002
㈱クミアイ生コン
白馬小谷生コン㈱

長野県大町市大字大町２８１１－１ 電話番号 0261-22-0768 FAX番号 0261-22-2269
本社工場
399-8501 北安曇郡松川村字中川原7606-7
白馬工場
399-9301 北安曇郡白馬村北城12867番地

0261-62-6611
0261-72-6603

安筑生コン事業協同組合
住所 〒399-7102
㈲高瀬川生コン
マルモ生コン㈱
昭和産業㈱
㈱関川組
共和アスコン㈱

長野県安曇野市明科中川手２８４３－１

電話番号 0263-62-2365
399-8300
明科工場
399-7104
穂高生コン工場
399-8302
マルス生コン
399-7501
生コン工場
399-8305

FAX番号 0263-62-5617
安曇野市穂高北穂高1588番地
安曇野市明科七貴5552番地
安曇野市穂高北穂高2643番地
東筑摩郡筑北村西条2343-1
安曇野市穂高牧766番地1

0263-82-2434
0263-62-2540
0263-82-2558
0263-66-3351
0263-83-5411

松本生コン事業協同組合
住所 〒390-0831
ヤマサマテリアル㈱
昭和産業㈱
松本太平洋生コン㈱
第一生コンクリート㈱
㈱小石興業

長野県松本市井川城３－１２－１７

電話番号 0263-27-3460 FAX番号 0263-25-3993
399-8251 松本市島内字十ヶ堰9870-19
松本工場
399-0014 松本市平田東1丁目20-19
本社工場
399-0038 松本市小屋南2丁目19番2号
399-0033 松本市笹賀5652-15
アップル生コン工場
390-1401 松本市波田2951-23

0263-72-3333
0263-58-5495
0263-85-3336
0263-25-4671
0263-92-8820

協組未加入
㈱のりくら生コン
㈱高宮組

生コン部

390-1500 松本市安曇3878-72
390-1611 松本市奈川3790番地

0263-93-1075
0263-79-2024

電話番号 0264-23-2065 FAX番号 0264-22-4118
399-6101 木曽郡木曽町日義3674番地
399-5301 木曽郡南木曽町読書3681-4
399-5502 木曽郡大桑村須原小沢10

0264-26-2311
0264-57-2268
0264-55-3181

木曽生コン事業協同組合
住所 〒397-0001
昭和産業㈱
㈲南木曽生コン工場
㈱吉川工務店

長野県木曽郡木曽町福島上入沢４８７１－１２
木曽生コン工場
大桑生コン工場

