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顧　　客　　名 住       　　     所 初回導入年月

ライン生コン川辺工場 岐阜県加茂郡川辺町石神字城681-1 平成５年９月

F　B　型　わ　く　納　入　実　績

石井建材㈱ 兵庫県城崎郡香住町小原45 平成６年２月

米子菱光ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱
(現:よなご共同生コン㈱) 鳥取県米子市旗ｹ崎2319 平成６年２月

福岡菱光㈱
(旧:九州菱光ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱福岡工場)

福岡県福岡市東区東浜2-5-59 平成６年２月

大川運送㈱大運生ｺﾝｸﾘｰﾄ工場 香川県さぬき市長尾西1870-4 平成６年３月

中津宇佐菱光ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱ 大分県中津市大字相原2865-32 平成５年10月

大和生ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱ 高知県吾川郡吾北村下八川甲771 平成６年５月

広島生コン㈱ 広島県廿日市市木材港北3-41 平成６年６月

高知レミコン㈱ 高知県高知市神田1111-1 平成６年７月

三菱ﾏﾃﾘｱﾙ㈱中央研究所 埼玉県大宮市北袋町1-297 平成６年７月

中国菱光㈱広島工場 広島県広島市南区出島2丁目22-66 平成５年11月

中国菱光㈱防府工場 山口県防府市大字大道字大繁枝東3008 平成６年８月

富士産業㈱大阪生ｺﾝｸﾘｰﾄ工場 高知県高知市神田字中蔵2116-2 平成６年９月

㈱西田興産 愛媛県大洲市徳森248 平成６年10月

日章産業㈱土岐生ｺﾝ工場 岐阜県土岐市肥田町肥田2992-1 平成６年10月

人吉生コンクリート㈱ 熊本県人吉市上林町1540 平成６年11月

畿北ｱｻﾉｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱ 京都府福知山市字岩開小字塩津17-1 平成６年12月

岸和田生ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱ 大阪府岸和田市稲葉町  1158 平成７年１月

武生小野田ﾚﾐｺﾝ㈱ 福井県武生市北府1丁目2-48 平成７年１月

熊本菱光ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱ 熊本県熊本市画図町下無田1781 平成７年２月

㈱松川生ｺﾝ販売大津工場 熊本県熊本郡菊池郡大津町大林上尾迫1060 平成７年３月

四国ヒューム管㈱山北工場 高知県香美群香我美町大字山北字芦浦69 平成７年３月

稲葉建材㈲ 茨城県筑波郡谷和原村小絹151 平成７年３月

岩井生コンクリート㈱ 茨城県岩井市上出島字南原1217 平成７年４月

㈲総和生コン総和工場 茨城県猿島郡総和町小堤2023-1 平成７年４月

中国開発ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱岩国工場 山口県岩国市大字多田八幡原116 平成７年４月

㈱新出組生コン部 石川県輪島市河井町21部64の2 平成７年５月

羽田生コン㈱ 埼玉県北足立郡伊奈町小針内宿字台下611 平成７年５月

 埼京菱光ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱ 埼玉県大宮市宮ヶ谷塔1349の1 平成７年６月

前橋建設㈱ 三重県安芸郡安濃町内多字小山田2626-1 平成７年６月

㈱三好商会 茨城県猿島郡総和町北利根5 平成７年６月

田尻テウルウコンクリート㈱ 長野県長野市若穂牛島161-1 平成７年６月
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㈲山崎産業 神奈川県津久井郡藤野町日連521-1 平成７年６月

(資)協立生コン 沖縄県石川市東恩納1406-99 平成７年７月

戸田建設㈱成田PC工場 千葉県成田市新泉23 野毛平工業団地内 平成７年７月

松代生コン㈱ 長野県長野市松代町2813 平成７年７月

コヤマ工業㈱ 埼玉県久喜市清久町清久工業団地3-3 平成７年８月

㈱トウザキ 東京都江戸川区鹿骨1-8-12 平成７年９月

㈱永和レミコン 宮城県黒川郡大和町鶴巣幕柳字宇津町2 平成７年９月

㈲五月女生コン 小山工場 栃木県小山市大字下初田6-2 平成７年10月

東海菱光ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱名古屋工場 愛知県名古屋市中川区清船5-1-4 平成７年10月

函館小野田ﾚﾐｺﾝ㈱上磯工場 北海道上磯郡上磯町追分4-12-5 平成７年11月

南福岡菱光ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱ 福岡県大野城市御笠川1-11-11 平成７年11月

日本ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱研究所 茨城県下館市大字伊佐山218-3 平成７年11月

四国ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱ 高知県香美群野市町西野408 平成７年12月

田中生コン㈱ 群馬県佐波郡玉村町大字角淵4372-1 平成７年12月

㈲廣島建材関越生ｺﾝ工場 埼玉県鶴ｹ島脚折町5-3-43 平成７年12月

伯雲徳山生コン㈱ 島根県安来市吉佐町1017-1 平成７年12月

宮城生コン㈱ 宮城県仙台市泉区七北田字川原15 平成８年１月

㈱浅沼生コン 栃木県佐野市浅沼町834 平成８年１月

内田生コン 栃木県足利市山川町10 平成８年１月

東武開発㈱足利工場 栃木県足利市福居町2173 平成８年１月

ティーエス生ｺﾝ㈱ 安佐工場 栃木県佐野市免鳥町300 平成８年１月

岩井建設㈱生ｺﾝｸﾘｰﾄ工場 群馬県甘楽郡下仁田町馬山5455 平成８年１月

三菱ﾏﾃﾘｱﾙ㈱ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾝﾀｰ 宮城県仙台市太白区郡山2丁目15の1 平成８年１月

㈱泰慶 兵庫県神戸市西区玉津町二ﾂ屋99-5 平成８年２月

三洋コンクリート㈱ 栃木県河内郡南河内町大字下坪山1810-4 平成８年２月

山梨都留アサノ㈱ 山梨県都留市盛里170 平成８年２月

㈱茂木コンクリート 栃木県芳賀郡茂木町天子800 平成８年２月

東北菱光ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱ 福島県郡山市日和田町高倉字下桜内 平成８年３月

(財)福岡県建設技術情報ｾﾝﾀｰ 福岡県粕屋郡篠栗町大字田中315-1 平成８年３月

ライン生コン㈱関工場 岐阜県関市肥田瀬川原田209 平成８年４月

㈱梅田商店池袋生ｺﾝ工 東京都豊島区上池袋2-14-9 平成８年４月

太平洋建設工業㈱ 北海道釧路市貝塚3丁目4の34 平成８年４月
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瑞浪生コン㈱ 岐阜県瑞浪市稲津町小里2236 平成８年４月

㈱太啓 愛知県豊田市柿本町12-3 平成８年５月

相鉄コンクリート㈱ 神奈川県藤沢市菖蒲沢710 平成８年５月

太陽生コン㈱ 北海道江別市工栄町２７－１ 平成８年６月

當和ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱ 群馬県館林市羽附旭町９４９ 平成８年６月

㈲テムス 埼玉県大宮市大字蓮沼  1318 平成８年６月

スズ生コン共販㈱ 石川県珠洲市若山町広栗23部1-1 平成８年７月

北海道菱光ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱ 北海道札幌市白石区菊水上町4条4丁目95-1 平成８年７月

小梅商事㈲生ｺﾝｸﾘｰﾄ港南工場 神奈川県横浜市港南区最戸1-14-37 平成８年７月

白川工業㈱ 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字荒打 300-1 平成８年９月

㈲テクノ 埼玉県南埼玉郡白岡町大字千駄野925-3 平成８年９月

白川生コン協業組合 岐阜県加茂郡白川町坂之東6521の1 平成８年９月

太平洋建設工業㈱札幌工場 北海道江別市角山425-1 平成８年９月

横瀬生コン㈱ 埼玉県秩父郡横瀬町横瀬1191 平成８年10月

太平洋建設工業㈱ 東帯広工場 北海道帯広市愛国町南8線6 平成８年10月

㈱永和商店 大阪市東淀川区菅原4-6-23 平成８年10月

太平洋建設工業㈱網走工場 北海道網走市字藻琴208の6 平成８年10月

足商生コン㈱ 栃木県日光市足尾町神子内1670 平成８年11月

㈱ワタヤス 福島県郡山市冨非佐町福原字水穴123 平成８年11月

小川工業㈱熊谷工場 埼玉県熊谷市大井1827 平成８年11月

 ㈱飯塚ｾﾒﾝﾄ工業所 足利工場 栃木県足利市山川町1-308 平成８年11月

㈱宗仲建材 東京都三鷹市牟礼1-15-8 平成８年11月

㈱建協生コン 栃木県黒磯町上中野66 平成８年11月

綿半建材工業㈱ 長野県飯田市松尾7223 平成８年12月

浅見コンクリート㈱ 東京都立川市幸町1-18-3 平成８年12月

早邦建設㈱生コン工場 山梨県南巨摩郡早川町高住 平成８年12月

飯田生コン㈱ 長野県飯田市松尾8602 平成８年12月

飯伊生コン㈱ 長野県飯田市鼎切石5003 平成８年12月

㈲五月女生コン 鹿沼工場 栃木県鹿沼市上石川大塚2236-4 平成８年12月

モトキ建材㈱ 群馬県新田郡新田町上田中599-1 平成９年１月

ティヒュー㈱ 千葉県匝瑳郡光町篠本1153 平成９年１月

㈲堀内工業古間生ｺﾝｸﾘｰﾄ工場 長野県上水内郡信濃町大字古間字北原1438 平成９年１月
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遠山生ｺﾝﾌﾟﾗﾝﾄ協同組合 長野県下伊那郡南信濃村大字木沢302-8-2 平成９年１月

オリエンタル建設㈱北海道工場 北海道江別市角山425-1 平成９年１月

ヤマヨｾﾒﾝﾄ㈱生ｺﾝ工場 山梨県八代郡一宮町東原930 平成９年１月

阿新生コン技術ｾﾝﾀｰ 岡山県新見市上市8番地 平成９年１月

コンテック 大阪府豊中市宮山町4-9-21 平成９年１月

飯田三信生コン㈱ 長野県飯田市座光寺6523-3 平成９年２月

竜峡レミコン㈱ 長野県飯田市川路280 平成９年２月

㈲日本海生コン 新潟県新潟市山木戸7-3-44 平成９年２月

東京検査㈱ 東京都町田市金森1703-13 平成９年２月

大鹿レミコン㈱ 長野県下伊那郡大鹿村大河原3711-5 平成９年２月

太平洋レミコン㈱弟子屈工場 北海道川上郡弟子屈町・別92の2 平成９年３月

緑コンクリート㈱ 神奈川県横浜市緑区川向630 平成９年３月

太平洋富士生コン㈱ 北海道釧路市星ヶ浦南2-4-12 平成９年３月

㈱丸晶産業 神奈川県横浜市神奈川区菅田町2753-1 平成９年３月

首都圏コンクリート㈱ 埼玉県草加市新里町633 平成９年３月

セイナン工業㈱ 盛岡工場 岩手県盛岡市仙北1丁目1-20 平成９年３月

大阪生ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱ 千島工場 大阪府大阪市大正区小林東1-2-34 平成９年３月

三信生コン㈱ 長野県茅野市金沢4869-1 平成９年４月

上毛生コン㈱ 群馬工場 群馬県群馬郡群馬町大字菅谷20-47 平成９年４月

黒磯生コン㈱ 栃木県那須郡那須町大字高久甲2403-1 平成９年４月

時田生コン㈱ 埼玉県さいたま市岩槻区飯塚1265-1 平成９年４月

ティーエス生ｺﾝ㈱ 埼北工場
(現:大宮生コン栗橋工場)

埼玉県北葛飾郡栗橋町東6丁目18-36 平成９年４月

上毛生コン㈱ 大泉工場 群馬県邑楽郡大泉町寄木戸640 平成９年４月

太平洋ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱  美唄工場 北海道美唄市字美唄1453-68 東明工業団内 平成９年４月

盛岡菱光㈱ 岩手県盛岡市太田蔵戸17-2 平成９年５月

大晃商事㈱ 埼玉県所沢市北所沢町2264 平成９年５月

横山産業㈱ 川口第二工場 埼玉県川口市上青木2-32-9 平成９年５月

岩手カイハツ生ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱ 岩手県岩手郡岩手町大字川口第1地割90 平成９年５月

㈱間々田生コン 栃木県小山市大字千駄塚550-1 平成９年５月

三信生コン㈱  岡谷工場 長野県岡谷市千上り 9553-4 平成９年５月

静岡ｱｻﾉｺﾝｸﾘｰﾄ㈱富士宮工場 静岡県富士宮市外神1826 平成９年５月

㈲千葉ブロック 青森県南津軽郡常磐村大字水木 平成９年５月
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都田生ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱ 静岡県浜松市都田町7866 平成９年６月

第一セメント㈱研究所 神奈川県川崎市川崎区浅野町1-1 平成９年６月

㈱宮坂建材 長野県諏訪郡下諏訪町富部西豊6169-1 平成９年６月

神山生コン㈱ 東京都東久留米市神宝町2-6-6 平成９年７月

大沢生コン㈱ 東京都杉並区井草3-1-13 平成９年７月

都田生ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱ 静岡県浜松市都田町7866 平成９年７月

日の出生ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱ 岐阜県多治見市大藪町 平成９年７月

鮫島生コンクリート㈱ 神奈川県横浜市都筑区川和町205 平成９年７月

㈲北伸精機 宮城県仙台市太白区中田町字南首長13-1 平成９年７月

丸高ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱ 三重事業所 三重県安芸郡美里村大字足坂 平成９年８月

丸高ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱ 福井県武生市矢船町156 平成９年８月

岩半建材㈱ 埼玉県大里郡寄居町桜沢1319 平成９年８月

宍戸ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱ 東京都世田谷区給田3-2-15 平成９年８月

加藤土建㈱板東橋工場 群馬県渋川市半田2803-1 平成９年９月

谷郷生コン㈱ 埼玉県行田市長野1941-1 平成９年９月

益田宇部生ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱ 岐阜県益田郡萩原町跡津1388 平成９年10月

紫波ｶｲﾊﾂ生ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱ 岩手県紫波郡紫波町南日詰滝名川15-5 平成９年10月

㈱鴻池組技術研究所 茨城県つくば市桜1-20-1 平成９年10月

芹沢建材㈱ 東京都練馬区土支田3-19-17 平成９年10月

中里建材生コン㈱ 埼玉県川越市大字今福中台400 平成９年11月

ナガイ㈱生コン工場 岐阜県大野郡久々野町大西1 平成９年11月

明治生ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱東金工場 千葉県東金市田間901-1 平成９年11月

今泉建材㈱ 埼玉県熊谷市大字広瀬800 平成９年11月

㈲井ノ原建設生コン部 広島県尾道市高須町1247-3 平成９年12月

㈲長谷川建材工業 埼玉県戸田市下笹目5-2-41 平成10年２月

㈱ガイアクス 岐阜県美濃市極楽寺872-2 平成10年２月

東和生コン㈱本庄工場
(現:東和ｱｰｸｽ㈱本庄工場) 埼玉県本庄市傍示堂578 平成10年２月

㈱浜屋組生コン部矢板工場 栃木県矢板市片岡1868 平成10年３月

東邦ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱千葉工場 千葉県千葉市花見川区横戸町1189-3 平成10年３月

正菱生ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱ 福岡県飯塚市大字鯰田字渡り口347-3 平成10年３月

昭和生ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱増穂工場 山梨県南巨摩郡増穂町小林389 平成10年３月

㈲マル吉横川セメント 長野県岡谷市長地十四瀬橋下462 平成10年３月
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扶桑ｾﾒﾝﾄ工業㈱鎌倉工場 神奈川県鎌倉市笛田231 平成10年３月

宮本生コン㈱ 大阪府豊中市利倉東1-16-1 平成10年４月

㈲井ノ原建設生コン部 広島県尾道市高須町1247-3 平成10年４月

太平洋ﾚﾐｺﾝ㈱浜中工場 北海道厚岸郡浜中町大字後静村熊牛原野187 平成10年５月

北岩手生コン㈱ 岩手県二戸市掘野字馬場96 平成10年５月

東京ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱ 久留米工場 東京都東久留米市下里5-6-14 平成10年６月

四国ﾋｭｰﾑ管㈱香宗工場 高知県香美郡野市町中ﾉ村字柳原379-1 平成10年８月

白山生ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱ 石川県小松市浜佐美町乙217 平成10年８月

青岩カイハツ生ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱ 岩手県二戸市下斗字細越12 平成10年８月

東和工業㈱ 山梨県中巨摩郡竜王町万才61 平成10年８月

大紀運輸㈲生ｺﾝ工場 奈良県吉野郡下市田大字下市2018 平成10年８月

カネックス㈱ 鳥取県米子市大篠津690-15 平成10年８月

㈱渡辺建設笛吹生ｺﾝｸﾘｰﾄ 山梨県塩山市三日市場2507-5 平成10年８月

㈱カイハツ生ｺﾝ一関工場 岩手県一関市山目字大槻5 平成10年10月

㈱都生コン 京都府宇治市槙島町目川110-1 平成10年10月

石黒ｾﾒﾝﾄ商事㈲新湊工場 富山県射水郡小杉町稲積176-1 平成10年10月

一戸ｱｻﾉｺﾝｸﾘｰﾄ㈱ 岩手県二戸市一戸町西法寺字西法字133-21 平成10年10月

㈱丸西 長野県東筑摩郡波田町3222-1 平成10年10月

金沢ｾﾒﾝﾄ商事㈱大聖寺工場 石川県加賀市上川崎町子100 平成10年11月

太平洋ﾚﾐｺﾝ㈱浦幌工場 北海道十勝郡浦幌町字吉野238-6 平成10年11月

上郷ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱ 長野県飯田市毛賀1745-2 平成10年11月

中央生コンクリート㈱ 高知県南国市篠原115 平成10年12月

千葉窯業㈱埼玉工場 埼玉県比企郡吉見町蚊戸谷85番地 平成10年12月

(社)ｾﾒﾝﾄ協会研究所 東京都北区豊島4-17-33 平成11年２月

㈱北興生コン 北海道古宇郡神恵内村字大川 平成11年２月

開盛ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱中標津工場 北海道標津郡中標津町字中標津1157-2 平成11年２月

中津宇佐菱光ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱宇佐工場 大分県宇佐市大字上田1265 平成11年２月

㈱清水生コン 埼玉県日高市下鹿山324-1 平成11年３月

白川宇部生ｺﾝ㈱飯島工場 岐阜県大野郡白川村飯島1028 平成11年３月

東邦ﾚﾐｺﾝ㈱八街工場 千葉県八街市八街に48-36 平成11年３月

㈱ヤマセ建材 千葉県千葉市緑区誉田町2-2306-12 平成11年３月

㈱モリサン 岩手県岩手郡滝沢村滝沢字大石渡1612-1 平成11年３月
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㈱ナガクボ 東京都大田区城南島4-7-8 平成11年３月

㈱千厩生コン 岩手県東磐井郡千厩町千厩字西中沢142 平成11年４月

㈱常磐ｺﾝｸﾘｰﾄ工業茨城工場 茨城県つくば市上郷4200 平成11年４月

相栄アサノ生コン㈱ 神奈川県茅ｹ崎市萩園1235 平成11年４月

㈱国分 埼玉県熊谷市万吉2618 平成11年４月

埼京菱光ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱戸田工場 埼玉県戸田市早瀬1-13-24 平成11年５月

ティーエス生ｺﾝ㈱小山工場 栃木県小山市渋井779 平成11年５月

スズヤコンクリート㈱ 東京都八王子市上柚木1167 平成11年５月

太平洋ﾚﾐｺﾝ㈱標津工場 北海道標津郡標津町南7条西2丁目3-1 平成11年５月

鳥海プラント㈱ 秋田県本荘市三川字栗山82 平成11年５月

竜峡レミコン㈱ 長野県飯田市龍江2551 平成11年７月

白鳥生コン㈱第一工場 鳥取県米子市益富町120-1 平成11年７月

太平洋富士生ｺﾝ㈱別海工場 北海道野付郡別海町別海鶴舞町116 平成11年８月

㈱岸田 神奈川県横浜市港北区箕輪町2-2-7 平成11年８月

荘白川デンカ生コン㈱ 岐阜県大野郡白川村保木脇204-1 平成11年９月

白川宇部生コン㈱ 岐阜県大野郡白川村大字平瀬396 平成11年９月

神山生ｺﾝ㈱東村山工場 東京都東村山市恩田町1-13 平成11年９月

中国菱光㈱松江工場 島根県松江市八幡町 平成11年10月

岡庭建材工業㈱ 埼玉県三郷市鷹野4-59 平成11年11月

浅間生ｺﾝ㈱北軽井沢工場 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢地蔵堂1990 平成11年11月

㈲ナリショウ 青森県青森市古川1丁目2-7 平成11年11月

㈲早乙女ｺﾝｸﾘｰﾄ産業 栃木県下都賀郡津賀町大字木1209 平成11年11月

渡辺生ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱今市工場 栃木県今市市倉ｹ崎新田141 平成11年11月

梯デンカ生ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱ 石川県小松市能美町夕154 平成11年12月

㈲武笠建材店 埼玉県さいたま市御蔵1295-1 平成12年１月

湯浅生コン㈱ 和歌山県有田郡湯浅町湯浅2977 平成12年２月

飯伊生コン㈱平谷工場 長野県下伊那郡平谷村79 平成12年２月

㈲蛭田商店 神奈川県高座郡寒川町小動334 平成12年２月

㈱西野建材 東京都足立区花畑2-3-9 平成12年２月

㈱高昭産業 神奈川県川崎市川崎区扇町6-8 平成12年３月

㈱平泉 岩手県西磐井郡平泉町平泉字樋の沢56 平成12年３月

ﾄｸﾔﾏ総合研究所ｾﾒﾝﾄB 山口県徳山市御影町1-1 平成12年３月
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清水建設㈱神流川発電所 群馬県多野郡上野村大字乙父字田平945 平成12年４月

東和生コン㈱本社工場
(現:東和アークス㈱東松山工場) 埼玉県東松山市新宿町17-1 平成12年４月

㈱古河共同生コン 茨城県猿島郡総和町関戸1859 平成12年４月

小宮商事㈱ 埼玉県蕨市錦町1-11-35 平成12年４月

軽米生コンクリート㈱ 岩手県九戸郡軽米町軽米19-148 平成12年４月

鹿島建設･埼玉建興建設JV
ﾗｲｵﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ川口C棟新築現場 埼玉県川口市元郷2-15 平成12年５月

成広生コン㈱ 岡山県御津郡御津町草生2181-1 平成12年５月

浅間生ｺﾝ㈱軽井沢工場 長野県北佐久郡軽井沢町発地1130-244 平成12年５月

㈱大芦生コン 島根県八束郡島根町 平成12年５月

デンカ生コン㈱ 富山県砺波市安川787 平成12年６月

㈱岡本生コンクリート 大阪府堺市美木多上1788-1 平成12年６月

㈱日進機械 香川県高松市一宮町747番地1 平成12年６月

安来小野田レミコン㈱ 島根県安来市荒島町1787 平成12年７月

富士生コンクリート㈱ 山梨県アルプス市上今諏訪843-1 平成12年７月

㈱カイハツ生コン八戸工場 青森県八戸市長苗代字前田68 平成12年７月

㈱杉本試験機製作所 大阪府大阪市東区放出西2-5-3 平成12年７月

石川生コン㈱ 栃木県黒磯市埼玉1-23 平成12年８月

北柏建材㈲ 千葉県柏市北柏1-10-12 平成12年８月

白鳥生コン㈱第二工場 鳥取県米子市和田町3097 平成12年８月

谷建材㈱ 愛知県海部郡甚目寺町大字下萱津字砂入586 平成12年９月

水落建材㈱ 東京都世田谷区若林2－41 平成12年９月

㈱八光 大阪府大阪市平野区加美北5-10-10 平成12年９月

㈱アトラス 大阪府大阪市西成区津守1-14-34 平成12年９月

㈱アクト 石川県松任市木津町1105 平成12年９月

㈲八田物産 石川県金沢市湊1-8-2 平成12年９月

㈱トステック 石川県河北郡津幡町杉の瀬78番地外地先 平成12年10月

ワールドテスト㈱ 大阪府大阪市城東区成育2-2-9 平成12年10月

㈲三掘建材 神奈川県茅ヶ崎市芹沢2738 平成12年10月

㈱練馬材検サービス 東京都練馬区三原台3-25-12 平成12年10月

栃南建材㈱ 新座工場 埼玉県新座市馬場2-6-2 平成12年10月

飛騨生ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱神岡工場 岐阜県吉城郡神岡町堀之内 平成12年11月

飛騨生ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱三川工場 岐阜県吉城郡国府町三川 平成12年11月
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㈲中野島建材 神奈川県川崎市高津区宇奈根691-9 平成12年11月

㈱北口商店 大阪府豊中市穂積2-6-7 平成12年11月

㈱伊藤建材店 大阪府吹田市岸部中1-10-1 平成12年11月

共栄ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱古川工場 岐阜県吉城郡古川町下野 平成12年11月

㈱ｾﾝﾄﾗﾙ商工ちくしの生ｺﾝ 福岡県筑紫野市大字柚須原407 平成12年11月

共栄ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱神岡工場 岐阜県吉城郡神岡町殿 平成12年11月

由利カイハツ生ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱ 秋田県由利本荘市石脇字田中100 平成12年12月

徳総研セメントＢ 山口県新南陽市富田4900番地4 平成12年12月

大利コンクリート㈱ 福島県いわき市好間町大利字向山45-1 平成12年12月

東北菱光ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱小名浜工場 福島県いわき市小名浜島字高田町35-1 平成12年12月

山梨アサノコンクリート㈱ 山梨県中巨摩郡白根町下今諏訪1466 平成12年12月

㈱ナカサン 島根県出雲市知井宮町１ 平成12年12月

㈲迫セメント工業所 宮城県登米郡迫町新田字日向56 平成12年12月

㈲中原建材工業 神奈川県川崎市中原区下小田中4-14-3 平成13年３月

クマコン熊谷㈱　大宮工場 埼玉県南埼玉郡白岡町篠津1308 平成13年３月

第一物産㈱ 山梨県甲府市湯田1-15-15 平成13年３月

白川宇部生ｺﾝ㈱御母衣工場 岐阜県大野郡白川村御母衣字川原13-2 平成13年３月

とがコンクリート㈱ 富山県東砺波郡利賀村坂上1275 平成13年３月

酒井コンクリート工業㈱ 石川県石川郡野々市町矢作4-68 平成13年４月

都屋建材㈱ 東京都東久留米市中央町4-14-36 平成13年５月

㈲高田建材 静岡県裾野市伊豆島田346-1 平成13年５月

㈱柏木興産第二事業所第一工場 福岡県行橋市大字寺畔388-1 平成13年５月

道瑛コンクリート工業㈱ 北海道上川郡美瑛町字美沢美瑛共和 平成13年５月

㈲五月女生コン石下工場 茨城県結城郡石下町新石下1569 平成13年５月

斐神生コン㈱ 島根県斐川町神氷 平成13年５月

㈱本荘生コン 秋田県本荘市土谷字金山沢5-10 平成13年６月

飛騨生ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱古川工場 岐阜県吉城郡古川町下野 平成13年７月

溝口瀬谷ﾚﾐｺﾝ㈱吉原ﾚﾐｺﾝ工場 静岡県富士市浅間上町15-36 平成13年７月

阿智生コン㈱ 長野県下伊那郡阿智村智里857 平成13年８月

㈱飯塚ｾﾒﾝﾄ工業所田沼工場 栃木県安蘇郡田沼町下彦間217-1 平成13年８月

㈲小金井コンクリート工業 東京都小平市上小南町3-21-19 平成13年８月

十和田ｶｲﾊﾂ生ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱ 秋田県鹿角市十和田町毛馬内字下土ヶ久保19-7 平成13年８月
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㈱ケンチ 富山県射水郡大門町土合1520 平成13年10月

㈲岩崎建材店 東京都東村山市栄町3-6-25 平成13年10月

群馬ｱｻﾉｺﾝｸﾘｰﾄ㈱本社工場 群馬県新田郡藪塚本町大原百石39-5 平成13年10月

㈲横山生コンクリート 神奈川県川崎市麻生区高石1-24-5 平成13年10月

㈱澤田商会 茨城県茨城市上穂積1-3-52 平成13年11月

㈱池永生コン 富山県氷見市柳田 平成13年12月

㈱菅野建材 埼玉県北葛飾郡庄和町大字中野字南台45-23 平成13年12月

㈱ピー・エス小田原工場内技術研究所 神奈川県小田原市南鴨宮1-1-22 平成13年12月

㈱ハーバーコーポレーション 鳥取県境港市清水町803-1 平成13年12月

薩摩コンクリート㈱知覧工場 鹿児島県川辺郡知覧町郡8412 平成14年１月

㈱坂本商事 群馬県群馬郡群馬町棟高東石田2386-3 平成14年２月

中央コンクリート㈱ 東京都江戸川区篠崎町7-1-1 平成14年２月

川崎コンクリート工業㈱ 岩手県東磐井郡川崎村薄衣字石畑37 平成14年２月

㈲浜田建材 神奈川県横須賀市太田和3-713 平成14年２月

石川生コン㈱ 東京都葛飾区高砂2-3-5 平成14年３月

ヨリイ生コン㈱鉢形工場 埼玉県大里郡寄居町大字鉢形805 平成14年３月

東海三谷生コン㈱静岡工場 静岡県沼津市西沢田字西荒228 平成14年３月

浅野工学専門学校建築学科 神奈川県横浜市神奈川区子安台1-3-1 平成14年３月

米子宇部ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱米子第二工場
鳥取県米子市蚊屋272-14 平成14年４月(現：㈱ケーアンドエヌ)

丸栄コンクリート㈱ 福井県福井市深谷町44-1 平成14年４月

橋本商店  橋本生コン 大阪府泉佐野市鶴町3-12-18 平成14年５月

㈱ジアス 鳥取県米子市新山１番地 平成14年５月

大開産業㈱ 兵庫県三木市大字加佐字草荷野1251-1 平成14年６月

三計資材㈱ 山口県玖珂郡由宇町6075-1 平成14年７月

㈲出雲西レミコン 島根県簸川郡多伎町大字久村1600 平成14年７月

国見生コンクリート㈱ 福島県伊達町国見町大字藤田字天上田10-1 平成14年８月

㈲有山商店 埼玉県和光市下新倉1728 平成14年８月

(合)谷口商店 東京都豊島区西池袋4-19-13 平成14年９月

日興レミコン㈱ 東京都小平市小川東町5-13-8 平成14年10月

㈲柴田生コン 兵庫県姫路市実法寺五反田57-1 平成14年11月

㈲轟商会 長野県長野市大豆島本郷前6665-4 平成14年11月

㈱岡部 富山県砺波郡平村見座字下向口209 平成14年11月
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中部小野田レミコン㈱
(現:中部共同生コン) 鳥取県倉吉市鴨川町12-1 平成14年11月

かねい生コン 栃木県今市市明神215-3 平成14年11月

江刺生コンクリート工業㈱ 岩手県江刺市玉里字柳沢70 平成14年12月

甲陽産業㈱ 大月生コン 山梨県大月市七保町葛野858 平成15年１月

日本鋼弦ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱滋賀工場 滋賀県甲賀郡甲西町岩根字焼尾136-4 平成15年２月

内山北総レミコン㈱ 千葉県印旛郡栄町西字西耕地650-6 平成15年３月

㈱丸新生コン 栃木県下都賀郡藤岡町藤田1113 平成15年３月

串橋建材㈱ 埼玉県上尾市畔吉1351 平成15年４月

東海三谷生コン㈱  裾野生コン 静岡県裾野市水窪38-1 平成15年４月

秋田土建㈱米内沢工場 秋田県秋田郡森吉町米内沢字柳田358 平成15年４月

愛知金物建材㈱ 東京都町田市木曽町2464 平成15年４月

後藤工建㈱  大原工場 岩手県東磐井郡大東町大原字杉ヶ崎26-1 平成15年５月

太平洋ﾚﾐｺﾝ㈱  羅臼工場 北海道目梨郡羅臼町知昭町25番地 平成15年６月

トヨタウッデューホーム㈱ 栃木県宇都宮市駒生2-10-28 平成15年８月

宮城カイハツ㈱阿武隈工場 宮城県亘理町逢隈中泉字水塚7-2 平成15年８月

近藤コンクリート工業㈱ 福井県坂井郡丸岡町南横地20-4-16 平成15年８月

古郡生コン㈱ 埼玉県深谷市東大沼12 平成15年９月

中島商事㈲ 東京都品川区西中延2-1-21 平成15年９月

㈲東所沢建材 埼玉県所沢市大字城974-2 平成15年10月

旭光コンクリート工業㈱ 大阪府南河内郡河南町東山725-1 平成15年12月

佐賀大学理工学部都市工学科 佐賀県佐賀市本庄１番地 平成15年12月

㈱四日市菱光  四日市工場 三重県四日市市治田3-5-40 平成16年１月

㈱光和 大阪府八尾市上之島町北6-15 平成16年３月

㈲玉井建材店 工場 東京都練馬区上石神井3-1-11 平成16年４月

佐鴻興業㈱ 大阪府大正区4丁目12 なみはや企業団地 平成16年６月

信州生コン㈱大橋工場 長野県長野市大橋南1-1 平成16年10月

㈲渋谷建材 埼玉県川越市鴨田3440-1 平成16年11月

大澤建材㈲ 東京都日野市平山6-10-7 平成16年11月

㈲桜井建材 群馬県邑楽郡邑楽町狸塚181 平成17年１月

一関レミコン㈱ 岩手県一関市真柴字岩の沢64-1 平成17年３月
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㈱トクヤマセメント建材研究所 山口県周南市渚町4900-4 平成17年３月

㈲共同生コン 高知県高岡郡梼原町太郎川3543 平成17年４月

㈲村越商店 東京都小金井市本町6-1-3 平成17年５月

鈴木コンクリート工業㈱ 東京都板橋区船渡1-4-11 平成17年５月

喜入生コン㈱ 鹿児島県鹿児島市喜入町中名3-4 平成17年７月

石川生コン㈱ 東京都葛飾区高砂2-3-5 平成17年７月

㈱ホクエツ宮城 大和工場 宮城県黒川郡大和町鶴巣大平字谷津沢2-18-57 平成17年７月

五一建材㈱ 大阪府東大阪市岸田堂西2丁目2-14 平成17年７月

県央アサノコンクリート㈱ 群馬県北群馬郡吉岡町大字大久保595 平成17年８月

宮松SOC㈱ 東京都大田区城南島2-6-3 平成17年８月

寝屋川コンクリート㈱ 大阪府寝屋川市池田2-11-62 平成17年８月

㈱ホクエツ工業穴水工場 石川県鳳珠郡穴水町川尻一 平成17年12月

㈱ホクエツ石川小松工場 石川県小松市五国寺町東谷20 平成17年12月

㈱ホクエツ石川高松工場 石川県かほく市若緑ラ-1 平成17年12月

㈱ホクエツ富山婦中工場 富山県富山市婦中町上井沢359-1 平成17年12月

㈱ホクエツ長野武石工場 長野県小県郡武石村大字下武石字毛勝237-4 平成17年12月

㈱ホクエツ長野篠ノ井工場 長野県長野市篠ノ井塩崎228-1 平成17年12月

㈱ホクエツ新潟板倉工場 新潟県上越市板倉区稲増字下川原200-70 平成17年12月

㈱ホクエツ新潟直江津工場 新潟県上越市黒井2558 平成17年12月

㈱ホクエツ新潟与坂工場 新潟県三島郡与坂町大字本与坂荻岩井78 平成17年12月

㈱ホクエツ福島本宮工場 福島県安達郡本宮町字近江内10 平成17年12月

㈱ホクエツ宮城南方工場 宮城県登米市南方町実沢45-1 平成17年12月

㈱ホクエツ岩手花巻工場 岩手県花巻市北湯口第2地割1-7 平成17年12月

㈱ホクエツ秋田秋田工場 秋田県秋田市河辺戸島字野田158 平成17年12月

㈱ホクエツ秋田大館工場 秋田県大館市二井田字前田野37-1 平成17年12月

㈱ホクエツ青森上北工場 青森県上北郡東北町大字大浦字南家裏14-29 平成17年12月

㈱ホクエツ青森川部工場 青森県南津軽郡田舎館村大字川部字富岡110 平成17年12月

㈱ホクエツ青森八戸工場 青森県上北郡下田町字向川原38-2 平成17年12月

㈱ホクエツ青森弘前工場 青森県弘前市大字浜の町西1-6-1 平成17年12月

㈱ホクエツ富山福光工場 富山県砺波市岩木18 平成17年12月

㈱ホクエツ福島白沢工場 福島県安達郡白沢村糠沢字水上356-2 平成17年12月
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㈱ホクエツ青森五所川原工場 青森県五所川原市大字高瀬字雲雀野11-1 平成17年12月

ヒカリコンクリート㈱ 岡山県岡山市長岡4-4 平成17年12月

サンヨー宇部㈱秋穂工場 山口県山口市秋穂東字青江北浜3475-2 平成18年３月

宮島産業㈲ 長野県上水内郡鬼無里村大字日影6808-1 平成18年５月

㈱ホクエツ新潟六日市工場 新潟県南魚沼郡新掘新田629-320 平成18年６月

藤田建材㈱ 埼玉県越谷市増林城之上5776 平成18年７月

太田生コンクリート工業㈱ 群馬県太田市竜舞白金町1234 平成18年８月

三協生コン㈱ 三重県四日市市南小松大字道山108 平成18年８月

㈱四日市菱光 四日市工場 三重県四日市市大冶田3-5-40 平成18年９月

共栄生コン㈱ 長野県飯山市野坂田1162 平成18年９月

㈱ホクエツ石川美川第二工場 石川県白山市鹿島町ぬ72 平成18年10月

㈲本道商店 長野県岡谷市湖畔1-11-4 平成18年10月

二上建材㈱ 埼玉県所沢市新新井町1464-4 平成18年10月

㈲平野工業 茨城県行方市玉造甲6523-2 平成18年11月

㈱オーシャン平野工場 大阪府大阪市平野区平野馬場1-3-4 平成18年12月

小崎工業㈱ 埼玉県飯能市岩沢1122-2 平成18年12月

㈱吉田レミコン 仙台工場 宮城県黒川郡大和町鶴巣幕柳字宇津野2 平成19年２月

㈱川端建材 東京都世田谷区桜丘3-28-3 平成19年４月

㈱ホクエツ秋田大曲工場 秋田県大仙市神宮寺字鶴ヶ沢出口51-1 平成19年４月

土方建材㈱ 東京都日野市南平1-36-4 平成19年５月

竹花工業㈱駒ヶ根支店生コン工場 長野県駒ヶ根市中沢12175 平成19年５月

㈱西日本生コンクリート工業 広島県広島市安佐北区可部南2-21-6 平成19年５月

㈱ホリウチ堀内生コンクリート工場 長野県長野市大字北長池字丸島238-3 平成19年５月

両岩コンクリート㈱ 埼玉県秩父郡両神村字薄2306 平成19年７月

奥羽生コンクリート㈱花北工場 岩手県北上市村崎野22-161 平成19年８月

㈱ＫＲＵ 大阪府南河内郡河南町東山726-1 平成19年８月

宝産商㈱生コン工場 長野県茅野市金沢なぎ下72 平成19年９月

奥羽生コンクリート㈱水沢工場 岩手県奥州市水沢区水沢工業団地3-35 平成19年９月

㈲ヤマセ砂利 三重県いなべ市大安町梅戸249 平成19年11月

西部生コン㈱ 栃木県日光市町谷747 平成19年12月

㈲吉田建材産業 静岡県磐田市西貝塚67-1 平成19年12月
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㈱ホクエツ宮城 蔵王工場 宮城県刈田郡蔵王町宮字篤司169 平成20年３月

クマコン熊谷㈱　熊谷工場 埼玉県熊谷市田島16 平成20年３月

㈲丸一建材 愛知県名古屋市港区小賀須2-1401-1 平成20年４月

㈱ホクエツ信越　朝日工場 長野県東筑摩郡朝日村大字西洗馬1103-3 平成20年４月

㈱高田重建 富山県小矢部市柳原55 平成20年４月

㈲時田建材 埼玉県さいたま市岩槻区笹久保新田579 平成20年４月

豊川興業㈱ 埼玉県川口市東領家5-9-8 平成20年７月

川越生コン㈱ 埼玉県狭山市新狭山1-1-4 平成20年９月

㈱水谷建材 愛知県名古屋市守山区藪田805 平成21年３月

㈲飯能生コン工業本社工場 埼玉県飯能市芦刈場480-3 平成21年４月

東和レミコン㈱ 三重県四日市市山之一色町1528-1 平成21年４月

㈲飯能生コン工業越生工場 埼玉県入間郡越生町大谷渋沢568-1 平成21年５月

㈲山本工業 福岡県田川郡福智町弁城4187-3 平成21年５月

㈱ウエムラ本社工場 栃木県那須塩原市金沢209-1 平成21年６月

㈱丸東製作所 東京都江東区白川2-15-4 平成21年７月

中国菱光㈱防府営業所 山口県防府市関出西町23-10 平成21年９月

㈱エスシー産業 大阪府堺市美原区丹上330-5 平成21年９月

㈲有山商店 埼玉県和光市丸山台2-21-5 平成21年９月

西部生コン㈱日光工場 栃木県日光市戸野50-1 平成21年10月

㈱大山生コン 鳥取県西伯郡大山町高田1248 平成21年11月

㈱ジェイテック 東京都港区浜松町1-9-10ﾀﾞｳﾞｨﾝﾁ浜松町8F 平成21年12月

㈲青戸建材店 神奈川県川崎市麻生区下麻生2-33-6 平成22年１月

仙台中央生コン㈱本社工場 宮城県仙台市太白区中田町宇後河原1番地 平成22年７月

㈲三協商事 大阪府大阪市西区北堀江1-17-21 平成22年７月

山宗化学㈱仙台営業所 宮城県仙台市青葉区宮町3-9-27ﾚｿﾞﾝﾃﾞｰﾄﾙ3F 平成22年９月

信州生コン㈱更埴工場 長野県千曲市大字新田931 平成22年９月

㈱技研 青森県上北郡六戸町大字古吉田字赤田15-1 平成22年11月

㈱イズコン広島第一工場 広島県世羅郡世羅町山中福田944 平成22年12月

日本海生コン㈱ 秋田県にかほ市象潟町関字西大坂1－56 平成23年１月

細谷コンクリート工業㈱ 東京都葛飾区水元4-2-15 平成23年２月

㈱ユニテック 東京都足立区古千谷本町1-5-1 平成23年２月
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藤村ヒューム管㈱館林工場 群馬県館林市近藤町178 平成23年５月

日本土石工業㈱生ｺﾝｸﾘｰﾄ部 三重県松坂市朝日町字川中1011 平成23年５月
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群馬アサノコンクリート㈱花輪工場 群馬県みどり市東町荻原368 平成23年６月

掘川建材工業㈱ 東京都江東区若洲5 平成23年７月

八日市場宇部生ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱ 千葉県匝瑳市上谷中2215-9 平成23年10月

㈱中央生コン 鳥取県米子市和田町2214-7 平成23年12月

信州生コン㈱豊野工場 長野県長野市豊野町浅野2075 平成23年12月

ヤスミ生コン㈱ 千葉県君津市吉野300 平成24年１月

㈱ヤマウ福岡工場 福岡県福岡市早良区東入部5-15-6 平成24年２月

㈱丸栄創造福島工場 福島県東白川郡棚倉上台88-1 平成24年３月

羅臼共同生コン㈱ 北海道目梨郡羅臼町知昭町25-2 平成24年３月

双葉住コン㈱フクスミ工場 福島県双葉郡楢葉町井出字木屋ノ下40 平成24年４月

㈱林長生コンクリート工場 千葉県香取郡東庄町笹川い6659 平成24年５月

丸宮コンクリート工業㈱ 宮城県登米市豊里町笑沢153 平成24年10月

竹花工業㈱生コン事業部 長野県小諸市狐穴1816 平成24年10月

岩国コンクリート㈱ 山口県岩国市多田3-101-1 平成24年11月

三瓶生コン㈱ 島根県大田市久利町行恒106 平成25年１月

㈱吉田レミコン八戸工場 青森県八戸市大字河原木字浜名谷地76-248 平成25年１月

㈱吉川工務店大桑生コン工場 長野県木曾郡大桑村須原10 平成25年２月

北陸白山生コンクリート㈱ 石川県能美市粟生町ハ27 平成25年３月

山本コンクリート工業㈱ 茨城県笠間市橋爪339 平成25年３月

双葉日立生コン㈱ 福島県いわき市小名浜金成字町田445 平成25年３月

岡本土石工業㈱生コンクリート部 三重県四日市市南小松町大字道山108 平成25年３月

こもの生コン㈱ 三重県三重郡菰野町大字永井3087 平成25年６月

㈲大貫商店 埼玉県さいたま市大宮区大成町670-1 平成25年６月

西方コンクリート工業 茨城県那珂市本米崎2368-7 平成25年７月

林建材㈱ 三重県鈴鹿市飯野寺家町66-1 平成25年７月

㈱ホクエツ信越　長野工場 長野県長野市篠ノ井塩崎228-1 平成25年10月

郡山太平洋生コン㈱ 福島県郡山市喜久田町下尾池20-1 平成25年10月

㈱藤川商店 神奈川県厚木市旭町4-10-19 平成25年10月

第一生コンクリート㈱ 長野県松本市笹賀5652-15 平成25年12月



№16

㈲古川コンクリート工業所 千葉県山武郡横芝光町横芝995-18 平成27年11月

多和コンクリート㈱ 香川県さぬき市造田野間田858-1 平成27年５月

広川商事㈱ 徳島県美馬市脇町猪尻建神社下南149 平成27年５月

中井生コン㈱ 神奈川県足柄上郡中井町遠藤144 平成27年６月

㈱吉田レミコン南部工場 岩手県九戸郡洋野町種市第39地割8-38 平成27年６月

中川ヒューム管工業㈱郡山工場 福島県郡山市安積町笹川字境橋43 平成27年６月

㈱東京テクノ 東京都野田市小野路町3343 平成27年７月

㈱土木試験機製作所 大阪府大阪市城東区新喜多1-7-2 平成27年１月

東名太平洋生コン㈱ 愛知県愛知郡東郷町大字春木字南切山127 平成27年２月

開盛コンクリート㈱ 北海道標津郡中標津町緑ヶ丘12－3 平成27年３月

北勢レミコン㈱ 三重県いなべ市北勢町阿下喜3436 平成27年３月

上士幌生コンクリート㈱ 北海道河東郡上士幌町字士幌東2線217 平成27年５月

㈲四国試験機 愛媛県松山市朝生田町7丁目14-45 平成27年５月

㈲飯能生コン工業　日高工場 埼玉県日高市鹿山324-1 平成25年12月

㈱松倉建材店 神奈川県相模原市南区古淵3-16-10 平成26年１月

上州生コン㈱　館林工場 群馬県館林市近藤町711-2 平成26年２月

㈱オーシャン　木津川工場 大阪府大阪市西成区津守1-14-34 平成26年３月

顧　　客　　名 住 　　           所 初回導入年月

石川屋建材㈱ 愛知県清須市清洲弁天113 平成26年３月

㈱カイハツ生コン　気仙沼工場 宮城県気仙沼市切通168-1 平成26年３月

根本興産㈱郡山常磐生コン 福島県須賀川市滑川字関ノ上11 平成26年４月

三協生コン㈱　高田工場 富山県小矢部市柳原55 平成26年12月

根本興産㈱四倉常磐生コン 福島県いわき市四倉町芳ノ沢1-59 平成26年４月

ヤマヨセメント㈱　甲府工場 山梨県中央市中楯1243-2 平成26年４月

㈱小島商店　生コン部 神奈川県厚木市金田896-1 平成26年７月

岸コンクリート㈱ 群馬県太田市六千石町55-1 平成26年７月

㈱エス･ティーテック 福岡県糟屋郡粕屋町原町2-2-1 平成26年８月

吉田セメント工業㈱　須賀川工場 福島県須賀川市大字森宿字前川原68 平成26年10月


