岩手県生コンクリート工業組合・組合員工場所在地
（2017.08.21 現在）

※ 地図上の工場 No.は、最新の名簿情報によって更新されておりますので ご注意下さい。

岩手県生コンクリート工業組合
〒020-0816 岩手県盛岡市中野二丁目 15 番 15 号
TEL 019-654-0013 ・ FAX 019-654-0482

＜ 組合員工場 名簿 ＞
2017.08.21 ：(1/5）

県央支部
岩手県生コンクリート協同組合
〒020-0816 岩手県盛岡市中野二丁目 15 番 15 号
地図 No.
1
2

組合員工場名 ・ 住 所
盛岡小野田レミコン（株）
〒020-0832 盛岡市東見前 1 地割 33 番地 2
東北化学工業（株）岩手生コン工場
〒020-0772 滝沢市大釜字中瀬 32 番地 3

019-652-1166
（019-653-6253）
TEL・（FAX）
019-638-1620
（019-638-8568）
019-687-3434
（019-687-3439）

(合同生産)

岩手レミコン（株）
〒020-0891 紫波郡矢巾町流通センター南 3 丁目 8 番 14 号

019-632-8600

(合同生産)

木村企業（株）
〒020-0026 盛岡市開運橋通 2-24-806

019-663-8101

盛岡カイハツ生コンクリート（株）盛岡工場

019-656-3121

3
4
5
6
7
8
9
10
11

〒020-0053 盛岡市上太田蔵戸 32 番地 5
盛岡カイハツ生コンクリート（株）雫石工場
〒020-0584 岩手郡雫石町西根南駒木野 1 番 8 号
紫波カイハツ生コンクリート（株）本社工場
〒028-3317 紫波郡紫波町南日詰字京田 128 番地
（株）遠忠 生コンクリート工場
〒028-7112 八幡平市田頭 1 地割 10 番 1
高橋重機（株）生コンクリート工場
〒028-7302 八幡平市松尾寄木第 15 地割関口 431 番地 6
盛岡カイハツ生コンクリート（株）岩手工場
〒028-4211 岩手郡岩手町大字川口第一地割 90 番地
（有）葛巻生コン
〒028-5402 岩手郡葛巻町葛巻 22 地割 59-1
大協企業（株）矢巾生コン工場
〒028-3602 紫波郡矢巾町藤沢第 10 地割字下田 13 番地
藤根建設（株）生コン工場

〒028-7302 八幡平市松尾寄木 12 地割 23 番地 2
※ 地図 No.は最新の情報に変更されておりますので ご注意下さい。

（019-656-3123）
019-693-3500
（019-693-3465）
019-676-3331
（019-672-3217）
0195-76-2770
（0195-76-2738）
0195-76-4114
（0195-75-0892）
0195-65-2411
（0195-65-2498）
0195-66-3110
（0195-66-2695）
019-697-3970
（019-697-3972）
0195-78-3111
（0195-78-3368）

2017.08.21 ：(2/5）

県南支部
岩手県南生コン業協同組合
〒023-0003 岩手県奥州市水沢区佐倉河字十文字 55-2
地図 No.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

組合員工場名 ・ 住 所
花北生コン（株）
〒024-0056 北上市鬼柳町都鳥 232 番地 1
奥羽生コンクリート（株）水沢工場
〒023-0002 奥州市水沢区水沢工業団地三丁目 35 番地
奥羽生コンクリート（株）花北工場
〒024-0004 北上市村崎野 22 地割 161 番地
船橋生コン（株）
〒029-4202 奥州市前沢区白山字船橋 57 番地
（株）カイハツ生コン 一関工場
〒021-0901 一関市真柴字吉ヶ沢 2 番地 26
（株）平 泉
〒029-4102 西磐井郡平泉町平泉字樋の沢 56 番地
一関レミコン（株）
〒021-0901 一関市真柴字岩の沢 64 番地の 1
（株）千厩生コン
〒029-0803 一関市千厩町千厩字西中沢 142 番地
川崎コンクリート工業（株）
〒029-0202 一関市川崎町薄衣字石畑 37 番地
大協企業（株）花巻工場
〒025-0037 花巻市太田第 58 地割 27-1
後藤工建（株）大原工場
〒029-0711 一関市大東町大原字杉ヶ崎 26-1
国際生コン（株）
〒023-0403 奥州市胆沢区若柳字寿安堰下 46-1
（株）花巻生コン
〒028-3151 花巻市石鳥谷町江曽 4 地割 65 番地
（株）大迫生コン

〒028-3203 花巻市大迫町大迫 1-4
※ 地図 No.は最新の情報に変更されておりますので ご注意下さい。

0197-23-5164
（0197-24-8169）
TEL・（FAX）
0197-67-5291
（0197-67-3689）
0197-23-7128
（0197-23-7120）
0197-68-2231
（0197-81-4011）
0197-56-3175
（0197-56-7182）
0191-35-5101
（0191-31-5102）
0191-46-2860
（0191-46-2774）
0191-26-2275
（0191-21-3074）
0191-53-2500
（0191-53-2508）
0191-43-2410
（0191-43-2462）
0198-22-3847
（0198-22-2726）
0191-72-3119
（0191-72-3510）
0197-46-3715
（0197-46-3800）
0198-45-3820
（0198-45-3821）
0198-48-2408
（0198-48-2816）

2017.08.21 ：(3/5）

沿岸支部
岩手県沿岸生コンクリート協同組合
〒026-0304 釜石市両石町第 4 地割 24 番地
地図 No.
26
27
28
29
30
31

組合員工場名 ・ 住 所
釜石レミコン（株）第一工場
〒026-0304 釜石市両石町第 4 地割 24 番地
釜石レミコン（株）第二工場
〒026-0001 釜石市平田第 3 地割 32 番地
（株）遠野レミコン
〒028-0503 遠野市青笹町青笹 5 地割 5 番地
松村建設（株）大槌生コン工場
〒028-1131 上閉伊郡大槌町大槌 22 地割字下野 216
（株）阿部組 山田生コン工場
〒028-1361 下閉伊郡山田町織笠 14-32
宮古生コンクリート（株）
〒027-0029 宮古市藤の川 15 番地 7 号

32
33
34
35
36

三陸生コン（株）
〒027-0044 宮古市上鼻二丁目 1 番 41 号
（株）セイア 宮古復興生コンクリート工場

38

(0193-23-0130)
TEL・（FAX）
0193-23-5640
(0193-23-0130)
0193-26-5011
（0193-26-5013）
0198-62-4133
（0198-62-4550）
0193-42-3640
(0193-42-4976)
0193-82-2932
（0193-82-6136）
0193-62-1051
（0193-62-0261）
0193-62-1482
（0193-63-5137）
0193-77-4251

〒027-0203 宮古市津軽石第 2 地割 91-2

（0193-77-4252）

（株）セイア 宮古復興生コンクリート 第２工場
〒028-2513 宮古市川内第１地割１７番地

0193-85-5121
（0193-85-5124）

小野新建設（株）岩泉生コンクリート工場
〒028-5643 下閉伊郡岩泉町袰綿字馬立 111 番地 1
小野新建設（株）岩泉生コンクリート第２工場
〒027-0423 下閉伊郡岩泉町中里字林の下 152

37

0193-23-5640

（有）宮守生コン
〒028-0303 遠野市宮守町下鱒沢 15 地割 32 番地
下閉伊コンクリート工業（株）

〒028-8402 下閉伊郡田野畑村明戸 166 番地
※ 地図 No.は最新の情報に変更されておりますので ご注意下さい。

0194-25-5222
（0194-25-4811）
0194-38-1077
（0194-28-2477）
0198-66-2224
（0198-66-2545）
0194-33-2704
（0194-33-2706）

2017.08.21 ：(4/5）

気仙支部
岩手県気仙生コンクリート協同組合
〒022-0007 岩手県大船渡市赤崎町字普金 102-3
地図 No.

組合員工場名 ・ 住 所
（株）丸 協

39
40
41
42
43

0192-27-4191
（0192-27-8956）
TEL・（FAX）
0192-28-2211

〒022-0005 大船渡市日頃市町字川内 105-3
大船渡レミコン（株） 大船渡工場
〒022-0007 大船渡市赤崎町字普金 102 の 3
高田レミコン（株）
〒029-2201 陸前高田市矢作町字越戸内 176 番地
住田生コン（有）

（0192-28-2172）
0192-27-4191
（0192-27-8956）
0192-54-5300
(0192-54-5310)
0192-46-2026

〒029-2311 気仙郡住田町世田米字天風２番地の４
気仙復興生コン有限責任事業組合 復興プラント
〒029-2207 陸前高田市小友町字三日市 51 番地 3

（0192-46-2780）
0192-57-1555
(0192-57-1551)

※ 地図 No.は最新の情報に変更されておりますので ご注意下さい。

久慈支部
岩手県久慈地区生コンクリート協同組合
〒028-0071 岩手県久慈市小久慈町第 15 地割 49-16
地図 No.
44
45
46
47

組合員工場名 ・ 住 所
宮城建設（株）久慈生コン工場
〒028-0071 久慈市小久慈町第 2 地割 2 番地の 3
（株）久慈レミコン
〒028-0071 久慈市小久慈町 7 地割 8 番地 4
紫波カイハツ生コンクリート（株）久慈工場
〒028-0071 久慈市小久慈町 47 地割 18 番地
（株）吉田レミコン 南部工場

〒028-7911 九戸郡洋野町種市第 39 地割 8-38
※ 地図 No.は最新の情報に変更されておりますので ご注意下さい。

0194-52-2480
（0194-52-2484）
TEL・（FAX）
0194-59-3211
（0194-59-3389）
0194-59-3111
（0194-59-3114）
0194-59-3214
（0194-59-3919）
0194-65-4515
（0194-65-4517）

2017.08.21 ：(5/5）

県北支部
岩手県県北生コンクリート協同組合
〒028-6105 岩手県二戸市堀野字馬場 7-7
地図 No.
48

(合同生産)

49

組合員工場名 ・ 住 所
盛岡カイハツ生コンクリート（株）二戸工場
〒028-6102 二戸市下斗米字細越 12 番地
長瀬建材（株）
〒028-6302 九戸郡軽米町軽米第 19 地割 201 番地 7
（株）樋口建設
〒028-6721 二戸市似鳥字船石 50

※ 地図 No.は最新の情報に変更されておりますので ご注意下さい。

0195-23-6131
（0195-23-6932）
TEL・（FAX）
0195-23-5551
（0195-23-8328）
0195-46-4011
0195-26-2311
（0195-26-2312）

