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北勢生コンクリート協同組合

住所 〒510-0834 三重県四日市市ときわ１－２－４０ 電話番号 059-351-9598 FAX番号 059-351-9648
こもの生コン㈱
510-1311 三重郡菰野町大字永井３０８７番地
中部太平洋生コン㈱
四日市工場
510-0051 四日市市千歳町２２番地の２
東和レミコン㈱
512-0906 四日市市山之一色町１５２８番地の1
岡本土石工業㈱
生コンクリート部 四日市工場 510-0971 四日市市南小松町道山１０８番地
㈱藤井工業
511-0284 いなべ市大安町梅戸２６３番地
北勢レミコン㈱
511-0428 いなべ市北勢町阿下喜３４３６番地
㈲牧野建材
510-8112 三重郡川越町亀須新田１５３番地
㈲ヤマセ砂利
511-0215 いなべ市員弁町東一色中島２８－２
㈱四日市菱光
四日市工場
510-0875 四日市市大治田三丁目５番４０号

059-396-2875
059-353-6363
059-336-3851
059-328-8508
0594-77-0636
0594-72-7470
059-364-2525
0594-77-0864
059-345-1305

鈴鹿生コンクリート販売協同組合

住所 〒513-0809
磯山レミコン㈱
関レミコン㈱
林建材㈱
㈱フジワラ
松阪興産㈱
㈲太田コンクリート

三重県鈴鹿市西条６－３２ 電話番号 059-383-5511 FAX番号 059-383-5513
510-0256 鈴鹿市磯山一丁目２０番５１号
519-1108 亀山市関町小野２７番地
生コン工場
513-0802 鈴鹿市飯野寺家町字横シメ２０８
鈴鹿工場
519-0313 鈴鹿市追分町１７０番地
鈴鹿工場
513-0825 鈴鹿市住吉町字石塚６７２２－１１８
519-0102 亀山市和田町５９９番地の２

059-386-1181
0595-96-1221
059-382-7000
059-371-1122
059-378-5840
0595-82-2026

中勢生コンクリート協同組合

住所 〒514-0303
㈱安芸砂利
飯高砂利㈱
岡本土石工業㈱
岡本土石工業㈱
㈱大台
大宮ナマコン㈱
㈲紀勢コンクリート
㈲小林組
阪本生コンクリート㈲
さんよう生コン㈱
㈲大創生コン
中勢太平洋生コン㈱
㈱前田組
松阪興産㈱
松阪興産㈱
松阪興産㈱
松阪興産㈱
松阪興産㈱
丸西産業㈲
三雲生コン㈱

三重県津市雲出長常町字西浜垣内１０９６ 電話番号 059-234-8317 FAX番号 059-234-9935
安芸生コン工場
514-2322 津市安濃町戸島２５１０番地
515-1615 松阪市飯高町森１２１番地
生コンクリート部 津工場
514-1138 津市戸木町５００番地
生コンクリート部 松阪工場
515-0027 松阪市朝田町字川中１０１１
519-2427 多気郡大台町上楠２７６番地の１
519-2732 度会郡大紀町野添７６５番地５
519-2911 度会郡大紀町錦６９２－１
生コン工場
515-2603 津市白山町川口５０７４番地５
515-3532 津市美杉町川上１１２０番地
515-0204 松阪市櫛田町７４７番地
519-2429 多気郡大台町高奈９４８番地１
本社工場
515-2105 松阪市肥留町３４８番地
生コンクリート部
515-3311 津市美杉町下多気８２６番地
安濃工場
514-2303 津市安濃町内多小山田２６２６－１
勢和工場
519-2211 多気郡多気町丹生４０９８－１
高木工場
515-0211 松阪市高木町１００７－１
津工場
514-0302 津市雲出伊倉津町字高峰新田１７６４
白山工場
515-2613 津市白山町山田野８９０番地の２
519-2525 多気郡大台町滝谷字大熊口４１２番地
三雲工場
515-2112 松阪市曽原町２９３番地２

059-268-4100
0598-45-0171
059-256-3000
0598-50-0778
0598-83-2531
0598-83-2411
0598-73-4800
059-262-3655
059-274-0134
0598-28-2411
0598-83-2723
0598-56-5650
059-275-0048
059-268-1131
0598-49-3068
0598-28-3314
059-234-3851
059-262-0571
0598-77-2224
0598-56-2834

伊勢生コンクリート協同組合

住所 〒516-1101
石川商工㈱
伊勢コンクリート㈱
㈲大久
㈱南島コンクリート
㈱南島コンクリート
松阪興産㈱

三重県伊勢市大倉町１６１８－２ 電話番号 0596-28-5131 FAX番号 0596-23-3763
伊勢生コン工場
516-1102 伊勢市佐八町字中瀬１６７０番地
519-0425 度会郡玉城町岩出２９２番地
本社工場
515-0505 伊勢市西豊浜町字中島３６５３番
本社工場
516-1423 度会郡南伊勢町村山１１１５番地の１
度会工場
516-2105 度会郡度会町平生１３７１番地の２
伊勢工場
516-1102 伊勢市佐八町772-1

0596-39-1177
0596-58-2500
0596-37-0025
0596-76-0143
0596-62-1073
0596-39-8010

伊賀生コンクリート協同組合

住所 〒518-0824
伊賀小野田レミコン㈱
㈱西條
㈱大栄工業
廣嶋建材㈱
丸山建設㈱

三重県伊賀市守田町字守田１９７ 電話番号 0595-24-0101 FAX番号 0595-24-0290
518-0006 伊賀市羽根６７０番地
伊賀生コン上野工場
518-0816 伊賀市中友生１１１１番地
伊賀生コン名張工場
518-0752 名張市蔵持町原出５２３番地
生コンクリート工場
518-0013 伊賀市東条婦之鳥２０８番地の１
生コン部
518-0107 伊賀市枅川３５９番地の５

0595-23-6938
0595-21-1596
0595-64-0456
0595-23-4166
0595-37-0051

鷲熊生コンクリート協同組合

住所 〒519-5204
㈲小倉建材
尾鷲石川商工㈱
東建生コン㈱

三重県南牟婁郡御浜町阿田和３４２２－８ 電話番号 05979-3-0066 FAX番号 05979-2-1055
生コン工場
519-3407 北牟婁郡紀北町小山浦３７２
尾鷲生コン工場
519-3613 尾鷲市瀬木山町５番１１号
519-3204 北牟婁郡紀北町東長島１１６５番地

0597-32-0536
0597-22-1829
0597-47-2565

岡本土石工業㈱
㈲椿コンクリート産業
㈲椿コンクリート産業

生コンクリート部 鮒田工場
五郷工場
御浜工場

519-5714 南牟婁郡紀宝町鮒田５０１番地
0735-22-4104
519-4675 熊野市五郷町大井谷２９番地の１
0597-83-0222
519-5324 南牟婁郡御浜町大字中立字小平１５４８番地05979-4-1510

志摩生コンクリート協同組合

住所 〒517-0604
石川商工㈱
㈲創和生コン
㈱南島コンクリート
日本工業㈱
松阪興産㈱

三重県志摩市大王町船越２３４−３ 電話番号 0599-73-8070 FAX番号 0599-73-8071
鳥羽生コン工場
517-0042 鳥羽市松尾町９９８番地の1
517-0504 志摩市阿児町志島１４７５番地
南勢工場
516-0104 度会郡南伊勢町神津佐８８０番地
生コンクリート事業部ニッコン
516-0113 度会郡南伊勢町斎田３５番地５
志摩工場
517-0604 志摩市大王町船越２３４－３

0599-25-4118
0599-45-2185
0599-66-0625
0599-65-3777
0599-72-2021

協組未加入
勢濃生コン㈱
㈱大藤産業

多度工場

511-0118 桑名市多度町御衣野１６５６番地
0594-48-4600
514-0304 津市雲出本郷町字榎縄１８０５番地の１３ 059-234-5130

