令和元年度

㊜マ ーク 使用承認工場リ ス ト

福島県
更新日：
社名

工場名

令和 元年 ５ 月１ 日

所在地

電話番号

〒

住所

電話番号
960-8163
960-2262
969-1661
969-1206
960-0808
960-1303
969-1761

024-542-1316
FAX番号 024-542-1486
福島市方木田字北谷地６番地
福島市在庭坂字天戸端３番地の２
伊達郡桑折町大字上郡字仲丸２４－１
本宮市長屋字中島２７－１
伊達市霊山町下小国字繕木１０－１
福島市飯野町青木字楚利田４
伊達郡国見町藤田字天上田１０－１

024-546-2221
024-591-1191
024-582-2438
0243-44-3997
024-586-2524
024-562-3614
024-585-2409

電話番号 024-933-2817 FAX番号 024-934-6359
962-0001 須賀川市森宿字安積田１９４
963-0534 郡山市日和田町字五庵５５－１
962-0403 須賀川市滑川字関ノ上１１
963-0551 郡山市喜久田町字下尾池２０番地１
963-0531 郡山市日和田町高倉字杉ノ下12
963-8061 郡山市富久山町福原字東苗内５７－１

0248-75-4111
024-958-2139
0248-73-4165
024-959-3051
024-958-2317
024-933-8558

福島県北生コ ン ク リ ート 協同組合
住所 〒960-0231 福島県福島市飯坂町平野字桜田３ 番７
東北太平洋生コン株式会社
福島工場
井上菱光生コン株式会社
県北生コンクリート株式会社
白岩生コン株式会社
ﾌﾞﾙｰﾊｯﾄﾘｮｰｾﾞﾝﾅﾏｺﾝｸﾘｰﾄ株式会社
有限会社菅野建材
国見生コンクリ－ト株式会社

福島県中央生コンクリート協同組合

住所 〒963-0201 福島県郡山市大槻町字針生下６３－３
郡山生コン須賀川株式会社
郡山生コン日和田株式会社
常磐生コン株式会社
郡山常磐生コン
東北太平洋生コン株式会社
郡山工場
新菱商事株式会社
郡山工場
新菱商事株式会社
郡山東工場

白河地区生コンクリート協同組合

住所 〒961-0041 福島県白河市字結城１１０－１ 電話番号 0248-23-3251 FAX番号 0248-27-2682
株式会社シ－ズ
生コン工場
963-5683 東白川郡棚倉町大字下山本字松並平３４－８
佐川生コン株式会社
石川工場
963-7807 石川郡石川町大字形見字道橋４８
佐川生コン株式会社
岩瀬工場
969-0402 岩瀬郡鏡石町諏訪町５４６
白河建設工業協同組合
961-8061 西白河郡西郷村大字小田倉字中庄司４番地

0247-33-3233
0247-26-6141
0248-62-7522
0248-25-1245

いわき地区生コンクリート協同組合

住所 〒971-8122 福島県いわき市小名浜林城字下高田１２－１ 電話番号 0246-58-4161 FAX番号 0246-58-4693
新菱商事株式会社
磐城工場
971-8185 いわき市泉町字小山203
共和アサノコンクリ－ト株式会社
970-0101 いわき市平下神谷字原際8番地
株式会社磯上商事
いわきレミコン工場
971-8125 いわき市小名浜島字高田町２６
株式会社磯上商事
大利ｺﾝｸﾘｰﾄ工場
970-1147 いわき市好間町大利字向山４５－１

0246-56-6345
0246-34-3121
0246-58-3434
0246-36-6475

相双生コンクリート協同組合

住所 〒979-0603 福島県双葉郡楢葉町大字井出字木屋ノ下40番地 電話番号 0240-25-8991 FAX番号 0240-25-8992
双葉日立生コン株式会社
979-1462 双葉郡双葉町大字中田字宮田３３
0240-33-2161
双葉住コン株式会社
フクスミ工場
979-0603 双葉郡楢葉町大字井出字木屋の下４０
0240-25-4121
草野建設株式会社
979-0515 双葉郡楢葉町大字上小塙字中川原５８
0240-25-3120
相双生コンクリート協同組合
ふたば復興生コン
979-1525 双葉郡浪江町高瀬字小高瀬廹17-1
0240-23-6222

会津地区生コン協同組合

住所 〒965-0059 福島県会津若松市インター西１３－２－２Ｆ 電話番号 0242-25-3771 FAX番号 0242-25-3777
三立あおい生コン株式会社
969-5114 会津若松市大戸町上雨屋１８８－１
会津喜多方生コン株式会社
豊川工場
966-0912 喜多方市豊川町一井字入宇田５５３－１
969-2751 耶麻郡猪苗代町大字若宮字ヘクリ甲２３７１番地1
猪苗代生コン株式会社
松阪興産株式会社
会津工場
969-6527 河沼郡会津坂下町大字福原字四ツ壇３－１
会津中央レミコン株式会社
969-6522 河沼郡会津坂下町大字宮古字村西２８－１
有限会社カネマン
969-6185 会津若松市北会津町下米塚字松原2300-2
東部生コンクリ－ト株式会社
967-0001 南会津郡南会津町長野字宇石１９
松阪興産株式会社
南会津工場
969-5201 南会津郡下郷町大字高陦字人数平乙1075

協組未加入

第一生コン有限会社
有限会社西間木組
株式会社桑原コンクリート工業
白河中央生コン株式会社
平田生コンクリート株式会社
県南生コンクリ－ト株式会社
石川生コンクリ－ト株式会社
常磐生コン株式会社
根本興産株式会社
松阪興産株式会社
東北レミコン株式会社

本社工場

常磐生コン
四倉常磐生コン
いわき工場
原町工場

960-2156
962-0001
963-4311
961-0063
963-8202
969-0105
963-7834
972-8316
979-0201
974-8232
975-0037

福島市荒井字横塚3番地202
須賀川市森宿字スウガ窪４１－１
田村市船引町今泉字鳥足371-8
白河市薄葉７－１２
石川郡平田村大字上蓬田字通目木７
西白河郡泉崎村大字踏瀬字赤沢山４-２５
石川郡石川町字轡取４７－９
いわき市常磐西郷町銭田２１０
いわき市四倉町芳ノ沢1番地59
いわき市錦町江栗大町２６－１
南相馬市原町区北原字東原１２０

0242-92-2316
0241-21-1535
0242-64-2314
0242-83-2131
0242-83-2921
0242-58-2251
0241-62-2382
0241-68-2766

024-593-2960
0248-76-3141
0247-81-2655
0248-22-0131
0247-55-3325
0248-53-2853
0247-26-9591
0246-43-2101
0246-38-4326
0246-63-5371
0244-23-4101

東北レミコン株式会社
相馬工場
相馬秩父生コン株式会社
鹿島工場
相馬秩父生コン株式会社
新地工場
株式会社美馬生コン
株式会社南会西部建設コーポレーション
有限会社伊南川建材

工組・協組未加入

第一生コン有限会社

国見工場

976-0013
979-2324
979-2611
968-0431
968-0443
967-0641

相馬市小泉字山田２３２
南相馬市鹿島区川子字滝沢１４８
相馬郡新地町駒ケ嶺字裏沢南６０－２
南会津郡只見町大字楢戸字二本柳1442-1
南会津郡只見町大字荒島字へつり431番3
南会津郡南会津町和泉田字大中島4947-1

969-1784 伊達郡国見町大字小坂字前4-1

0244-36-4185
0244-23-5115
0244-62-3125
0241-82-2860
0241-84-2943
0241-73-2131
024-585-1020

