
1  山田 巌 073-0159  北海道砂川市吉野二条北三丁目1-1  0125-52-2108

2  山下 裕久 071-8113  北海道旭川市東鷹栖東3条4丁目2163番地  0166-57-2011

3  澤田 満 003-0802  北海道札幌市白石区菊水2条3丁目1番34号  011-821-1404

4  新田 大介 066-0077  北海道千歳市上長部1125-2 市営第三工業団地  0123-24-1171

5 山形  工藤 亮輔 999-3511  山形県西村山郡河北町谷地字真木348  0237-73-2551

6 青森  中村 稔彦 039-1161  青森県八戸市大字河原木字長円坊堀56-1  0178-28-2231

7 福島  舟田 詔光 975-0034  福島県南相馬市原町区上渋佐字原田141  0244-22-0606

8  富沢 茂隆 370-0873  群馬県高崎市下豊岡町519-2  027-322-6070

9  掘 弘司 379-2106  群馬県前橋市荒子町1601  027-268-2405

10  永井 明 377-0203  群馬県渋川市吹屋1093-4  0279-24-3131

11  襟川 仁志 370-0721  群馬県邑楽郡千代田町大字木崎346  0276-86-3135

12  森田 俊哉 371-0005  群馬県前橋市堀之下町441-1  027-261-3192

13  岩下 信吾 328-0202  栃木県栃木市大久保町17番地1  0282-31-1150

14  佐藤 　廣 329-1326  栃木県さくら市向河原4198  028-682-5358

15  冨山 一郎 308-0052  茨城県筑西市菅谷1624  0296-24-4567

16  小河原 隆次 310-0852  茨城県水戸市笠原町1783-1  029-292-2618

17  武井 厚 315-0018  茨城県石岡市若松一丁目3-26  0299-24-5200

18  日下 銹二 330-0842  埼玉県さいたま市大宮区浅間町2-1-1  048-623-9001

19  宍戸 啓昭 347-0042  埼玉県加須市志多見1915番地  0480-61-2127

20  斉藤 寿夫 283-0104  千葉県山武郡九十九里町片貝4025  0475-76-3331

21  池田 喜美夫 260-8666  千葉県千葉市中央区市場町3-1  043-221-7001

22 東京  藤原 平明 187-0045  東京都小平市学園西町3-28-11  042-345-1234

23 神奈川  岡村 清孝 210-0852  神奈川県川崎市川崎区鋼管通4-5-3  044-344-5441

24  諸橋 通夫 951-8133  新潟県新潟市中央区川岸町3丁目17-22  025-233-4132

25  安達 正典 940-2146  新潟県長岡市大積町1丁目字砂坂411  025-847-1111

26 長野  高見澤 秀茂 381-0211  長野県上高井郡小布施町雁田1262-13  026-247-5711

27 静岡  土屋 雄三 410-2322  静岡県伊豆の国市吉田120-1  0558-76-1329

28  矢野 明正 470-0354  愛知県豊田市田籾町広久手614－184  0565-43-3700

29  杉浦 豊紀 446-0053  愛知県安城市高棚町土井ノ内41  0566-92-1138

30  川中 洋太郎 460-0022  愛知県名古屋市中区金山5-14-2  052-882-6291

31  石川 重規 458-0035  愛知県名古屋市緑区曽根2丁目388番  052-624-9374

32  大嶽 利彰 505-0016  岐阜県美濃加茂市牧野1962-2  0574-26-1291

33  長谷部 貴司 501-3956  岐阜県関市保明字柳上1285  0575-28-2236

34  南川 洋士雄 510-0102  三重県四日市市楠町吉崎1  059-397-3171

35  中川 治 515-0005  三重県松阪市鎌田町253-5 中川ﾋﾞﾙ3F  0598-51-0211

36  石田 昭三 498-0823  三重県桑名郡木曽岬町大字和富7-3  0567-68-6811

37 大阪  安土 又也 5320003  大阪府淀川区宮原2丁目1番17号  06-6396-5001

38  竹内 宏志 675-2234  兵庫県加西市大村町425  0790-48-2661

39 　山陰ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱  中村 徹 667-0021  兵庫県養父市八鹿町八鹿1881-1  079-662-3322

2019.06.01

住所〒 TEL

　　　　　  全国防草ブロック工業会　会員企業名簿

代表者会社名

北海道 北海道

地域
都道
府県

　北陵GRC工業㈱

　山田産業㈱

千葉

　三洋ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱

　千葉窯業㈱

　㈱共和飯塚
栃木

　新生興産㈱

　松阪興産㈱

兵庫

近畿

　中栄ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱

　ﾄｷﾜｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱

　太陽ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱

　ﾔﾏｹｲﾌﾞﾚｺﾝ㈱

　㈱赤城商会

　富山ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱

群馬

埼玉

　㈱武井工業所

　小河原ｾﾒﾝﾄ工業㈱

　㈱ｴｺﾑ

　ｶｲｴｰ共和ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱

　柳沢ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱

愛知

　大有ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱

　岡村建興㈱

　豊国ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱

　㈱安達ｺﾝｸﾘｰﾄ工業

　㈱ｱﾄﾞｳﾞｧﾝｽ

　防草研究会

　㈱高見澤

　矢野ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱

　土屋建材㈱

　㈱丸治ｺﾝｸﾘｰﾄ工業所

　ｿｲﾙ工業㈱

関東

茨城

　㈱旭ﾀﾞﾝｹ

　東陽上村ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ㈱

北陸
・

中部

　石田鉄工㈱

1

　工藤ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱

　㈱坂内ｾﾒﾝﾄ工業所

東北

三重

　平和ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱

　ｶﾈﾔｽ建材工業㈱

岐阜

新潟

　ｶｻｲｺﾝｸﾘｰﾄ㈱

　協和ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱



40 鳥取  花村 進治 689-3305  鳥取県西伯郡大山町神原113-4  0859-53-4511

41  福田 康伴 693-0011  島根県出雲市大津町1778-1  0853-23-2633

42  加藤 勇 699-0102  島根県松江市東出雲町下意東2384-2  0852-52-6112

43 広島  後藤 茂行 727-0003  広島県庄原市是松町5370-2 庄原ﾌﾞﾛｯｸ工場  0824-72-3139

44 香川  石川 利勝 769-1614  香川県観音寺市大野原町萩原2649  0875-54-5611

45 徳島  樫原 聖二 771-1621  徳島県阿波市市場町尾開字八坂62-1  0883-36-5275

46 高知  結城 俊二 785-0161  高知県須崎市浦ノ内西分字菅の浜69-3  0889-49-0109

47 愛媛  菊野 先一 790-0067  愛媛県松山市大手町一丁目8番地8  089-941-2110

48 福岡  下村　 人 802-0044  福岡県北九州市小倉北区熊本1丁目3-9  093-941-7872

49 沖縄  又吉 安弘 901-2223  沖縄県宜野湾市大山7丁目3-16  098-898-7785

50 福島  遠藤 正成 963-0531  福島県郡山市日和田町高倉字藤坦1-2  024-958-4748

51  山本 康平 921-8002  石川県金沢市玉鉾4丁目24  076-291-7511

52  辻 二夫 920-0348  石川県金沢市松村6丁目132  0562-83-3880

53 愛知  今津 昭 470-2105  愛知県知多郡東浦町大字藤江字ﾔﾝﾁｬ28-1  0562-83-3880

54 三重  塩原 祥隆 510-0201  三重県鈴鹿市稲生町池之下7990-6  059-384-6256

55  廣橋 敏章 582-0001  大阪府柏原市本郷3丁目784番地  072-971-5144

56  寺阪 剛 573-0102  大阪府枚方市長尾家具町3丁目4-3  072-855-1039

57  中尾 拓司 571-0017  大阪府門真市四宮3丁目10－34  072-885-5433

58 福岡  中野 義房 808-0109  福岡県北九州市若松区南二島2丁目11-5  093-791-4987

59 佐賀  森山 佳治 841-0048  佐賀県鳥栖市藤木町字若桜9-10  0942-82-9522

 理事長名  TEL (事務局)

 事務長名  携帯(局長)

 舟田 詔光  0287-39-2355

 松本 博之  080-2807-6562

 富沢 茂隆  027-322-6070

 桐山 裕次  090-7198-3913

 小河原 隆次  029-292-2618

 小泉 篤也  090-4613-6119

 矢野 明正  0565-43-3700

 岩田 憲明  090-1629-0526

 石川 利勝  0875-54-5611

 飛鷹 政亘  090-4335-0075

 又吉 安弘  098-898-7785

 岩田 憲明 470-0354
 愛知県豊田市田籾町広久手614－184
 矢野コンクリート工業㈱内

 0565-43-3700

1 会長  矢野 明正 470-0354  愛知県豊田市田籾町広久手614－184  0565-43-3700

2 副会長  日下 銹二 330-0842  埼玉県さいたま市大宮区浅間町2-1-1  048-623-9001

3 理事  舟田 詔光 975-0034  福島県南相馬市原町区上渋佐字原田141  0244-22-0606

4 理事  南川 洋士雄 510-0102  三重県四日市市楠町吉崎1  059-397-3171

5 理事  福田 康伴 693-0011  島根県出雲市大津町1778-1  0853-23-2633

6 監事  藤原 平明 187-0045  東京都小平市学園西町3-28-11  042-345-1234

7 監事  川中 洋太郎 460-0022  名古屋市中区金山5-14-2  052-882-6291

8 会計  江森 正 470-0354  愛知県豊田市田籾町広久手614－184  0565-43-3700

9 顧問  石川 重規 458-0035  名古屋市緑区鳴海町字宿地41 ﾏｲｱみどりA-2B  052-624-9374

　㈱ｲｽﾞｺﾝ

　防草研究会

　和光産業㈱

　㈱後藤商店

　㈱ﾎｸｺﾝ

中国 島根

大阪

全国防草ブロック工業会　支部

住所 TEL

　松井建材㈲

四国

6

3

1

2

東海

群馬

沖縄

　GWBA
　群馬県防草ブロック工業会

　jWBT
　全国防草ブロック工業会東海支部

　RWBA
　沖縄県防草ブロック工業会

　柳沢ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱

　㈱坂内ｾﾒﾝﾄ工業所

　平和ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱

2

4

茨城

 沖縄県宜野湾市大山7丁目3-16
 沖縄県コンクリート二次製品協同組合内

理
事
会

901-2223

5

　㈱大地

　ﾄｰｴｲ㈱

　㈱北斗型枠製作所

　全国防草ブロック工業会　事務局

　豊国ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱

　矢野ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱

　矢野ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱

 愛知県豊田市田籾町広久手614－184
 矢野コンクリート工業㈱内

 群馬県高崎市下豊岡町519-2
 太陽コンクリート工業㈱内

370-0873

四国
　SWCA
　全国防草ブロック工業会四国支部

769-1614
 香川県観音寺市大野原町萩原2649
 ㈱カンケン内

　大有ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱

〒

470-0354

　共和ｺﾞﾑ㈱

栃木
　TWBA
　栃木県防草ブロック工業会

　㈲中野工業所

　日本ﾜｲﾄﾞｸﾛｽ㈱

　㈱ﾎｰｼﾝ

　㈱三秀

　沖縄県ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品(協)

九州
・

沖縄

　IWBA
　茨城県防草ブロック工業会

310-0852

　㈱ｶｼﾊﾗ

　㈱ｶﾝｹﾝ

地域 〒支部名

　㈱ﾌｫｰﾃｯｸ
石川

　森山工業㈱

賛
助
会
員

　㈱ｲｽﾞｺﾝ

事務局所在地

 茨城県水戸市笠原町1783-1
 小河原セメント工業㈱内

地域
都道
府県

会社名

　㈱ｷｸﾉ

　下村ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱

 栃木県那須塩原市緑1-13-117
 坂内セメント工業所 北関東営業所内

329-2713

代表者

祏 


