
静岡県

〒 住所
静岡県伊豆生コンクリート協同組合
 　住所　〒415-0035 静岡県下田市東本郷1丁目21番12号 　電話番号 0558-22-9044 　FAX番号 
伊豆下田生コン㈱ 415-0028 下田市吉佐美１３５-1 0558-22-3278
伊豆工業㈱ 西伊豆生ｺﾝ仁科工場 410-3513 賀茂郡西伊豆町中４６３－１　　　　　　　　　0558-52-0592
㈱賀茂生コン 410-3501 賀茂郡西伊豆町字久須３２９４　　　　　　　　0558-55-0742
天城生コン㈱ 413-0507 賀茂郡河津町湯ヶ野２１５－１　　　　　　　　0558-36-8032
熱海生コンクリート販売協同組合
 　住所　〒414-0051　 静岡県伊東市吉田字長畑道上1026-37  電話番号 0557-44-4411  FAX番号 
真鶴生コンクリート㈱ 259-0201 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴１８９８ 0465-68-1171
稲村生コンクリート㈱ 413-0101 熱海市上多賀４５７－１　　　　　　　　　　　0557-68-1621
野村マテリアルプロダクツ㈱ 湯河原工場 413-0002 熱海市伊豆山大黒崎２６９　　　　　　　　　　0557-80-2141
野村マテリアルプロダクツ㈱ 熱海工場 413-0033 熱海市熱海１９９３　　　　　　　　　　　 0557-82-1244
伊東協同生コン㈱ 414-0051 伊東市吉田１０２６－３７ 0557-45-1366
㈱富士宇部 東伊豆工場 413-0411 賀茂郡東伊豆町稲取２２３０－１　　　　　　　0557-95-3168
静岡県東部生コンクリート販売協同組合
 　住所　〒410-0001　 静岡県沼津市足高338番地の1  電話番号 055-925-3344  FAX番号 055-925-3317
東宏生コンクリート工業㈱ 411-0905 駿東郡清水町長沢１１３８　　　　　　　　　　055-975-6741
三島生コン㈱ 411-0815 三島市安久９８　　　　　　　　　　　　　　　055-977-1443
小野建設㈱ 修善寺生ｺﾝｸﾘｰﾄ工場 410-2412 伊豆市瓜生野１５０　　　　　　　　　　　 0558-72-0888
㈲長岡生コンクリート 長岡・さくら工場 410-2211 伊豆の国市長岡７８１　　　　　　　　　　　 055-947-0049
新スルガ生コン㈱ 412-0047 御殿場市神場３ー１６　　　　　　　　　　　　0550-89-0365
㈱古藤田生コン 第一工場 410-2411 伊豆市熊坂４７２－１ 0558-72-4728
㈲高田建材 410-1123 裾野市伊豆島田３４６－１　　　　　　　　　　055-992-0691
静岡生コン㈱ 410-0007 沼津市西沢田字西荒２２８－１　　　　　　　　055-922-5262
裾野生コン㈱ 410-1124 裾野市水窪３８ー１　　　　　　　　　　　　　055-993-7760
㈱タカムラ生コン 静岡工場 412-0042 御殿場市萩原字永原１５４９ 0550-82-3466
㈱広川生コン 412-0044 御殿場市杉名沢６８２－１０　　　　　　　　　0550-82-2688
㈱イワタ 沼津工場 410-0806 沼津市本丸子町７２５　　　　　　　　　　　　055-963-4595
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静岡県富士生コンクリート協同組合
 　住所　〒416-0909　 静岡県富士市松岡260-2  電話番号 0545-61-7970  FAX番号 
フジ生コンクリート㈱ 417-0833 富士市沼田新田８　　　　　　　　　　　　　　0545-33-0772
溝口瀬谷レミコン㈱ 吉原ﾚﾐｺﾝ工場 417-0072 富士市浅間上町１５－３６　　　　　　　　　　0545-52-5237
㈱富士宇部 富士工場 416-0946 富士市五貫島１０２４　　　　　　　　　　　　0545-61-2700
エーユー生コン㈱ 418-0112 富士宮市北山字貫間５０８　　　　　　　　　　0544-58-0707
静岡県中部生コンクリート協同組合
 　住所　〒420-8006　 静岡県静岡市駿河区曲金6-2-45  電話番号 054-288-5544  FAX番号 
興津生コン㈱ 424-0202 静岡市清水区興津井上町３７５－１ 0543-69-0167
㈱イワタ 静岡工場 424-0065 静岡市清水区長崎３００　　　　　　　　　　　0543-45-1171
セイエン商事㈱ 静岡工場 422-8004 静岡市葵区国吉田１ー７ー３７　　　　　　　　054-264-7134
大東コンクリートヒダ興業㈱ 静岡工場 421-2122 静岡市葵区松野１２３０　　　　　　　　　　　054-294-1152
大東コンクリートヒダ興業㈱ 梅ヶ島工場 421-2301 静岡市葵区梅ヶ島字小池３４１－１ 054-269-2199
ホウコク生コン㈱ 421-1213 静岡市葵区山崎２－１５－３　　　　　　　　　054-278-6131
市川開発㈱ 静岡第一生ｺﾝｸﾘｰﾄ工場 421-0112 静岡市駿河区東新田１－３－５５　　　　　　　054-259-1216
青島建材㈱ 422-8058 静岡市駿河区中原６５８－１　　　　　　　　　054-281-2564
㈲東海建材工業 424-0016 静岡市清水区天王西５－３０　　　　　　　　　0543-67-1060
㈱尾関商店 生ｺﾝ工場 424-0066 静岡市清水区七ッ新屋４９１　　　　　　　　　0543-45-3321
㈱富士宇部 静岡工場 424-0065 静岡市清水区長崎２６８　　　　　　　　　　　0543-46-5201
静岡県志太榛原生コンクリート協同組合
 　住所　〒426-0044　 静岡県藤枝市大東町字南1042-5  電話番号 054-636-0250  FAX番号 
志太宇部生コンクリート㈱ 大井川工場 421-0215 焼津市西島３４２－２８　　　　　　　　　 054-622-0721
セイエン商事㈱ 藤枝工場 426-0022 藤枝市稲川字大下８５２　　　　　　　　　　　054-641-6424
㈱橋本組 生ｺﾝ工場 425-0052 焼津市田尻２９９０－１　　　　　　　　　　　054-624-1617
大協生コン㈱ 427-0033 島田市相賀２５０５－１５　　　　　　　　　　0547-36-1533
㈲志太興産 426-0031 藤枝市築地３１５－１　　　　　　　　　　　　054-641-5051
㈱紅林建材 生ｺﾝ工場 426-0046 藤枝市高洲８３－５　　　　　　　　　　　　　054-635-2529
㈲藤枝生コン 426-0083 藤枝市谷稲葉１４５－１　　　　　　　　　　　054-641-3813
㈱相良ドラゴンズクラブ 421-0502 牧之原市白井７－１０ 0548-55-0300
丸保生コン㈱ 428-0103 島田市川根町身成３４７５－３　　　　　　　　0547-53-2346
㈱大塚 生ｺﾝ工場 427-0111 島田市阪本４５５３－１　　　　　　　　　　　0547-38-1353



静岡県中東遠生コンクリート協同組合

㈱富士宇部 掛川工場 436-0222 掛川市下垂木２３４２－１　　　　　　　　　　0537-24-5178
㈲尾崎生コンクリート 436-0039 掛川市沢田１５５－２　　　　　　　　　　　　0537-24-3200
㈲東海建材工業 掛川工場 436-0043 掛川市大池２７９８－７　　　　　　　　　　　0537-24-8139
大東コンクリートヒダ興業㈱ 大東工場 437-1405 掛川市中３１４６　　　　　　　　　　　　　 0537-74-2230
河東開発工業㈱ 437-1506 菊川市河東５４４２－２２９　　　　　　　　 0537-73-5276
志太宇部生コンクリート㈱ 浜岡工場 421-0602 御前崎市白羽１８８－１　　　　　　　　　　 0548-63-3065
静岡県西部生コンクリート協同組合
 　住所　〒435-0017　 静岡県浜松市東区薬師町346  電話番号 053-421-2231  FAX番号 
㈲竜光生コン 森工場 437-0215 周智郡森町森１４５８－３　　　　　　　　　　0538-85-4121
㈲竜光生コン 水窪工場 431-4101 浜松市天竜区水窪町奥領家３５９３ 0539-87-0551
春野建設事業協同組合 生ｺﾝ事業部 437-0605 浜松市天竜区春野町気田１１１　　　　　　　　0539-89-0233
㈱堀内土木 向陽生ｺﾝｸﾘｰﾄ工場 438-0013 磐田市向笠竹之内２７３－１　　　　　　　　　0538-38-2121
㈱トヨオカ 438-0126 磐田市下神増１７１　　　　　　　　　　　　 0539-62-2246
静岡アサノコンクリート㈱ 浜松工場 438-0807 磐田市富里７５２　　　　　　　　　　　　　 0538-38-2221
中部菱光コンクリート工業㈱ 浜松工場 430-0822 浜松市南区東町７３８ 053-425-0589
浜松生コン㈱ 435-0002 浜松市東区白鳥町２１０５　　　　　　　　　　053-421-0457
浜松生コン㈱ 新東生ｺﾝ工場 431-0302 浜名郡新居町新居２７８０　　　　　　　　　　053-594-1625
㈲三ケ日生コン工業 431-1416 浜松市北区三ヶ日町釣２２－１　　　　　　　　053-524-0433
高井生コン砂利㈱ 431-3105 浜松市東区笠井新田町１３５　　　　　　　　　053-434-0803
阿多古建設事業協同組合 431-3425 浜松市天竜区青谷１０８４　　　　　　　　　　0539-26-3052
引佐生コン㈱ 431-1305 浜松市北区細江町気賀１８１０－１ 053-522-1065
セイエン商事㈱ 遠州工場 438-0837 磐田市源平新田１１１－１ 0538-32-5161
協組未加入

㈱伊東生コン 伊東生ｺﾝ綜合工場 414-0001 伊東市宇佐美大山３５００－１ 0557-48-8204
後藤砕石販売㈱ 生ｺﾝｸﾘｰﾄ部 419-0311 富士宮市上稲子字黍井島２１－１ 0544-67-0510
三興開発㈱ 生ｺﾝ事業部 417-0845 富士市大野新田２４９－１ 0545-33-0863
ヨシコン㈱ 西島工場 421-0215 焼津市西島３４２－５９　　　　　　　　　　 054-622-1157
㈱兼祥　　 生ｺﾝ工場 421-0301 榛原郡吉田町住吉４３０７－１ 0548-32-8814
㈱柳澤組 生ｺﾝ工場 428-0411 榛原郡川根本町千頭字沢間６０６ 0547-59-3220
㈱アルファ 生ｺﾝ工場 428-0104 島田市川根町家山４１６８－１０ 0547-58-0011
ダイサン生コンクリート工業㈱ 本社工場 421-0402 牧之原市勝間５１５ー１ 0548-28-0711
ヨシコン㈱ 遠州工場 437-1522 菊川市嶺田５１００　　　　　　　　 0537-73-3111
天竜川砂利プラント協同組合 生ｺﾝ部 431-3103 浜松市東区常光町８１３－１　　　　　　　　　053-433-1653
ヤマヨセメント㈱セイケンコンクリート 435-0005 浜松市東区白鳥町富田１３６１ 053-421-0038
浜名湖生コン㈱ 431-0213 浜松市西区舞阪町浜田７８４　　　　　　　　　053-592-3288
三協生コン㈱ 431-1405 浜松市北区三ヶ日町津々崎７５－１　　　　　　053-524-0888
太洋コンクリート工業㈱ 細江工場 431-1304 浜松市北区細江町中川５００ 053-447-2310
㈲浜松砂利 431-3113 浜松市東区大瀬町９５０　　　　　　　　　　　053-433-0831
都田コンクリート工業㈱ 431-2102 浜松市北区都田町７８６６　　　　　　　　　　053-428-2755
㈲吉田建材産業 生ｺﾝ工場 438-0026 磐田市西貝塚６０７－１　　　　　　　　　　　0538-34-9331
㈱スエヒロ産業 第２工場 431-3906 浜松市天竜区佐久間町浦川３３８４ー１ 0539-67-3815


