令和元年度

㊜マ ーク 使用承認工場リ ス ト

大分県
更新日：
社名

工場名

中津生コンクリート協同組合

住所 〒871-0013 大分県中津市大字金手３３番地４
筑紫菱光(株)
中津工場
福進（株）
原田コンクリート(株)
山国工場
（有）玖珠生コン
耶馬渓工場
(株)スオウ
（有）小川建材工業
アネット（株）
中津工場

所在地
〒

住所

電話番号 0979-23-0181

FAX番号 0979-25-3533

令和 元年 ５ 月１ 日
電話番号

871-0022

中津市大字相原2865番地32

0979-22-0776

871-0004

中津市大字上如水1333番地の1

0979-32-5688

871-0712

中津市山国町守実392番地1

0979-62-3321

871-0405

中津市耶馬渓町大字柿坂字迫1700番地

0979-26-6067

871-0162

中津市大字永添2266番地の5

0979-22-5353

879-0124

中津市大字田尻崎6番4

0979-32-3145

879-0123

中津市大字田尻字和間ヶ鼻西新開2820-23

0979-32-3002

宇佐生コンクリート事業協同組合

住所 〒879-0453
県北コンクリート(株)
奥田生コン（株）
(株)大分宇部

大分県宇佐市大字上田931-3 宇佐建設会館2Ｆ 電話番号 0978-33-3309 FAX番号 0978-33-1696
872-0318 宇佐市院内町副1576-1
0978-42-6970
879-0462 宇佐市大字別府590番地の1
0978-32-6927
0978-44-1878
安心院工場
872-0675 宇佐市安心院町矢崎673-1

西高地区生コンクリート協同組合

住所 〒879-0605
西日本土木(株)
堤 生 コ ン(株)
大分綜合建設（株）
佐々木商事(株)

大分県豊後高田市御玉４８ 電話番号 0978ｰ24ｰ2440 FAX番号 0978-24-2441
879-0612 豊後高田市佐野5171番地
872-1202 豊後高田市香々地2923番地
879-0604 豊後高田市美和1737番地１
879-0612 豊後高田市佐野1480番地１

0978-22-0073
0978-54-2064
0978-24-3350
0978-24-3335

国東半島生コンクリート協同組合

住所 〒873-0421
(株)大分宇部
(株)大分宇部
(株)大分宇部

大分県東国東市武蔵町糸原３９６３番地の８ 電話番号 0978-68-1315 FAX番号 0978-68-1441
国東工場
873-0503 国東市国東町鶴川1920番地１
0978-72-1240
杵築工場
873-0033 杵築市大字守江2-2964番地1
0978-63-9311
安岐工場
873-0212 国東市安岐町塩屋2番地3
0978-67-1231

大分中央生コンクリート協同組合

住所 〒870-0245 大分県大分市大在北３－３５６ 電話番号 097-528-8666 FAX番号 097-527-4366
龍南運送（株）
大分レミコン工場
870-0011 大分市大字勢家字春日浦843番地の180
（株）大分宇部
大分工場
870-0018 大分市豊海1丁目7番4号
（株）野津原
野津原工場
870-1203 大分市大字野津原字川向287番地
(株)旭商
幸崎生コン工場
879-2111 大分市大字本神崎字古川98番地1
松田砂利工業（有）
生コン工場
870-0843 大分市元町下鴨5056
龍南運送（株）
大南レミコン工場
879-7501 大分市大字竹中字長谷原126番地
志村生コンクリート(株)
870-0278 大分市青崎1丁目2番36号
(株)滝尾プラント
870-0951 大分市大字下郡466番地
恵藤建設（株）千歳生コン
大分工場
870-0951 大分市大字下郡465番地
(株)挾間生コン
879-5506 由布市挾間町挾間307番地の1
(株)豊海
870-0018 大分市豊海5丁目4番9号
(株)大分生コン
879-7784 大分市大字上戸次字中ノ原5990番地
(株)九大技建
879-5421 由布市庄内町柿原236番地
大分味岡生コンクリート(株)
第四工場７号埠頭
870-0301 大分市日吉原1番地9号
アネット（株）
湯平工場
879-5111 由布市湯布院町湯平384番地

097-536-3331
097-534-9251
097-588-1700
097-576-1470
097-544-4737
097-597-1668
097-522-1111
097-569-2646
097-569-8248
097-583-2323
097-534-6081
097-597-1055
097-582-3590
097-593-0007
0977-86-2121

大分県別府・日出生コンクリート協同組合

住所 〒879-1506 大分県速見郡日出町３２８２番地の１ 電話番号 0977-73-2331 FAX番号 0977-73-2234
龍南運送（株）
日出レミコン工場
879-1504 速見郡日出町大字大神字葦ヶ迫9667-2
別府中央生コンクリート(株)
874-0011 別府市大字内竃字北尾関61番地
恵藤建設（株）千歳生コン
別府工場
874-0013 別府市古市町881番地144

0977-72-9100
0977-67-3636
0977-66-8110

臼津生コンクリート協同組合

住所 〒879-2422 大分県津久見市港町１番１９号 電話番号 0972-83-5330 FAX番号 0972-83-5385
龍南運送（株）
津久見小野田レミコン工場 879-2446 津久見市大字下青江3880番地
拓州建設(株)
生コン事業部津久見工場 879-2461 津久見市大字上青江3748番地の1
大分味岡生コンクリート(株)
第三工場臼杵
875-0073 臼杵市大字掻懐字水輪2119-3
（株）野津生コン
875-0342 臼杵市野津町大字落谷759番地
(株)甲斐建設
生コン工場
879-2683 津久見市大字四浦字天神ケ浦5451番地

0972-82-2175
0972-82-8111
0972-65-2332
0974-32-2701
0972-88-2211

大分県南地区生コンクリート協同組合

住所 〒876-0823
県南生コン(株)
県南生コン(株)
県南生コン(株)

大分県佐伯市女島１０４５８番地 電話番号 0972-23-3331 FAX番号 0972-23-3334
佐伯工場
876-0012 佐伯市大字鶴望433番地
中央工場
876-0022 佐伯市字鳥越10101番地の1
赤嶺・宇目工場
879-3301 佐伯市宇目大字小野市5054番地の1

0972-22-1761
0972-29-2111
0972-54-3224

谷川建設工業(株)
ヤヨイ生コン(株)
（株）共同生コン

日豊生コン工場

876-0111
876-0103
876-1105

佐伯市弥生大字井崎89番地
佐伯市弥生大字床木120番地
佐伯市大字海崎74番地

0972-46-1550
0972-46-1911
0972-27-6611

豊肥生コンクリート協同組合

住所 〒879-7152 大分県豊後大野市百枝１０８６番地２６１ 電話番号 0974-22-3311 FAX番号 0974-22-3313
(株)友岡組 大野生コン
大野工場
879-6433 豊後大野市大野町大原1150番地
(株)友岡組 大野生コン
三重工場
879-7153 豊後大野市三重町玉田1309番地
恵藤建設（株）千歳生コン
千歳工場
879-7404 豊後大野市千歳町長峰1590番地
味岡ガイナン生コンクリート（株）
第一工場 竹田
878-0007 竹田市大字三宅字向堀田975
共同コンクリート(株)
878-0021 竹田市大字穴井迫1330番地
豊友産業（株）
879-6181 竹田市大字小塚1551-1

0974-34-2074
0974-22-1240
0974-37-2157
0974-63-4488
0974-63-2776
0974-65-2010

玖珠地区生コンクリート協同組合

住所 〒879-4412
（有）玖珠生コン
（有）玖珠生コン

大分県玖珠郡玖珠町山田2624-2 （有）玖珠生コン 内 電話番号 0973-72-0701 FAX番号 0973-72-3847
本社工場
879-4412 玖珠郡玖珠町山田2624-2
0973-72-0701
0973-72-7230
第二工場
879-4414 玖珠郡玖珠町大字大隈1895番地

日田地区生コンクリート協同組合

住所 〒877-0067
日田生コンクリート(株)
(有)タカシマ運送
光岡生コン（株）
原田コンクリート（株）

協組未加入

中村産業生コン（株）
（有）臼杵建材
(株)おがた生コン
(株)諌山生コン

大分県日田市大字川下７６７－３０ 電話番号 0973-27-7225 FAX番号 0973-27-2125
877-0062 日田市上野町656番地
生コン事業部 日田中央 877-0076 日田市大字庄手字宮向815番地の1
877-0078 日田市大字友田3725番地
津江工場
877-0301 日田市中津江村栃野2191番地

0973-23-2288
0973-22-7141
0973-24-3904
0973-54-3264

中津市本耶馬渓町下屋形1225番地5
臼杵市大字大野赤池山2201-25
豊後大野市緒方町下自在96番地１
日田市石井町3丁目874番地

0979-43-2882
0972-67-2316
0974-42-2877
0973-23-2331

中津工場

871-0205
875-0004
879-6643
877-0061

