令和元年度

㊜マ ーク 使用承認工場リ ス ト

広島県
更新日：
社名

工場名

令和 元年 ５ 月１ 日

所在地
〒

住所

電話番号

広島地区生コンクリート協同組合
住所

〒733-0863 広島県広島市西区草津南３－２－１２

㈱まるせ
㈱まるせ
広島太平洋生コン㈱
中国生コンクリート㈱
中四国宇部コンクリート工業㈱
ウベコン浜田㈱
広島生コン㈱
広島生コン㈱
中国菱光㈱
西広島レミコン㈲
中本建設工業㈱
㈱西日本生コンクリート工業
合田産業㈱
㈱横山建設
美建工業㈱
平成生コン㈱
広島トクヤマ生コン㈱
広島トクヤマ生コン㈱

佐東工場
五日市工場
広島工場
広島宇部工場
広島工場
廿日市工場
沼田工場
広島工場
生コン工場
広島高井工場
生コン
広島安佐工場
本社工場
西工場

清水コンクリート㈲

電話番号 082-278-5033
731-0101
731-5102
730-0826
734-0013
736-0055
731-3362
738-0021
731-3175
734-0013
731-5143
731-0223
731-0223
731-5151
731-4213
731-3362
731-0138
731-4325
731-5102

FAX番号 082-278-5152

広島市安佐南区八木1-1-1
広島市佐伯区五日市町石内472
広島市中区南吉島2-4-41
広島市南区出島3-2-2
安芸郡海田町南明神町3-2
広島市安佐北区安佐町久地234-5
廿日市市木材港北3-41
広島市安佐南区伴西町2187-17
広島市南区出島2-22-66
広島市佐伯区三宅1-1-49
広島市安佐北区可部南4-2-13
広島市安佐北区可部南2-21-16
広島市佐伯区五日市町大字上河内字道垣内950
安芸郡熊野町字深原平2673-1
広島市安佐北区安佐町久地1990-11
広島市安佐南区祇園3-21-22
安芸郡坂町鯛尾1-5-3
広島市佐伯区五日市町石内486

738-0021 廿日市市木材港北３－１

082-873-3922
082-941-1377
082-244-5708
082-251-4431
082-822-2125
082-837-1222
0829-32-2224
082-849-6861
082-251-9211
082-921-1410
082-814-3297
082-815-3151
082-928-0180
082-854-8335
082-837-3320
082-874-1919
082-885-5611
082-941-7551
0829-31-4801

広島県中部生コンクリート協同組合
住所

〒737-0125

広島県呉市広本町３－１４－３３ 電話番号 0823-72-3434 FAX番号 0823-72-3438

呉コンクリート㈱
安芸菱光㈱
㈱アガ生コン

呉工場
本社工場

737-0111 呉市広大広2-18-29
737-0111 呉市広大広2-17-11
737-0845 呉市吉浦新町2-1-7

0823-71-2211
0823-71-3281
0823-20-3366

山陽レミコン㈱

呉工場

737-0111 呉市広大広2-18-27

0823-71-0171

音戸工場

737-1206
737-2302
737-2132
737-2303

0823-50-0023
0823-45-5199
0823-42-2323
0823-45-2196

広島県南部生コンクリート協同組合
長門大和建設㈱
新家産業㈱
㈱三奈戸
平井興産㈱

レミコン工場
能美営業所

呉市音戸町高須3-15-6
江田島市能美町鹿川678
江田島市江田島町江南1-2-24
江田島市能美町高田212

協組未加入
深江産業㈱

737-2214 江田島市大柿町深江2153-1

0823-57-5365

東広島地区生コンクリート協同組合
住所

〒739-0014

広島県東広島市西条昭和町１－１５ 電話番号 082-423-3133 FAX番号 082-423-3270

中国生コンクリート㈱
㈱光山組
安芸菱光㈱
西条河内共同生コン㈱
広島コンクリート㈱
賀茂コンクリート㈱

生コン工場
西条工場

㈱エム・アール・シー

725-0003
729-2511
739-0036
739-2101
739-2622
739-0036

竹原市新庄町62-3
呉市安浦町赤向坂33-3
東広島市西条町田口3024
東広島市高屋町造賀11723-1
東広島市黒瀬町乃美尾4412-1
東広島市西条町田口20-3

0846-29-0041
0823-84-2742
082-425-1421
082-436-0211
082-382-7000
082-425-2277

志和工場

739-0265 東広島市志和町冠10867-94

082-433-5071

ｺﾝｸﾘｰﾄ工場

739-2401 東広島市安芸津町木谷乙3517-5
739-2317 東広島市豊栄町鍛冶屋464-1
729-2315 竹原市忠海長浜3-4-32

0846-45-5001
082-432-2688
0846-24-1203

協組未加入
中岡生コンクリート㈱
㈲宮森石油店
竹原小野田レミコン㈱

尾三地区生コンクリート協同組合
住所

〒723-0017

山陽レミコン㈱
三原共同生コン㈱
美建工業㈱
広島トクヤマ生コン㈱

広島県三原市港町３丁目１７－２ 電話番号 0848-63-8333 FAX番号 0848-63-8892
三原工場
大和工場

723-0133 三原市沼田町1-1-13
723-0141 三原市沼田東町両名965
729-1211 三原市大和町大草291-1

0848-66-0306
0848-66-1221
0847-34-0002

三原工場

729-0413 三原市本郷町南方10993-1

0848-86-0633

尾道地区生コンクリート協同組合
住所 〒729-0141 尾道市高須町防地南側1170-15
広島味岡生コンクリート㈱
㈱井ノ原建設
生コン部
瀬戸田生コンクリート㈱
㈱タカヤマ

電話番号 0848-46-0440 FAX番号 0848-38-1125
722-0055 尾道市新高山3-1178-6
729-0141 尾道市高須町1199-1
722-2417 尾道市瀬戸田町名荷2393-1
722-0312 尾道市御調町貝ヶ原186

0848-46-4111
0848-46-0240
0845-27-0022
0848-76-0455

広島県東部生コンクリート協同組合
高月ナマコン㈱
森近石材㈲
美建工業㈱
㈱サンナマ
福山共同生コン㈱
福山北部生コン㈱
三谷建設㈱
広島トクヤマ生コン㈱
宇部美菱生コン㈱
合田産業㈱
新備広コンクリート㈱

生コン工場
福山工場
本社工場
生コン工場
福山工場
福山工場

726-0013
720-0312
721-0951
721-0953
721-0951
720-2133
720-0843
729-0114
720-0837
721-0956
726-0013

府中市高木町1565
福山市沼隈町大字能登原小桜2493-13
福山市新浜町2-2-23
福山市一文字町19-12
福山市新浜町1-７-２３
福山市神辺町川北1825-１
福山市赤坂町赤坂鹿田1642-2
福山市柳津町3-2-6
福山市瀬戸町大字地頭分2004-1
福山市箕沖町64
府中市高木町1120

0847-45-5165
084-987-0642
084-953-9151
084-954-1661
084-953-1321
084-962-2895
084-951-1254
084-934-0024
084-951-0725
084-959-6383
0847-45-5025

上下地区生コンクリート協同組合
住所

〒729-3431

広島県府中市上下町上下１０６６－１ 銭貢呂ビル 電話番号 0847-62-2253 FAX番号 0847-62-2191

㈲甲奴砕石
神石生コンクリート協同組合
世羅生コン販賣㈱

生ｺﾝｸﾘｰﾄ工場

729-3405 府中市上下町字有福11
720-1812 神石郡神石高原町油木甲2885-5
722-1115 世羅郡世羅町大字西神崎866

0847-62-4078
0847-82-0066
0847-22-0781

㈱山平組

赤屋生ｺﾝ工場

729-3305 世羅郡世羅町大字赤屋字長者ヶ原22-1

0847-24-0226

三次地区生コン協同組合
住所

〒728-0022

広島県三次市西酒屋町１０８７番地１５ 電話番号 0824-63-1841 FAX番号 0824-63-2271

日高三次レミコン㈲
㈱マテリアル・サービス
中国レミテック㈱
美建工業㈱
日本生コン㈱

高田宇部工場
三次工場
三次工場
高宮工場

728-0202
731-0501
729-4207
729-6334
739-1805

三次市布野町下布野852-1
安芸高田市吉田町吉田2782
三次市吉舎町敷地1
三次市上川立町1861-１
安芸高田市高宮町原田386

0824-54-2019
0826-42-0614
0824-44-3151
0824-67-3771
0826-57-1013

㈲エイブル

生コン工場

729-6214 三次市高杉町1470-3

0824-66-2234

生ｺﾝｸﾘｰﾄ工場

728-0403 三次市君田町藤兼365-1

0824-53-2316

協組未加入
㈱三好建材

庄原地区生コンクリート協同組合
住所

〒727-0013

広島県庄原市西本町２－１８－８ 新興ビル 電話番号 0824-72-5141 FAX番号 0824-72-5140

備北小野田レミコン㈱
日本生コン㈱
㈱後藤商店

庄原工場
東城レミコン工場

727-0023 庄原市七塚町1339
727-0007 庄原市宮内町726-1
729-5123 庄原市東城町戸宇873-1

0824-74-0136
0824-72-3636
08477-2-0518

中国レミテック㈱

庄原工場

727-0003 庄原市是松町5020-5

0824-75-0585

生ｺﾝｸﾘｰﾄ工場

727-0402 庄原市高野町新市418

0824-86-2228

協組未加入
㈱加島建設

山県地区生コンクリート協同組合
住所

〒731-3621

広島県山県郡安芸太田町大字下筒賀1118-7 電話番号 0826-22-1560 FAX番号 0826-22-1560

あさやま工業㈱
山県東部生コン㈱
桑本建材㈱

731-3502 山県郡安芸太田町津浪29
731-1533 山県郡北広島町有田676-1

0826-23-0126
0826-72-4083

生ｺﾝｸﾘｰﾄ工場

731-1533 山県郡北広島町有田957

0826-72-2251

本社工場

731-1712 山県郡北広島町都志見567

0826-83-1119

協組未加入
㈱竹下生コン

内海地区生コンクリート協同組合
住所

〒722-2211

大成生コンクリート㈱

広島県尾道市因島中庄町２０１５－２ 電話番号 0845-24-1261 FAX番号 0845-24-3121
因島工場

722-2211 尾道市因島中庄町2015-2

0845-24-1261

協組なし
日本生コン㈱
㈲谷口生コン

大崎工場

725-0231 豊田郡大崎上島町東野1190
734-0102 呉市豊浜町大字大浜字東松山1974

0846-65-2173
0823-68-2463

