
埼玉県

〒 住所
埼玉中央生コン協同組合
 　住所　〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和３－１７－５ 　電話番号 048-885-8621 　FAX番号 048-887-2897
井口生ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈲ 新座工場 352-0022 新座市本多１－８－５１ 048-481-3431
大宮生コン㈱ 吉野工場 331-0811 さいたま市北区吉野町２－１３８２ 048-665-1381
大宮生コン㈱ 栗橋工場 349-1103 久喜市栗橋東6-18-36 0480-52-0725
クマコン熊谷㈱ 川越工場 350-1331 狭山市新狭山１－１－４ 042-968-2110
㈱川村興産 生コンクリ-ト工場 350-1172 川越市大字増形字欠下１３２８－２ 049-231-5884
関東宇部ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱ 入間工場 358-0015 入間市二本木９３９－５ 04-2934-1711
㈱関東建商 生コン工場 344-0057 春日部市南栄町１２－９ 048-761-5181
クマコン熊谷㈱ 大宮工場 349-0204 南埼玉郡白岡町篠津１３０８ 0480-92-2501
串橋建材㈱ 362-0065 上尾市畔吉１３５１ 048-781-1500
コヤマ工業㈱ 久喜工場 346-0035 久喜市清久町（久喜工業団地）３－３ 0480-23-1622
埼央アサノ生コン㈱ 岩槻工場 339-0011 さいたま市岩槻区長宮３８３ 048-799-1215
埼央アサノ生コン㈱ さいたま工場 338-0007 さいたま市中央区円阿弥１－４－１５ 048-853-1001
横山産業㈱ 大宮工場 337-0011 さいたま市見沼区宮ヶ谷塔１３４９－１ 048-756-3311
横山産業㈱ 戸田工場 335-0036 戸田市早瀬１－１３－２４ 048-422-2541
横山産業㈱ 大和工場 351-0113 和光市中央２－５－２９ 048-465-2881
埼玉太平洋生コン㈱ 浦和工場 338-0837 さいたま市桜区田島８－２－１ 048-861-7191
埼玉太平洋生コン㈱ 所沢第一工場 359-0012 所沢市大字坂之下字若水１－１ 04-2944-3181
二上生コン㈱ 埼玉中部生コン 344-0014 春日部市豊野町２－３２－１０ 048-735-2121
朝霞太平洋生コン㈱ 本社工場 351-0014 朝霞市膝折町４－１４－５４ 048-461-0535
高橋建材㈱ 352-0011 新座市野火止８－１４－３ 048-477-2115
時田生コン㈱ 339-0031 さいたま市岩槻区飯塚１２６５－１ 048-798-4049
栃南建材㈱ 新座工場 352-0016 新座市馬場２-６-２ 048-478-6973
㈲飯能生コン工業 本社工場 357-0013 飯能市芦苅場４８０－３ 04-2973-1011
㈲飯能生コン工業 日高工場 350-1233 日高市下鹿山３２４－1 042-989-0381
日立エスオーシー㈱ 戸田橋工場 322-0027 川口市緑町９－１８ 048-251-2255
㈲武笠建材店 武笠生コン 337-0033 さいたま市見沼区御蔵１２９５－１ 048-684-5782
柳下生コン㈱ 351-0112 和光市丸山台３－７－７ 048-465-3033
横山産業㈱ 川口第一工場 332-0004 川口市領家４－４－１４ 048-223-7130
横山産業㈱ 川口第二工場 333-0844 川口市上青木２－３２－９ 048-262-7000
東和アークス㈱ 川越工場 350-1165 川越市南台１－５－６ 049-243-1511
東和アークス㈱ 富士見工場 354-0002 富士見市上南畑２６３９ 049-253-2153
東和アークス㈱ 伊奈工場 362-0801 北足立郡伊奈町小針内宿台下６１１ 048-728-6808
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東関東生コン協同組合
 　住所　〒120-0036　 東京都足立区千住仲町１９－８  太陽生命千住ビル６・７Ｆ  電話番号 03-3879-5141  FAX番号 03-3879-5149
豊川興業㈱ 本社工場 332-0003 川口市東領家５－９－８ 048-223-0200
植木生コン㈱ 340-0835 八潮市大字浮塚３４２－４ 048-995-8562
㈱内山アドバンス 草加工場 340-0831 八潮市南後谷１５９－１ 048-936-4107
関東コンクリート㈱ 東京工場 340-0823 八潮市大字古新田６０８ 048-996-4321
首都圏コンクリ－ト㈱ 340-0031 草加市新里町６３３ 048-925-4204
鈴木生コン㈱ 三郷工場 341-0044 三郷市戸ヶ崎３－２４－１ 048-955-2356
南埼コンクリート㈱ 越谷工場 343-0856 越谷市谷中町２－６１ 048-964-1483
八洲コンクリート㈱ 本社工場 340-0835 八潮市大字浮塚５５７－１ 048-995-2011
埼玉県北部生コンクリート協同組合

㈱飯野商事 飯野生コンクリ－ト工場 367-0211 本庄市児玉町吉田林３８２-１ 0495-72-1256
小川工業㈱ 熊谷工場 360-0025 熊谷市太井１８２７ 048-524-6886
小山レミコン㈱ 埼玉工場 361-0031 行田市緑町９－７ 048-553-1281
埼玉太平洋生コン㈱ 熊谷工場 360-0215 熊谷市田島１６ 048-588-1611
埼玉太平洋生コン㈱ 東松山工場 355-0076 東松山市下唐子1485-2 0493-22-2761
㈲飯能生コン工業 越生工場 350-0403 入間郡越生町大字大谷568-1 049-292-7281
㈲廣嶋建材店 関越生コン工場 350-2211 鶴ヶ島市脚折町５－３－４３ 049-285-5100
埼玉太平洋生コン㈱ 本庄工場 369-0315 児玉郡上里町大字大御堂９５ 0495-33-0316
東和アークス㈱ 東松山工場 355-0032 東松山市仲田町854 0493-22-3520
東和アークス㈱ 本庄工場 367-0017 本庄市傍示堂５７８ 0495-21-1271
㈱西田建材店 生コン工場 355-0072 東松山市大字石橋1689-1 0493-22-0913
ヨリイ生コン㈱ 桜沢工場 369-1202 大里郡寄居町大字桜沢１３１９－１ 048-581-0081
秩父地区生コンクリート協同組合

三国建設㈱ 生コン工場 369-1901 秩父市大滝1090 0494-55-0403
横瀬生コン㈱ 368-0072 秩父郡横瀬町大字横瀬１１９１ 0494-22-3956
㈱リックス 368-0072 秩父郡横瀬町大字横瀬２３２６ 0494-23-1465
㈱両岩 368-0201 秩父郡小鹿野町両神薄２３０６ 0494-79-1141
協組未加入

飯村建材㈱ 340-0046 草加市両新田東町２０３ 048-925-7499
㈱児玉生コン 生コン工場 367-0204 本庄市児玉町蛭川５４０ 0495-72-3072
㈱櫻井建材店 本社工場 343-0851 越谷市七左町1-１２２ 0489-87-0211
谷郷生コン㈱ 本社工場 361-0023 行田市大字長野１９４１－１ 048-555-1091
㈱吉川生コンクリート 342-0005 吉川市川藤１７７８ 048-982-3828


