
山口県

〒 住所
新下関生コンクリート協同組合
 　住所　〒751-0832 山口県下関市生野町２丁目２９番１５号 　電話番号 0832-54-0144 　FAX番号 0832-53-2101
下関協同生コン（株） 下関生コンクリート(株) 752-0997 下関市大字前田字陣屋４１６番地 083-231-3942
萩森興産（株） 下関生コンクリート(株) 752-0997 下関市大字前田字陣屋４１６番地 083-231-3942
西部コンクリート工業（株） 下関生コンクリート(株) 752-0997 下関市大字前田字陣屋４１６番地 083-231-3942
芝田建設（株） 芝田建設(株)豊浦ｺﾝｸﾘｰﾄ工業 759-6301 下関市豊浦町大字川棚１５７８番地 083-772-2411
下関工業(株) 下関工業（株）豊田生コン工場 750-0441 下関市豊田町大字中村字庄町３８６ 083-766-0206
関門生コン（株） 西中国コンクリート(株) 752-0927 下関市長府扇町８番３８号 083-249-0942
合田産業(株) 西中国コンクリート(株) 752-0927 下関市長府扇町８番３８号 083-249-0942
西長門ｺﾝｸﾘｰﾄ（株） 西長門ｺﾝｸﾘｰﾄ（株） 759-5512 下関市豊北町大字田耕４１３８番地の２ 083-783-0221
日産ｺﾝｸﾘｰﾄ工業(株) 日産ｺﾝｸﾘｰﾄ工業(株) 751-0816 下関市椋野町2丁目２番４８号 083-223-2323
山口小野田ﾚﾐｺﾝ(株) 山口小野田ﾚﾐｺﾝ㈱下関工場 751-0886 下関市石原字堂籠12番の１ 083-256-2126
(株)コプロス 山口小野田ﾚﾐｺﾝ㈱下関工場 751-0886 下関市石原字堂籠12番の１ 083-256-2126
山口県北西部生コンクリート協同組合
 　住所　〒759-4101　 山口県長門市東深川１９６５番地の２  電話番号 0837-22-4213  FAX番号 0837-22-3150
長門小野田レミコン(株) (有)生コンながと 759-4102 長門市西深川１３７４番地１ 0837-23-3103
長門コンクリート工業(株) (有)生コンながと 759-4102 長門市西深川１３７４番地１ 0837-23-3103
(株)三隅コンクリート (有)生コンながと 759-4102 長門市西深川１３７４番地１ 0837-23-3103
ﾆｯﾀｲｺﾝｸﾘｰﾄ工業(株) ﾆｯﾀｲｺﾝｸﾘｰﾄ工業（株）奈古工場 759-3622 阿武郡阿武町大字奈古西2757番地１ 08388-2-2311
萩アサノコンクリート(株) 萩開発生コン㈱川上工場 758-0141 萩市川上５３３０－１ 0838-54-5555
萩宇部生コンクリート(株) 萩開発生コン㈱川上工場 758-0141 萩市川上５３３０－１ 0838-54-5555
萩森興産(株) 萩森興産㈱宇部生ｺﾝｸﾘｰﾄ宇部工場 755-0001 宇部市大字沖宇部字沖の山５２５番地の６ 0836-31-1166
萩森興産(株) 萩森興産㈱宇部生ｺﾝｸﾘｰﾄ美祢工場 759-2222 美祢市伊佐町伊佐字寺ヶ浴４３４５ 0837-52-1012
サンヨー宇部（株） 萩森興産㈱宇部生ｺﾝｸﾘｰﾄ美祢工場 759-2222 美祢市伊佐町伊佐字寺ヶ浴４３４５ 0837-52-1012
山口小野田ﾚﾐｺﾝ(株) 山口小野田ﾚﾐｺﾝ㈱小野田工場 756-0815 山陽小野田市高栄3丁目7番1号 0836-83-3100
山口小野田ﾚﾐｺﾝ(株) 山口小野田ﾚﾐｺﾝ㈱厚狭工場 757-0004 山陽小野田市大字山川1丁田190番地の1号 0836-72-1029
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山口県中部生コンクリート協同組合
 　住所　〒753-0212　 山口県山口市下小鯖字橋詰４８－１  電話番号 083-927-4316  FAX番号 083-927-4318
サンヨー宇部（株） サンヨー宇部(株)山口工場 753-0871 山口市朝田１０９１番地１ 083-924-2834
萩森興産(株) サンヨー宇部(株)秋穂工場 754-1101 山口市秋穂東3475番地2 083-984-5021
シマダ（株） シマダ(株)生コン部 753-0011 山口市宮野下字定井手１１５８番地 083-922-1228
徳地共同生コン(株) シマダ(株)生コン部 753-0011 山口市宮野下字定井手１１５８番地 083-922-1228
(株)関谷 (株)関谷 753-0212 山口市下小鯖３６５番地２ 083-927-2526
徳林工業(株) 徳林工業（株）生コン工場 747-0231 山口市徳地堀字下前原4172番地1 0835-52-0133
西部徳山生ｺﾝｸﾘｰﾄ(株) 防府共同生コン(株) 747-0054 防府市開出西町23番10号 0835-22-7272
中国菱光(株) 防府共同生コン(株) 747-0054 防府市開出西町23番10号 0835-22-7272
(株)竜陽 防府共同生コン(株) 747-0054 防府市開出西町23番10号 0835-22-7272
(株)宮本建材 (株)宮本建材　生コン工場 747-0824 防府市新築地町6番3 0835-21-8588
山口小野田ﾚﾐｺﾝ(株) 山口小野田ﾚﾐｺﾝ㈱山口工場 754-0001 山口市小郡上郷5226番地 083-974-2277
周南生コンクリート協同組合
 　住所　〒745-0061　 山口県周南市鐘楼町３番４４号  電話番号 0834-27-3366  FAX番号 0834-21-3735
田布施生コン工業(株) (株)エコミックス　田布施工場 742-1502 熊毛郡田布施町大字波野６３１番地の４ 0820-52-0100
みどり生コン(株) (株)エコミックス　田布施工場 742-1502 熊毛郡田布施町大字波野６３１番地の４ 0820-52-0100
柳井宇部ｺﾝｸﾘｰﾄ工業(株) (株)エコミックス　柳井工場 742-0021 柳井市柳井１７１７番地１ 0820-22-5086
(有)平生コンクリート工業 (株)エコミックス　柳井工場 742-0021 柳井市柳井１７１７番地１ 0820-22-5086
鹿野宇部ｺﾝｸﾘｰﾄ工業(株) 鹿野宇部ｺﾝｸﾘｰﾄ工業(株) 745-0304 周南市大字鹿野下字山口原2692番地 0834-68-2638
コーウン産業(株) コーウン産業(株) 746-0027 周南市小川屋町1番5号 0834-63-4100
コニコン(株) コニコン(株) 742-1403 熊毛郡上関町大字室津317番地5 0820-62-1203
下松アサノコンクリート(株) 周南共同生コン(株) 744-0011 下松市大字西豊井字三谷屋1387番地5 0833-41-3561
萩森興産(株) 周南共同生コン(株) 744-0011 下松市大字西豊井字三谷屋1387番地5 0833-41-3561
西部徳山生ｺﾝｸﾘｰﾄ(株) 西部徳山生ｺﾝｸﾘｰﾄ（株）徳山工場 745-0053 周南市御影町１番１号 0834-34-2374
(株)ファノス (株)ファノス　下松工場 744-0023 下松市末武中鳥越1135番地 0833-41-3220
(株)ファノス (株)ファノス　光工場 743-0021 光市浅江6丁目１８番５８号 0833-71-2277
岩国生コンクリート協同組合
 　住所　〒741-0092　 山口県岩国市多田１－１０９－１０  電話番号 0827-44-1261  FAX番号 0827-43-3120
(株)竜陽 岩国共同生コン(株)岩国工場 741-0092 岩国市多田２丁目101番地8 0827-41-2121
西部徳山生ｺﾝｸﾘｰﾄ(株) 岩国共同生コン(株)玖北工場 740-0722 岩国市錦町中ノ瀬５１９番地１ 0827-73-0111
岩国共同生コン(株) 岩国共同生コン(株)玖北工場 740-0722 岩国市錦町中ノ瀬５１９番地１ 0827-73-0111
岩国コンクリート（株） 岩国コンクリート（株） 741-0092 岩国市多田３丁目101番地10 0827-43-4111
三計資材(株) 岩国コンクリート（株） 741-0092 岩国市多田３丁目101番地10 0827-43-4111
岩国西生コン（株） 岩国西生コン（株） 740-0021 岩国市大字廿木字大迫423番地1 0827-47-2566
中国開発ｺﾝｸﾘｰﾄ(株) 中国開発ｺﾝｸﾘｰﾄ(株)岩国工場 741-0092 岩国市大字多田八幡原116番地 0827-43-0678
(有)錦生コン (有)錦生コン 741-0092 岩国市多田１丁目102番地4 0827-43-0665
松屋産業(株) 松屋産業(株)ｽｰﾊﾟｰﾍﾞﾄﾝ岩国工場 741-0092 岩国市多田３丁目112番地10 0827-43-3211
大島生コンクリート協同組合
 　住所　〒742-2805　 山口県大島郡周防大島町大字東安下庄２７９６番地の２  電話番号 0820-77-5120  FAX番号 0820-77-5121
大野生ｺﾝ(有) 大野生コン(有) 742-2514 大島郡周防大島町大字神浦字東浜63番地 0820-75-1133
(株)周防大島生コン (株)周防大島生コン　大島工場 742-2105 大島郡周防大島町大字小松開作1023番地の1 0820-74-2380



協組未組織

益田興産(株) 益田興産(株)徳佐工場 759-1513 山口市阿東徳佐下１５４２番地１ 083-956-0141
協組未加入

中国明信産業(株) 中国明信産業(株)小瀬工場 741-0091 岩国市大字小瀬1480番地 0827-57-4807
長陽コンクリート（株） 長陽ｺﾝｸﾘｰﾄ(株)山陽生コン工場 757-0003 山陽小野田市大字山野井字穴角1878番地106 0836-76-0922


