平成３０年度

マーク使用承認工場リスト

千葉県
更新日：平成３０年８月２０日
社名

工場名

所在地
〒

住所

電話番号

千葉中央生コンクリート協同組合
住所 〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天１丁目２番８号 千葉ＣＴビル５階
電話番号 043-207-8101
FAX番号 043-207-8103
株式会社 内山アドバンス
花見川工場
262-0011 千葉市花見川区三角町178-4
株式会社 内山アドバンス
千葉工場
261-0002 千葉市美浜区新港194
千葉菱光 株式会社
新港工場
261-0002 千葉市美浜区新港197-1
壽生コン 株式会社
新港工場
261-0002 千葉市美浜区新港197-4
千葉宇部コンクリート工業 株式会社
261-0002 千葉市美浜区新港220-10
京葉アサノコンクリート 株式会社
千葉工場
290-0067 市原市八幡海岸通2066-18
東邦レミコン 株式会社
千葉工場
262-0001 千葉市花見川区横戸町1189-3
ヤマカ建材工業 株式会社
千葉工場
260-0001 千葉市緑区東山科町14－43
有限会社 田中建商
千葉工場
264-0007 千葉市若葉区小倉町1227
ヤマカ建材工業 株式会社
稲毛工場
263-0045 千葉市稲毛区長沼町１１２-１

043-259-1101
043-247-1502
043-243-4333
043-241-1060
043-243-1845
0436-41-3331
047-483-2111
043-228-4551
043-231-3335
043-250-5161

千葉西部生コンクリート協同組合
住所 〒273-0025
千葉県船橋市印内町５９４－１ ＮＳＴビル５Ｆ
板橋建材 株式会社
東京エスオーシー株式会社
市川工場
市川菱光 株式会社
株式会社 内山アドバンス
浦安工場
関東宇部コンクリート工業 株式会社
浦安工場
京葉アサノコンクリート 株式会社
船橋工場
京葉アサノコンクリート 株式会社
八千代工場
船橋レミコン 株式会社
第一工場
船橋レミコン 株式会社
第二工場
吉田建材 株式会社
船橋工場

電話番号 047-434-0052 FAX番号 047-434-0087
272-0805 市川市大野町3-1689
272-0002 市川市二俣新町22-1
272-0013 市川市高谷2018-28
279-0002 浦安市北栄4-10-16
279-0002 浦安市北栄4-10-23
273-0015 船橋市日の出2-18-1
276-0022 八千代市上高野1976-8
273-0024 船橋市海神町南1-1606
274-0082 船橋市大神保町1310-1
273-0853 船橋市金杉4-1-10

047-337-8700
047-328-4171
047-327-3318
047-351-6211
047-352-5181
047-431-8115
047-484-5438
047-431-2141
047-457-1391
047-438-3354

千葉北部生コンクリート協同組合
住所 〒270-0034
千葉県松戸市新松戸２－２０
有限会社我孫子生コン鈴木建材
有限会社 伊藤建材
株式会社 内山アドバンス
松戸生コンクリート 株式会社
共立生コンクリート 株式会社
野田生コン 株式会社
松戸生コンクリート 株式会社
小林建材 株式会社
有限会社 田中建商

関ビル４Ｆ

電話番号 047-342-6200
270-0068
273-0128
柏工場
277-0081
常磐工場
270-2231
柏工場
270-0135
第一工場
278-0017
松戸工場
271-0061
鎌ヶ谷生ｺﾝ工場
273-0112
野田工場
278-0033

FAX番号 047-342-6235
我孫子市根戸583
鎌ヶ谷市くぬぎ山3-10-20
柏市富里3-3-1
松戸市稔台425
流山市野々下5-1062
野田市大殿井仲坪277
松戸市栄町西4-1140
鎌ヶ谷市東中沢1-4-8
野田市上花輪138

04-7184-7161
047-385-3251
04-7146-0181
047-365-2191
04-7144-0124
04-7124-4321
047-362-6116
047-444-0751
04-7122-3855

千葉県北総生コンクリート協同組合
住所 〒286-0033
千葉県成田市花崎町８０１
印旛菱光 株式会社
内山北総レミコン 株式会社
小澤商事 株式会社
小幡建材 株式会社
佐倉エスオーシー 株式会社
東邦レミコン 株式会社
船橋レミコン 株式会社
株式会社 多摩

成田ＴＴビル４Ｆ
本社工場

電話番号 0476-22-2388 FAX番号 0476-22-2385
270-1616 印西市岩戸古真木台3552
270-1534 印旛郡栄町西字西耕地650-6
成田生ｺﾝｸﾘｰﾄ工場
286-0133 成田市吉倉109
生コン工場
286-0101 成田市十余三15-60
佐倉工場
285-0051 佐倉市長熊290
八街工場
289-1103 八街市八街に48-36
北千葉工場
285-0911 印旛郡酒々井町尾上67-1
成田工場
286-0221 富里市七栄649-19

0476-99-0076
0476-95-1131
0476-22-1061
0476-32-0330
043-485-2131
043-443-3311
043-496-1141
0476-93-2171

多古生ｺﾝｸﾘｰﾄ工場
銚子工場
林長生コン工場

289-2241 香取郡多古町多古3499
288-0821 銚子市小浜町2590
289-0601 香取郡東庄町笹川イ6659

0479-76-2521
0479-23-8361
0478-86-1148

299-4326 長生郡長生村一松乙1746
297-0037 茂原市早野1141

0475-32-3711
0475-23-3237

277-0832
272-0014
289-2511
283-0005
289-2114
277-0861
289-1733
289-2144
270-0027
266-0005
272-0014

柏市北柏1-10-12
市川市田尻3－2－10
旭市イの１８の１
東金市田間峯大坪901－１
匝瑳市上谷中2215－9
柏市高田1116-32
山武郡横芝光町栗山213
匝瑳市八日市場イ2585
松戸市二ツ木1321
千葉市緑区誉田町2-2306-12
市川市田尻3-2-5

04-7166-0069
047-379-0066
0479-63-2311
0475-54-1111
0479-72-1511
04-7143-0262
0479-82-2210
0479-73-5519
047-341-0645
043-291-0104
047-376-5413

299-0243
299-0107
292-0413
299-0232
299-1147

袖ケ浦市蔵波2039
市原市姉崎海岸通り112
君津市吉野300
袖ケ浦市永地１２８１－１
君津市人見1135-1

0438-62-4571
0436-61-5012
0439-27-3661
0438-75-3740
0439-54-3801

東総生コンクリート協同組合
株式会社 安藤産業
常総コンクリート 株式会社
株式会社 林長

九十九里生コンクリート協同組合
一宮宇部コンクリート 株式会社
三協レミコン 株式会社

協組未加入
北柏建材 有限会社
有限会社鈴喜屋建材
旭明治生コンクリート株式会社
明治生コンクリート 株式会社
八日市場宇部生コンクリート株式会社
株式会社 丸昭建材
木村屋金物建材 株式会社
木村屋金物建材 株式会社
大利根建材 株式会社
株式会社 ヤマセ建材
株式会社 マジマ生コン

本社工場
市川工場
八日市場工場
本社工場
横芝工場
八日市場工場
ヤマセ生ｺﾝ工場

千葉アクア生コンクリート協同組合
小澤商事 株式会社
ヤマカ建材工業 株式会社
ヤスミ生コン株式会社
ヤマカ建材工業 株式会社
三好生コンクリート 株式会社

袖ケ浦宇部生ｺﾝｸﾘｰﾄ工場
市原工場
袖ケ浦工場
君津工場

館山地区
館山生コン

株式会社

294-0027 館山市西長田971-1

0470-28-1311

296-0032 鴨川市花房88-1
296-0016 鴨川市坂東391-3

04-7093-1775
04-7092-2184

鴨川地区
株式会社 青木商店
鴨川生コン 株式会社

鴨川工場
鴨川工場

