平成２９年９月２２日現在

協同組合名簿
県名

福岡県

〒

住所

電話番号

FAX番号

福岡地区生コンクリート協同組合

中島

⾠也

812-0013

福岡県福岡市博多区博多駅東１－１２－８ 加月ビル２階

092-472-5540

092-473-6348

北九州広域生コンクリート協同組合

永松

⾼詩

802-0001

福岡県北九州市小倉北区浅野２－６－１６ マルサンビル２階

093-511-6699

093-531-3238

筑後地区生コン販売協同組合

原

裕

839-0809

福岡県久留米市東合川5-1-50丸山インタービル2階

0942-45-3937

0942-45-3957

両筑生コンクリート協同組合

本⽥

智

838-0051

福岡県朝倉市小田１５４６－１

0946-23-0434

0946-24-7007

飯塚生コンクリート協同組合

野⾒⼭

眞

820-0201

福岡県嘉麻市漆生１５８５番地

0948-83-5260

0948-83-5261

田川生コンクリート協同組合

鶴⽥

達哉

826-0041

福岡県田川市大字弓削田２８０３番地２ 麻生田川コンクリート工業（株）内

0947-44-6022

0947-44-6022

846-0012

佐賀県 佐賀県生コンクリート協同組合

福岡 桂

佐賀県多久市東多久町大字別府２４２６－２

0952-76-2675

0952-76-2696

８５１－１１３３

長崎県長崎市小江町１７４９番４

095-865-6677

095-865-6688

857-0032

長崎県佐世保市宮田町１番６号

0956-76-7001

0956-76-7002

⽊村 均

859-1505

長崎県南島原市深江町戊６３８－４

0957-72-5488

0957-72-6505

長崎県央生コンクリート協同組合

⻄畑

伸造

859-0312

長崎県諌早市西里町２８２－８

0957-24-1526

0957-24-2566

中部有明地区生コンクリート協同組合

橋⼝

信⼀

865-0064

熊本県玉名市中１６７５番地１（文仙館１Ｆ）

0968-73-1101

0968-73-1102

城北地区生コンクリート協同組合

岩根

友誠

861-0331

熊本県山鹿市鹿本町来民１１２３－２

0968-46-4266

0968-46-3202

阿蘇地区生コンクリート協同組合

杉本

義⺒

869-2225

熊本県阿蘇市黒川１２９１

0967-34-2200

0967-34-2198

宇城地区生コンクリート協同組合

松浦

勝幸

869-0531

熊本県宇城市松橋町大野１３５番地２

0964-33-7988

0964-33-7190

熊本県 八代地区生コンクリート協同組合

⾼野

晋介

866-0805

熊本県八代市宮地町１５７６－１

0965-35-2577

0965-35-2586

人吉球磨地区生コンクリート協同組合

地下

和志

868-0071

熊本県人吉市西間上町今宮２５８６－１

0966-23-5664

0966-24-8854

水俣地区生コンクリート協同組合

江⼝ 隆⼀

869-5603

熊本県葦北郡津奈木町岩城２０１２－１７

0966-78-3288

0966-78-3286

天草地区生コンクリート協同組合

切通

英博

863-0043

熊本県天草市亀場町亀川４７９－１

0969-23-5210

0969-23-5264

熊本地区生コンクリート協同組合

味岡

和國

861-4101

熊本県熊本市南区近見７－８－３

096-288-3255

096-288-3265

中津生コンクリート協同組合

渡辺

建⼆

871-0013

大分県中津市大字金手３３番地４

0979-23-0181

0979-25-3533

宇佐生コンクリート事業協同組合

奥⽥

和茂

879-0453

大分県宇佐市大字上田931-3 宇佐建設会館2Ｆ

0978-33-3309

0978-33-1696

国東半島生コンクリート協同組合

三浦

慎次郎

873-0421

大分県東国東市武蔵町糸原３９６３番地の８

0978-68-1315

0978-68-1441

臼津生コンクリート協同組合

川上

富博

879-2422

大分県津久見市港町１番１９号

0972-83-5330

0972-83-5385

大分県 大分県南地区生コンクリート協同組合

⾚嶺

勝

876-0823

大分県佐伯市女島１０４５８番地

0972-23-3331

0972-23-3334

豊肥生コンクリート協同組合

友岡

孝幸

879-7152

大分県豊後大野市百枝１０８６番地２６１

0974-22-3311

0974-22-3313

玖珠地区生コンクリート協同組合

森

重俊

879-4412

大分県玖珠郡玖珠町山田2624-2 （有）玖珠生コン 内

0973-72-0701

0973-72-3847

日田地区生コンクリート協同組合

松野

洋

877-0067

大分県日田市大字川下７６７－３０

0973-27-7225

0973-27-2125

大分中央生コンクリート協同組合

渡邉

忠幸

870-0245

大分県大分市大在北３－３５６

097-528-8666

097-527-4366

長崎県

九州地区1/2

理事⻑

協同組合名

長崎広域生コンクリート協同組合

⼩島

亮

長崎県北生コン協同組合

福⽥

輝機

島原半島生コンクリート協同組合
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平成２９年９月２２日現在

協同組合名簿
県名

九州地区2/2

沖縄県

〒

住所

電話番号

FAX番号

上内

⿓

883-1101

宮崎県東臼杵郡美郷町西郷田代9076番地1

0982-66-2831

0982-66-2783

鹿児島生コンクリート協同組合

⽶盛

直樹

890-0052

鹿児島県鹿児島市上之園町24番2第12川北ビルBOIS鹿児島601号

099-255-2672

099-250-0659

串木野地区生コンクリート協同組合

榎⾕

良幸

896-0065

鹿児島県いちき串木野市荒川51-1 荒川生コンクリート㈱ 内

0996-33-3933

0996-33-3933

川薩地区生コンクリート協同組合

橋⼝

享児

895-0032

鹿児島県薩摩川内市山之口町４７６６

0996-25-3966

0996-20-5299

甑島地区生コンクリート協同組合

中野 ⼒丸

896-1201

鹿児島県薩摩川内市上甑町中甑８９８番地３

0996-92-0200

0996-92-0202

宮之城地区生コンクリート協同組合

⼭本

博貴

895-1803

鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地１１７４－１

0996-52-3662

0996-52-3662

出水地区生コンクリート協同組合

橋⼝

信⼀

899-0203

鹿児島県出水市上鯖淵６２１－４ 駅東ビル１階

0996-62-8971

0996-62-4199

姶良伊佐地区生コンクリート協同組合

橋口 享児

899-6201

鹿児島県姶良郡湧水町木場２９７－５ 下新原ビル３Ｆ

0995-74-2110

0995-74-5919

鹿児島広域生コンクリート協同組合

中⻄

891-1231

鹿児島県鹿児島市小山田町４４８

099-238-2222

099-238-4452

大隅地区生コンクリート協同組合

森

893-0011

鹿児島県鹿屋市打馬２－９－２９－１

0994-44-7731

0994-40-3330

南隅地区生コンクリート協同組合

⼤⽯ 博資

893-0005

鹿児島県鹿屋市共栄町１８番３０号

0994-52-1540

0994-52-1541

垂水桜島地区生コンクリート協同組合

野添 正⽂

891-2104

鹿児島県垂水市田神２７２４－１

0994-32-1579

0994-32-2292

種子島地区生コンクリート協同組合

熊⾕

891-3112

鹿児島県西之表市栄町２－１

0997-23-2374

0997-22-1710

屋久島地区生コン協同組合

鶴田 良一

891-4204

鹿児島県熊毛郡屋久島町志戸子１２７７番地５

0997-49-1500

0997-42-0261

奄美大島生コンクリート協同組合

⽵⼭

894-0022

鹿児島県奄美市名瀬久里町３－２４

0997-52-4455

0997-52-4434

奄美大島南部生コン協同組合

佐々⽊

894-1511

鹿児島県大島郡瀬戸内町阿木名３３３番地３

0997-73-7055

0997-73-7055

北大島南西生コンクリート協同組合

岡⼭ 和彦

891-9111

鹿児島県大島郡和泊町手々知名１５３番地

0997-92-0808

0997-62-3419

沖縄県生コンクリート協同組合

⼭城

正守

900-0001

沖縄県那覇市港町２－１４－１

098-868-1956

098-868-1284

沖縄北部地区生コンクリート協同組合

島袋

等

905-0006

沖縄県名護市宇茂佐１７０３－１０

0980-52-3129

0980-52-6447

宮崎県 耳川生コン協同組合

鹿児島県

理事⻑

協同組合名

智也
義久

公喜

廣和
秀綱
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