平成３０年７月６日現在

工業組合名簿
地区
北海道地区

県名
北海道
青森県
秋田県
岩手県
東北地区
山形県
宮城県
福島県
埼玉県
千葉県
関東一区地区
東京都
神奈川県
茨城県
栃木県
関東二区地区 群馬県
長野県
山梨県
新潟県
富山県
北陸地区
石川県
福井県
静岡県
岐阜県
東海地区
愛知県
三重県
滋賀県
奈良県
近畿地区
京都府
大阪兵庫
和歌山県
岡山県
広島県
中国地区
山口県
島根県
鳥取県
徳島県
香川県
四国地区
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
九州地区
熊本県

工業組合名
北海道生コンクリート工業組合
青森県生コンクリート工業組合
秋田県生コンクリート工業組合
岩手県生コンクリート工業組合
山形県生コンクリート工業組合
宮城県生コンクリート工業組合
福島県生コンクリ－ト工業組合
埼玉県生コンクリート工業組合
千葉県生コンクリート工業組合
東京都生コンクリート工業組合
神奈川県生コンクリート工業組合
茨城県生コンクリ－ト工業組合
栃木県生コンクリート工業組合
群馬県生コンクリート工業組合
長野県生コンクリート工業組合
山梨県生コンクリート工業組合
新潟県生コンクリート工業組合
富山県生コンクリート工業組合
石川県生コンクリート工業組合
福井県生コンクリート工業組合
静岡県生コンクリート工業組合
岐阜県生コンクリート工業組合
愛知県生コンクリート工業組合
三重県生コンクリート工業組合
滋賀県生コンクリート工業組合
奈良県生コンクリート工業組合
京都生コンクリート工業組合
大阪兵庫生コンクリート工業組合
和歌山県生コンクリート工業組合
岡山県生コンクリート工業組合
広島県生コンクリート工業組合
山口県生コンクリート工業組合
島根県生コンクリート工業組合
鳥取県生コンクリート工業組合
徳島県生コンクリート工業組合
香川県生コンクリート工業組合
愛媛県生コンクリート工業組合
高知県生コンクリート工業組合
福岡県生コンクリート工業組合
佐賀県生コンクリート工業組合
長崎県生コンクリート工業組合
熊本県生コンクリート工業組合

理事長
成田 眞一
五十洲 廣明
村岡 兼幸
安東 邦男
渡邉 英一
高野 剛
永田 茂男
根岸 俊介
鈴木 実
吉野 友康
大久保 健
田島 毅
西畑 宜昭
髙木 康夫
山浦 友二
瀧田 雅彦
三友 泰彦
酒井 正人
豊蔵 健夫
高﨑 俊二
野村 玲三
雁部 繁夫
小峰 重夫
筒井 克昭
山本 良一
吉田 桃子
福田 茂
木村 貴洋
丸山 克也
中村 堯夫
深澤 弘一
野村 信幸
中島 新吾
細田 耕治
坂東 寛司
松永 雪夫
花井 秀裕
山中 伯
野見山 優
福岡 桂
福田 輝機
味岡 和國

〒
003-0001
030-0902
011-0904
020-0816
990-0024
980-0022
960-8031
336-0017
260-0045
273-8503
221-0844
310-0803
321-0932
371-0013
381-2213
400-0042
950-0983
939-3551
921-8043
910-2178
422-8006
500-8286
460-0003
514-0303
520-0041
633-0017
604-8383
530-0001
641-0036
700-0943
732-0817
754-0014
693-0026
680-0911
771-0143
760-0002
790-0951
780-8037
812-0013
846-0012
850-0033
862-0976

住所
北海道札幌市白石区東札幌１条４丁目２４－５
青森県青森市合浦１－３－３
秋田県秋田市寺内蛭根一丁目１５番１８号
岩手県盛岡市中野２－１５－１５
山形県山形市あさひ町１８－２５
宮城県仙台市青葉区五橋１－６－２ ＫＪビルディング６Ｆ
福島県福島市栄町１０－２１ 福島栄町ビル３Ｆ
埼玉県さいたま市南区南浦和３－１７－５
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
千葉県船橋市浜町２－１６－１
神奈川県横浜市神奈川区沢渡１－２ 高島台第３ﾋﾞﾙ ６F
茨城県水戸市城南３－１６－３１
栃木県宇都宮市平松本町１１４０－１ 生コン会館３階
群馬県前橋市西片貝町５－１５－１
長野県長野市広田４８番地 神明第１ビル５階
山梨県甲府市高畑１－１０－１８
新潟県新潟市中央区神道寺１丁目４番１４号
富山県富山市水橋中村４５６－１
石川県金沢市西泉３丁目３３番１号
福井県福井市栂野町第２１号５－１
静岡県静岡市駿河区曲金６丁目２番４５号
岐阜県岐阜市西鶉１丁目６９番地
愛知県名古屋市中区錦３－２０－２７ 御幸ビル４階
三重県津市雲出長常町字中浜垣内１０９５番地
滋賀県大津市浜町９－３２ 生コン会館３階
奈良県桜井市慈恩寺８１９－１
京都府京都市中京区西ノ京小堀町2-10 立花ビル4F
大阪府大阪市北区梅田１丁目１－３ 大阪駅前第三ビル４Ｆ５号
和歌山県和歌山市西浜１６６０－２９１
岡山県岡山市南区新福１－２１－３６
広島県広島市南区比治山町２番４号
山口県山口市小郡高砂町３番６号
島根県出雲市塩冶原町１－２－６
鳥取県鳥取市千代水２丁目３５番地
徳島県徳島市川内町中島９７－１
香川県高松市茜町２８－４０
愛媛県松山市天山３丁目８番２０号
高知県高知市城山町１８３－５
福岡県福岡市博多区博多駅東１－１１－５ アサコ博多ビル５F
佐賀県多久市東多久町大字別府２４２６－２
長崎県長崎市万才町１－２－２０１
熊本県熊本市中央区九品寺４－８－１７ 建設会館別館3F
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電話番号
011-832-5161
017-743-1341
018-824-5540
019-654-0013
023-632-5654
022-266-5811
024-523-1695
048-882-7993
043-207-6351
047-431-9211
045-311-5025
029-226-9831
028-635-7387
027-243-8855
026-283-8712
055-228-5619
025-241-2354
076-479-6785
076-242-1401
0776-52-1400
054-287-5066
058-273-4445
052-211-2711
059-234-9550
077-524-0770
0744-49-2285
075-813-1333
06-6344-5231
073-445-0377
086-264-6375
082-506-2711
083-972-6515
0853-24-2200
050-3537-0850
088-665-2945
087-861-7452
089-948-1705
088-833-3110
092-461-1411
0952-76-2675
095-820-3501
096-362-9011

FAX番号
011-832-5209
017-743-1408
018-823-8339
019-654-0482
023-631-6875
022-266-5822
024-522-3685
048-883-3500
043-207-6353
047-431-9215
045-311-5026
029-232-0508
028-635-9729
027-243-8844
026-283-8715
055-228-5663
025-243-1372
076-479-6786
076-242-1350
0776-52-0099
054-280-5305
058-274-5840
052-211-2714
059-234-4913
077-524-0970
0744-49-2286
075-813-1355
06-6344-7705
073-445-3524
086-263-8909
082-506-2713
083-972-6516
0853-24-2202
0857-38-3352
088-665-0490
087-861-7453
089-948-1567
088-833-3242
092-475-6902
0952-76-2696
095-820-3503
096-362-9494

平成３０年７月６日現在

工業組合名簿
九州地区
地区

県名
大分県
鹿児島県
沖縄県

工業組合名
大分県生コンクリート工業組合
鹿児島県生コンクリート工業組合
沖縄県生コンクリート工業組合

理事長
渡邉 忠幸
米盛 直樹
島袋 等

〒
住所
870-0245 大分県大分市大在北３丁目３５６番地
890-0052 鹿児島市上之園町24-2川北ビル4階
900-0001 沖縄県那覇市港町２－１４－１
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電話番号
097-528-8225
099-254-1560
098-868-2662

FAX番号
097-521-2535
099-258-4730
098-863-2511

