
北海道

〒 住所
南北海道生コンクリート協同組合
 　住所　〒041-1221 北海道北斗市清水川１４２番２９ 　電話番号 0138‐77‐2266 　FAX番号 0138‐77‐2166
北海道太平洋生コン ㈱　 木古内工場 049-0451 上磯郡木古内町新道107番地の6 01392-2-2525
北海道太平洋生コン ㈱　 松前工場 049-1523 松前郡松前町字荒谷567-5 0139-42-2050
北海道太平洋生コン ㈱　 大成工場 043-0514 久遠郡せたな町大成区平浜435番地 01398-4-5373
北海道太平洋生コン ㈱　 北桧山工場 049-4501 久遠郡せたな町北桧山区北桧山222番地 0137-84-5057
北海道太平洋生コン ㈱　 江差工場 043-0021 桧山郡江差町字柳崎160番地 0139-53-6231
吉岡砕石工業 ㈱ 本社工場 049-1453 松前郡福島町字吉岡728-1 0139-48-5104
㈱ カ　イ　ト 本社工場 049-0611 桧山郡上ノ国町字大留122番地 0139-55-3940
和工生コンクリート ㈱ 本社工場 049-4828 久遠郡せたな町瀬棚区南川202番地2 0139-87-3049
奥尻コンクリート工業 ㈱　 本社工場 043-1522 奥尻郡奥尻町字富里400番地の1 01397-3-2324
㈱ 工藤生コン　 本社工場 043-1402 奥尻郡奥尻町字赤石443-1 01397-2-2811
函館生コンクリート協同組合
 　住所　〒041-1221　 北海道北斗市清水川１４２番２９  電話番号 0138‐77‐2277  FAX番号 0138‐77‐2177
大野アサノコンクリート ㈱　 大野工場 041-1244 北斗市村山154番地の1 0138-77-1411
㈱ ニレミックス　 函館工場 049-0111 北斗市七重浜7丁目15-15 0138-49-2225
㈱ 駒井生コン 大野工場 041-1215 北斗市萩野35番地5 0138-77-6116
㈱ ニレミックス　 豊原工場 041-0263 函館市豊原町121番地 0138-58-2912
函館生コンクリート ㈱　 本社工場 041-1112 亀田郡七飯町字鳴川町369番地 0138-65-9080
七飯アサノ生コンクリート ㈱ 041-1133 亀田郡七飯町字中島152番地の3 0138-65-6929
㈱ 熊谷孝業所 049-0121 北斗市久根別5丁目103番地1 0138-73-1511
㈱ 後藤コンクリート製作所 041-0812 函館市昭和2丁目40番25号 0138-41-0873
奥尻コンクリート工業 ㈱　 函館工場 042-0902 函館市鉄山町130番地 0138-58-4888
會澤高圧コンクリート ㈱　 函館工場　 041-1213 北斗市開発141番地1 0138-77-0303
北渡島生コンクリート協同組合
 　住所　〒041-1221　 北海道北斗市清水川１４２番２９  電話番号 0138‐77‐2288  FAX番号 0138‐77‐2188
㈱ ニレミックス　 八雲工場 049-3123 二海郡八雲町立岩54番地 0137-62-3141
㈱上田商会 砂原工場 049-2221 茅部郡森町字砂原西4丁目242番地 01374-8-3321
大野アサノコンクリート ㈱　 鹿部工場 041-1404 茅部郡鹿部町字本別410番地 01372-7-2129
越智化成㈱　 長万部工場 049-3521 山越郡長万部町字長万部333番地1 01377-2-4650
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札幌生コンクリート協同組合
 　住所　〒003-0001　 北海道札幌市白石区東札幌１条４丁目２４番５  電話番号 011‐832‐5110  FAX番号 011-832-6492
會澤高圧コンクリート ㈱　 札幌石山工場 005-0850 札幌市南区石山東1丁目2番21号　　　 011-591-2270
會澤高圧コンクリート ㈱　 札幌菊水工場 003-0814 札幌市白石区菊水上町4条4丁目95-1 011-820-2122
會澤高圧コンクリート ㈱　 札幌清田工場 004-0871 札幌市清田区平岡1条4丁目2番3号 011-881-7891
會澤高圧コンクリート ㈱　 札幌白石工場 003-0814 札幌市白石区菊水上町4条4丁目15-3 011-814-2841
㈱ハタナカ昭和 札幌生コン工場 001-0865 札幌市北区屯田町531番地 011-771-0121
㈱ ニレミックス　 札幌工場 005-0804 札幌市南区川沿4条1丁目1番43号 011-571-8820
㈱ ニレミックス　 丘珠工場 007-0881 札幌市東区北丘珠1条2丁目590-1 011-781-3535
㈱ 北海道宇部　 札幌工場 007-0801 札幌市東区東苗穂1条1丁目2番37号 011-781-3411
太陽生コン㈱ 江別工場 067-0051 江別市工栄町27番地の10 011-383-1111
山田産業㈱　 本社工場 064-0945 札幌市中央区盤渓303番地1 011-662-8033
岡本興業 ㈱　 札幌生コン工場 005-8585 札幌市南区真駒内本町1丁目1番1号 011-831-6156
㈱ ホッコン　 札幌工場 061-3244 札幌市西区発寒16条14丁目6番87号 011-667-7700
㈱ ホッコン　 石狩工場 063-0836 石狩市新港南1丁目28番10号 0133-62-9130
北海道デンカ生コンクリート ㈱　 006-0004 札幌市手稲区西宮の沢4条2丁目3番40 011-663-5601
大世紀建設 ㈱　 屯田生コン事業部 001-0865 札幌市北区屯田町1003番地5 011-774-2711
開進コンクリート工業 ㈱　 本社工場 047-0261 小樽市銭函3丁目512番地5 0134-62-7608
㈱ 旭ダンケ　 札幌支店　札幌工場 061-3242 石狩市新港中央2丁目759番地2 0133-64-1511
㈱ 旭ダンケ　 札幌支店　米里工場 003-0876 札幌市白石区東米里2118番地 011-879-2222
北海道ティ－シ－生コン ㈱　 札幌工場 065-0043 札幌市東区苗穂町1丁目2番1号 011-731-1121
太平洋建設工業 ㈱　 札幌工場 067-0052 江別市角山425番地1 011-382-1077
㈱ 野田生コンクリート　 札幌工場 007-0881 札幌市東区北丘珠1条3丁目654-13 011-782-3487
札幌生コン㈱ 本社工場 007-0882 札幌市東区北丘珠2条4丁目１番47号 011-785-6788
小樽地区生コンクリート協同組合
 　住所　〒047-0032　 北海道小樽市稲穂１丁目６番４号  小樽パーキングビル３階  電話番号 0134‐34‐0643  FAX番号 0134‐34‐3968
北海道太平洋生コン ㈱　 小樽工場 047-0008 小樽市築港6番3号 0134-64-1680
㈱ ニレミックス　 小樽工場 047-0154 小樽市朝里川温泉1丁目61番地1 0134-52-4455
㈱ ニッケー　 本社工場 046-0033 余市郡余市町黒川町1165番地10 0135-23-2645
道南生コン㈱ 　 仁木工場 048-2413 余市郡仁木町南町8丁目62 0135-32-3344
後志生コンクリート協同組合
 　住所　〒044-0013　 北海道虻田郡倶知安町南３条東６丁目２  電話番号 0136‐22‐1710  FAX番号 0136‐23‐3615
日鉄鉱道南興発 ㈱　 倶知安生ｺﾝｸﾘｰﾄ工場 044-0085 虻田郡倶知安町字峠下105 0136-22-0299
㈱ 上田商会　 後志工場 048-1544 虻田郡ニセコ町字元町188番地 0136-44-2687
㈱ 倶知安コンクリート工業所　 044-0083 虻田郡倶知安町字旭189-1 0136-22-1166
寿都生コン ㈱　 寿都工場 048-0402 寿都郡寿都町字矢追町709番地の1 0136-62-3711
道南生コン ㈱　 羊蹄工場 044-0131 虻田郡京極町字川西124番地 0136-42-3511
 ㈱加藤建設工業　 044-0022 虻田郡倶知安町南8条東２丁目10番地 0136-22-6618
岩宇生コンクリート協同組合
 　住所　〒045-0031　 北海道岩内郡共和町梨野舞納１２４番地１  電話番号 0135‐62‐7150  FAX番号 0135‐62‐0201
㈱ 北海道宇部　　 後志工場 045-0032 岩内郡共和町老古美152番地 0135-62-6060
㈱ 田村工業 共和工場 045-0031 岩内郡共和町梨野舞納220番地1 0135-61-4066



西胆振生コンクリート協同組合
 　住所　〒052-0021　 北海道伊達市末永町２０５番地２  電話番号 0142‐23‐2115  FAX番号 0142‐22‐1081
日本興発 ㈱　 壮瞥生コンクリート工場 052-0101 有珠郡壮瞥町字滝之町502 0142-66-3003
日鉄鉱道南興発 ㈱　　 虻田生コンクリート工場 049-5603 虻田郡洞爺湖町入江64番地3 0142-76-2202
㈱ケイホク 伊達生コンクリート工場 052-0035 伊達市長和町245番地6 0142-25-5666
㈱ 東浜コンクリート工業所 052-0035 伊達市長和町197番地6 0142-23-2767
越智化成㈱ 伊達工場 052-0035 伊達市長和町245番地45 0142-21-2567
室蘭生コンクリート協同組合
 　住所　〒059-0002　 北海道登別市幸町２丁目６番地４  電話番号 0143-81-3011  FAX番号 0143-81-3012
室蘭生コンクリート ㈱　 室蘭工場 050-0083 室蘭市東町4丁目12番地 0143-44-2788
㈱ アサノ・ウエダ生コン　 幌別工場 059-0013 登別市幌別町2丁目3番地5号 0143-85-7761
昭和生コン ㈱ 059-0025 登別市大和町1丁目2番地16 0143-85-7800
㈱ ケイホク　 大和生コンクリート工場 059-0025 登別市大和町1丁目2番地11 0143-88-1461
苫小牧生コンクリート協同組合
 　住所　〒053-0021　 北海道苫小牧市若草町３丁目１－４  独楽ビル  電話番号 0144‐34‐1431  FAX番号 0144‐34‐1433
會澤高圧コンクリート ㈱　 鵡川工場 054-0064 勇払郡むかわ町晴海67番地 0145-42-2196
北海道ティ－シ－生コン ㈱　 苫小牧工場 053-0003 苫小牧市入船町2丁目5番11号 0144-38-5130
越智化成 ㈱　 苫小牧工場 059-1364 苫小牧市沼の端2番地89 0144-55-0585
會澤高圧コンクリート ㈱　 白老工場 059-1261 白老郡白老町石山62番7 0144-84-9001
大翔興業 ㈱ 059-1275 苫小牧市字錦岡20番地11号 0144-67-3366
會澤高圧コンクリート ㈱　 苫小牧工場 053-0003 苫小牧市入船町2丁目2番10号 0144-31-4181
㈱ケイホク 苫小牧生コンクリート工場 053-0055 苫小牧市新明町1丁目3番15号 0144-57-7622
㈱ケイホク 飛生生コンクリート工場 059-0642 白老郡白老町字竹浦517 0144-87-2311
アサヒ生コン㈱ 本社工場 059-1364 苫小牧市字沼ノ端602番地3 0144-55-5566
日高生コンクリート協同組合
 　住所　〒056-0016　 北海道日高郡新ひだか町静内本町１丁目１番３２号  電話番号 0146-42-6392  FAX番号 0146-45-0096
浦河生コンクリート ㈱　 浦河工場 057-0002 浦河郡浦河町字西幌別512番地 0146-28-1101
浦河生コンクリート ㈱　 えりも工場 058-0205 幌泉郡えりも町字大和636番地 01466-2-2542
會澤高圧コンクリート ㈱　 様似工場 058-0004 様似郡様似町字平宇85番地 0146-36-2524
會澤高圧コンクリート ㈱　 静内工場 056-0006 日高郡新ひだか町静内中野町1丁目13-8 0146-42-1241
會澤高圧コンクリート ㈱　 平取工場 055-0325 沙流郡平取町長知内72番地10 01457-5-5100
三石生コンクリート工業 ㈱　 三石工場 059-3105 日高郡新ひだか町三石東蓬莱12-1 0146-33-2016
三石生コンクリート工業 ㈱　 清畠工場 059-2245 沙流郡日高町字清畠91番地2 01456-5-6145
㈱ 静内生コン 056-0144 日高郡新ひだか町静内田原905番地 0146-42-2306
㈲ 大和コンクリート工業 055-0005 沙流郡日高町字富浜135番地の9 01456-2-1002
㈱ 日高生コン 079-2305 沙流郡日高町新町3丁目405番地 01457-6-2364
㈱ ハタナカ昭和　 新冠生コン工場 059-2418 新冠郡新冠町字西泊津1番地6 0146-47-3003



千歳地区生コンクリート協同組合
 　住所　〒066-0063　 北海道千歳市幸町６－２０－２４  グリーンビル３Ｆ  電話番号 0123-26-3434  FAX番号 0123-24-7967
會澤高圧コンクリート ㈱　 千歳工場 066-0012 千歳市美々1292番地 0123-26-2151
恵庭アサノコンクリート ㈱　 恵庭工場 061-1433 恵庭市北柏木町3丁目82番地 0123-32-2211
北海羽田コンクリート ㈱　 長沼工場 069-1347 夕張郡長沼町北町2丁目2番3号 0123-88-0160
太陽生コン ㈱　 千歳工場 066-0077 千歳市上長都1117番地の1 0123-27-1195
地崎道路 ㈱　 千歳工場 066-0012 苫小牧市字美沢157番地2 0123-23-7123
㈱ニレミックス　 千歳工場 066-0077 千歳市上長都1160番地37 0123-23-4121
道央生コンクリート協同組合
 　住所　〒079-0181　 北海道岩見沢市岡山町１２９－６  電話番号 0126-22-1888  FAX番号 0126-22-1886
太陽生コン㈱　 月形生コンクリート工業 061-0500 樺戸郡月形町1011-57 0126-53-3004
㈱ 第一コンクリート工業所　 068-0352 夕張郡栗山町大井分313 0123-72-1131
㈱ ハタナカ昭和　 岩見沢生コン工場 079-0181 岩見沢市岡山町126番地6 0126-22-1888
空知生コンクリート協同組合
 　住所　〒074-0003　 北海道深川市三条９－２６  福富ビル４Ｆ  電話番号 0164-22-2676  FAX番号 0164-22-7500
㈱ コネック滝川　 滝川工場 073-0041 滝川市西滝川228番地 0125-23-0123
㈱ ホッコン　 深川工場 074-1271 深川市音江町字広里861番地 0164-25-2701
釧路生コンクリート協同組合
 　住所　〒085-0041　 北海道釧路市春日町３番６号  株式会社 丸平総合ビル３階  電話番号 0154-24-2185  FAX番号 0154-25-7754
三ツ輪ベンタス ㈱　 釧路工場 084-0913 釧路市星が浦南2丁目4番9号 0154-51-2511
三ツ輪ベンタス ㈱　 厚岸工場 088-1125 厚岸郡厚岸町白浜3丁目56番地 0153-52-3571
太平洋レミコン ㈱　 釧路工場 085-0816 釧路市貝塚3丁目4番34号 0154-41-4495
太平洋レミコン ㈱　 浜中工場 088-1485 厚岸郡浜中町浜中桜北25番地 0153-64-2221
太平洋レミコン ㈱　 弟子屈工場 088-3213 川上郡弟子屈町桜丘3丁目11番1号 015-482-2559
太平洋富士生コン ㈱　 釧路工場 084-0913 釧路市星が浦南2丁目4番12号 0154-51-2111
釧路生コン ㈱ 084-0913 釧路市星が浦南1丁目3番8号 0154-55-4175
白糠生コン ㈱ 088-0571 白糠郡白糠町西庶路西3条北1丁目1番地 01547-5-2211
東部開発 ㈱　 生コンクリート釧路工場 084-0925 釧路市新野24番地1 0154-57-5251
根室協同生コン㈱ 087-0031 根室市月岡町2丁目86番地7 0153-25-4800
北根室生コンクリート協同組合
 　住所　〒086-1054　 北海道標津郡中標津町東１４条北１丁目  ａｕショップ中標津２Ｆ  電話番号 0153-72-3099  FAX番号 0153-72-3031
太平洋建設工業 ㈱　 標津工場 086-1657 標津郡標津町南7条西2丁目3番1号 0153-82-2127
羅臼共同生コン㈱ 086-1836 目梨郡羅臼町知昭町25番2 0153-88-2118
㈱ 釧路宇部 中標津工場 086-1137 標津郡中標津町俵橋16線44番地の7 0153-72-2985
太平洋富士生コン ㈱　 別海工場 086-0212 野付郡別海町別海鶴舞町116番地 0153-75-2246
開盛コンクリート ㈱　 086-1148 標津郡中標津町緑ヶ丘12番地3 0153-72-8777
中標津コンクリート工業 ㈱　 086-1137 標津郡中標津町字俵橋52番地1 0153-72-2777



北見地方生コンクリート協同組合
 　住所　〒090-0019　 北海道北見市三楽町１９８番地１  電話番号 0157-23-4800  FAX番号 0157-23-4801
太平洋建設工業 ㈱　 北見工場 090-0001 北見市小泉426番地 0157-24-2266
太平洋建設工業 ㈱　 網走工場 099-3111 網走市藻琴208番地61 0152-46-2001
㈱ 旭ダンケ　 道東支店　美幌工場 092-0005 網走郡美幌町字野崎65番地 0152-72-3327
㈱ エムユー生コン 090-0008 北見市大正273番地1 0157-36-7050
㈱ エムユー生コン 網走工場 093-0135 網走市字卯原内9番地8 0152-47-2121
㈱ 北見宇部　 大雪工場 091-0011 北見市留辺蘂町泉297番地3 0157-42-3377
佐呂間開発工業 ㈱　 生コンクリート工場 093-0504 常呂郡佐呂間町西富108 01587-2-3201
㈱ 北見宇部　 美幌工場 092-0017 網走郡美幌町字報徳78番地 0152-73-5157
知床生コン ㈱ 099-4141 斜里郡斜里町字豊倉50番地7 0152-23-6030
大成工業 ㈱　 ウトロ工場 099-4353 斜里郡斜里町字真鯉232番地1 0152-28-2280
越智化成㈱ 北見工場 099-2231 北見市端野町緋牛内548番地1 0157-57-2180
紋別地方生コンクリート協同組合
 　住所　〒094-0013　 北海道紋別市南が丘町7丁目32-9  電話番号 0158-24-4077  FAX番号 0158-24-4109
㈱ 渡辺興業　 遠軽ｺﾝｸﾘｰﾄ豊里工場 099-0412 紋別郡遠軽町豊里273-1 0158-42-5121
㈱ 渡辺興業 遠軽ｺﾝｸﾘｰﾄ中湧別工場 099-6324 紋別郡上湧別町北兵村一区288番地 01586-2-3650
㈱ ホッコン　 北見工場 099-6411 紋別郡湧別町東38番地1 01586-5-2002
㈱ 旭ダンケ　 道東支店　紋別工場 099-5175 紋別市渚滑町川向100番地 0158-23-5295
㈱ 藤共工業　 098-1601 紋別郡興部町字興部193番地の1 0158-82-2238
興部生コン ㈱ 098-1622 紋別郡興部町北興126番地 0158-82-2353
雄武レミコン ㈱ 098-1705 紋別郡雄武町南雄武265番地 0158-84-2224
㈱ 協和土木工業 はまなす・エムケー生コン 099-5353 紋別市上渚滑町上東83番地2 0158-25-2067
共同生コン ㈱ 099-0422 紋別郡遠軽町清川391番地15 0158-42-6181
十勝地方生コンクリート協同組合
 　住所　〒080-0012　 北海道帯広市西二条南３４丁目２３  電話番号 0155-67-6722  FAX番号 0155-67-6724
太平洋建設工業 ㈱　 東帯広工場 089-1181 帯広市愛国町南8線6番地 0155-64-4123
高嶋コンクリート工業 ㈱ 082-0042 河西郡芽室町芽室北1線18番地 0155-62-3971
㈱ 旭ダンケ　 道東支店　帯広工場 089-0614 中川郡幕別町緑町16番地 0155-54-5300
帯広協同コンクリート ㈱ 089-0612 中川郡幕別町字明野204番地 0155-54-4381
十勝豊西コンクリート製品 ㈱ 089-1183 帯広市豊西町基線11番地 0155-59-2244
石野コンクリート工業㈱ 札内工場 089-0571 中川郡幕別町字依田545番地3 0155-56-3999
太平洋建設工業㈱ 帯広工場 080-0810 帯広市東10条南14丁目3番地1 0155-20-1571
南十勝生コンクリート協同組合
 　住所　〒089-2611　 北海道広尾郡広尾町西１条１１丁目７－１  電話番号 01558-2-3914  FAX番号 01558-2-4196
日勝レミコン ㈱ 本社工場 089-2638 広尾郡広尾町字茂寄南3線30番地 01558-2-2175
大樹生コンクリート ㈱ 本社工場 089-2125 広尾郡大樹町石坂537番地 01558-6-3191
㈱タチノ 大樹工場 089-2124 広尾郡大樹町日方13番地 01558-7-7111
西十勝生コンクリート協同組合
 　住所　〒089-0136　 北海道上川郡清水町本通９丁目１９  電話番号 0156-62-5830  FAX番号 0156-62-5817
大進生コン ㈱ 081-0202 河東郡鹿追町北町1丁目10 0156-66-3131
㈱ サカキ建設工業　 御影コンクリート 089-0357 上川郡清水町字御影1線71番地 0156-63-3231
田村コンクリート ㈱ 081-0154 上川郡新得町字屈足西1線3番地 0156-65-3131



北東十勝生コンクリート協同組合
 　住所　〒089‐3304　 北海道中川郡本別町坂下町18番地１  電話番号 0156-23-0303  FAX番号 0156-23-0333
本別コンクリート工業 ㈱ 089-3304 中川郡本別町坂下町18番地1 0156-22-2223
道東コンクリート ㈱ 089-3704 足寄郡足寄町北4条1丁目14番地 0156-25-3113
太平洋レミコン ㈱　 浦幌工場 089-5541 十勝郡浦幌町字吉野238番地の6 015-576-3091
上士幌生コンクリート ㈱ 080-1408 河東郡上士幌町字士幌東2線217番地7 01564-2-2711
永井工業 ㈱　 浦幌工場 089-5634 十勝郡浦幌町字帯富75番地 015-576-3355
旭川地方生コンクリート協同組合
 　住所　〒079-8411　 北海道旭川市永山１条２０丁目１番１１号  電話番号 0166-48-3911  FAX番号 0166-48-3929
㈱ 旭ダンケ　 旭川支店　東鷹栖工場 071-8113 旭川市東鷹栖東3条4丁目2163番地 0166-57-8212
旭川アサノコンクリート ㈱　 旭川工場 078-1332 上川郡当麻町宇園別1区1397-1 0166-84-5551
旭川宇部協同生コン ㈱　 本社旭川工場 079-8453 旭川市永山北3条７丁目3番地 0166-48-5511
北海道ティーシー生コン ㈱　 旭川工場　 071-8113 旭川市東鷹栖東3条2丁目1924番地1 0166-57-2214
㈱ 野田生コンクリート　 旭川工場 071-8112 旭川市東鷹栖東2条3丁目137番地4 0166-57-2341
㈱ ホッコン　 旭川工場　 071-8151 旭川市東鷹栖1線17号2034番地 0166-57-3001
三共宇部生コン ㈱ 078-8204 旭川市東旭川町桜岡24番地 0166-36-1110
㈱ ノ　ム　ラ 078-8381 旭川市西神楽1線13号 0166-75-3801
越智化成㈱　 比布工場 078-0324 上川郡比布町北4線4号3184-1 0166-58-9218
愛別生コン㈱ 078-1411 上川郡愛別町字金富323番地 01658-6ー5646
富良野地区生コンクリート協同組合
 　住所　〒079-8411　 北海道旭川市永山一条２０丁目１番１１号Ｎ－１２０  電話番号 0166-73-3212  FAX番号 0166-49-6003
㈱ ホッコン　 富良野工場　 076-0014 富良野市上5区5080番地 0167-23-3571
㈱ 瑞穂コンクリート 076-0035 富良野市学田3区4731番地1 0167-23-1005
東海生コン㈱ 071-0565 空知郡上富良野町丘町4丁目2733番地 0167-45-5381
越智化成㈱　 富良野工場 079-1582 富良野市字山部2388-25 0167-39-6565
上川北部生コンクリート協同組合
 　住所　〒095-0014　 北海道士別市東４条３丁目１－５  士別建設会館  電話番号 0165-23-4233  FAX番号 0165-22-3561
北海アサノロックラー㈱　 士別生コン工場 095-0046 士別市南町東4区1873番地12 0165-23-3544
㈱ 野田生コンクリート　 士別工場 095-0371 士別市上士別町15線北4番地 0165-24-2111
和寒コンクリート ㈱ 098-0111 上川郡和寒町字三笠159番地 0165-32-2415
名寄生コンクリート ㈱　 天塩川生ｺﾝｸﾘｰﾄ工場 098-2805 中川郡中川町字誉46番地13 01656-7-2531
山一興業 ㈱　 生コンクリート工場 098-2200 中川郡美深町字美深844番地9 01656-2-3381
㈱ ひまわり 096-0065 名寄市字大橋139番地1 01654-3-1515



上川中部生コンクリート協同組合
 　住所　〒078-1773　 北海道上川郡上川町字日東５５  電話番号 01658-2-3928  FAX番号 01658-2-3930
旭川宇部協同生コン ㈱　 上川工場 078-1773 上川郡上川町字日東426番地 01658-2-2311
㈱ セキホク 078-1773 上川郡上川町字日東55番地 01658-2-1254
留萌地方生コンクリート協同組合
 　住所　〒077-0045　 北海道留萌市本町３丁目６０番地  留萌十字街西ビル  電話番号 0164-42-5460  FAX番号 0164-42-5482
㈱ ホッコン　 留萌工場 077-0003 留萌市春日町2丁目6番地1 0164-42-1492
㈱ ホッコン　 羽幌工場 078-4119 苫前郡羽幌町北町6番地2 0164-62-2106
留萌生コン ㈱ 077-0003 留萌市春日町2丁目6番地1 0164-42-3924
藤コンクリート ㈱　 天塩工場 098-3312 天塩郡天塩町川口 01632-2-3137
藤コンクリート ㈱　 遠別工場 098-3541 天塩郡遠別町字北浜 01632-7-3160
㈱ ハタナカ昭和　 増毛生コン工場 077-0216 増毛郡増毛町暑寒沢村51 0164-53-2590
協栄コンクリート工業 ㈱　 遠別工場 098-3543 天塩郡遠別町字本町2丁目95 01632-7-2330
南宗谷生コンクリート協同組合
 　住所　〒098-5808　 北海道枝幸郡枝幸町新港町979番地１  電話番号 0163-62-4151  FAX番号 0163-62-2005
㈱ 安　田 098-5808 枝幸郡枝幸町新港町979番地1 0163-62-4151
㈱ 北武コンクリート工業所 浜頓別工場 098-5761 枝幸郡浜頓別町智福1丁目16番地 01634-2-2105
丹羽商事㈱　 北邦ｺﾝｸﾘｰﾄ工業　浜頓別工場 098-5725 枝幸郡浜頓別町大通8丁目20番地 01634-2-3965
㈱ 北武コンクリート工業所 猿払工場 098-6222 宗谷郡猿払村浜鬼志別993番地1 01635-2-3226
宗谷生コンクリート協同組合
 　住所　〒097-0015　 北海道稚内市朝日２丁目１番２１号  電話番号 0162-33-2201  FAX番号 0162-33-2230
藤コンクリート ㈱　 天北工場 097-0001 稚内市末広3丁目8番33 0162-24-1101
藤コンクリート ㈱　 豊富工場 098-4100 天塩郡豊富町字上ｻﾛﾍﾞﾂ477番地2 0162-82-1388
藤コンクリート ㈱　 礼文工場 097-1201 礼文郡礼文町大字香深字香深井 0163-86-2135
㈱ 利尻生コン　 鬼脇工場 097-0211 利尻郡利尻富士町鬼脇字清川 0163-83-1618
㈱ 利尻生コン　 沓形工場 097-0401 利尻郡利尻町沓形字種富 0163-84-2370
丹羽商事㈱　 北邦ｺﾝｸﾘｰﾄ工業　稚内工場 097-0015 稚内市朝日4丁目2187-1 0162-32-5354
協組未加入

北海道ティーシー生コン㈱　 函館工場 049-0101 北斗市追分4丁目12番5号 0138-73-8183
岸本産業㈱　 浜益生コンクリート工場 061-3106 石狩市浜益区川下107番地 0133-79-2360
㈱ 北興生コン　 共和工場 045-0031 岩内郡共和町梨野舞納251番地1 0135-67-7075
㈱ コンドウ生コンクリート 069-0365 岩見沢市上幌向町564番地の2 0126-26-1111
㈱ 奈井江コンドウ生コンクリート 079-0305 空知郡奈井江町字ﾁｬｼｭﾅｲ1035番地 0125-65-2206
㈱ 美唄コンドウ 072-0006 美唄市東5条北11丁目3番5号 0126-62-6561
工組・協組未加入

㈱タチノ 南帯広工場 089-1183 帯広市豊西町基線11番地 0155-59-2868
㈱タチノ 西帯広工場 080-2463 帯広市西23条北2丁目17番地46 0155-38-8118
㈱タチノ 釧路工場 084-0913 釧路市星が浦4丁目1番地11 0154-64-1221


