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アクセス

商　号 大同建材産業株式会社

会社概要

本　社

代　表

業務部

営業部

FAX

営業所

〒104-0061
東京都中央区銀座2丁目3番6号　
銀座並木通りビル8階

03-6634-3800

03-6634-3801

03-6634-3802

資本金 1,500万円

03-6634-3809

設立年月日 1950年9月21日

従業員数 24名

代表者 代表取締役社長　青木　俊宏

営業品目

(1)セメント及びセメント加工品の販売
(2)建築材料の販売
(3)地盤改良材の販売
(4)輸送用・土木建築用機械器具部品、セメント二次製品用、及び電気機器、公害防止機器の販売
(5)石油製品の販売
(6)建物及び構造物の設計、設計管理、建築施工及び工事監理
(7)輸送請負業及び倉庫業

有資格者 一級建築士1名・ｺﾝｸﾘｰﾄ診断士1名・ｺﾝｸﾘｰﾄ主任技士1名・ｺﾝｸﾘｰﾄ技士7名

許可番号 とび・土工、タイル・れんが・ブロック工事業　東京都知事　許可（般-30）第108685号

船橋支店
〒273-0024　千葉県船橋市海神町南1-1599
TEL：047-431-9691　FAX：047-434-0996
吉原営業所
〒417-0072　静岡県富士市浅間上町15-36
TEL：0545-52-5237　FAX：0545-52-5012

〒104-0061
東京都中央区銀座2丁目3番6号　
　銀座並木通りビル8階 
電話：03-6634-3800(代表)
FAX：03-6634-3809
最寄駅；
東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」駅徒歩3分
東京メトロ銀座線、日比谷線、丸ノ内線「銀座」駅徒歩5分
JR線「有楽町」駅徒歩6分

8階大同建材産業



大同建材産業が提供する商品

大同建材産業は、高品質のセメント・生コン販売を中心に、
グループ各社の中核としてセーフティ・サプライネットワークを推進しています。

日本の建設産業は、社会資本の担い手として、経済社会において重要な役割をはたしております。
建設関連業界、資材業界などを含めて裾野の広い基幹産業です。その中でセメント・生コンの販売は、
建設関連の基礎資材として大きな役割を担っています。

大同建材産業とグループ各社は、企業連携、協業化の促進により、少しでも強い経営基盤の企業体を
目指してまいりました。大同建材産業は、1950年9月に設立し、小野田セメントの特約販売店として
スタートしました。以来、9カ所の生コン工場を傘下に持ち、メーカ的体質の特異なセメント商社として、
現在に至っております。セメント・生コンなどのセメント関連商品の販売は、ユーザーとの受注契約により、
建設現場へ納入。そのため、グループ各社と資本関係を強化し、近代的で効率的なセーフティ・サプライ・
ネットワークを構築しております。

また、生コン工場向けのセメント販売のほかに、工事用セメントの販売など、多岐にわたる
グループ会社との業務ネットワークを強化し、ユーザーニーズに応えています。

これからも私たちは、建設業界のフィールドの中で、高品質の製品、納期の厳守、安全管理を徹底し、
長期の信頼を築いてまいります。

生コンクリート
関東地区を中心に、各生コンクリート協同組合の販売店として登録をし、幅広くユーザーのニーズに
応えられる体制を整え、生コンクリートの販売を行なっております。
又、首都圏に9カ所の生コン工場を傘下に置き、ジャストインタイムの納入を実施。
どこの現場でも安定供給が行える体制を整備しています。

セメント
高品質の生コン工場向けセメントの他、建設現場などの工事用セメントを効率的に供給しています。

二次製品
コンクリートパイル、固化材、混和剤など多数のセメント二次製品を取り扱っています。

事業紹介



グループ構成図

星和
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船橋レミコン株式会社

3つの工場で千葉県下の広域供給エリアを相互支援体制で応えています。
第一工場 第二工場 北千葉工場

第一工場 第二工場 北千葉工場

バッチャープラント

計量設備

骨材貯蔵設備

セメント貯蔵設備
生産能力

試験設備

日本産業規格

37条単独認定
(高強度コンクリート)

加盟協同組合

日工(株)製 DASH HYPER
ニ軸強制 容量 3,000リットル

日工(株)製　コンピューター制御方式
貯蔵ビン、セメント4、骨材6、混和剤7

コンクリートサイロ13区画 7,000t

t07+t08 ： t07 ： t05＋t051 ： t005

90バッチ/時（4.25m³積載で191m³/時）
骨材試験設備一式
コンクリート試験設備一式
アムスラー型圧縮試験機（1,000KN、2,000KN）
恒温養生水槽

日本産業規格適合性
認証番号：TC 03 07 027
普通コンクリート
舗装コンクリート
軽量コンクリート
高強度コンクリート

認定番号　MCON2356
普通：46～69N/mm²
中庸熱：46～73N/mm²
低熱：46～75N/mm²
千葉西部生コンクリート協同組合/千葉中央生コンクリート協同組合/千葉北部生コンクリート協同組合/
千葉県北総生コンクリート協同組合/東京地区生コンクリート協同組合

日工（株）製 DSF-330
ニ軸強制 容量 3,000リットル
 

パシフィックシステム(株) 製
コンピューター制御方式 PAT-8200
貯蔵ビン、セメント4、骨材7、混和剤8
コルゲートサイロ6基 4,000t
ストックヤード2区画 150t

t05 + t001 ： t052 ： t003
75バッチ/時（4.25m³積載で150m³/時）

骨材試験設備一式
コンクリート試験設備一式
アムスラー型圧縮試験機（2,000KN）
恒温養生水槽

日本産業規格適合性
認証番号：TC 03 07 028
普通コンクリート
舗装コンクリート
軽量コンクリート
高強度コンクリート
認定番号 MCON2354
普通：46～69N/mm²
中庸熱：46～73N/mm²
低熱：46～75N/mm²

パシフィックシステム(株) 製
コンピューター制御方式
貯蔵ビン、セメント6、骨材7、混和剤9
コルゲートサイロ5基 3,200t
ストックヤード3区画 100m³

t04 + t06 ： t03 ： t051
90バッチ/時 (4.25m³積載で191m³/時)

骨材試験設備一式
コンクリート試験設備一式
アムスラー型圧縮試験機(1,000KN、2,000KN)
恒温養生水槽

日本産業規格適合性
認証番号：TC 03 07 035
普通コンクリート
舗装コンクリート
軽量コンクリート
高強度コンクリート

認定番号 MCON2355
普通：47～68Ｎ/mm²
中庸熱：46～69/mm²
低熱：46～60N/mm²

セメント
砕石（石灰）
砕砂（石灰）
細目砂
軽量骨材

太平洋セメント（株）
山口県美祢産⇔栃木県佐野市産
栃木県佐野市産
千葉県市原産
日本メサライト工業（株）

太平洋セメント（株）
栃木県佐野市産
栃木県佐野市産
千葉県市原市万田野産
日本メサライト工業（株）

太平洋セメント（株）
栃木県佐野市産
栃木県佐野市産
千葉県市原市万田野産
日本メサライト工業（株）

設備概要

使用原材料

運搬設備（3工場共用）※下記車両以外に必要時稼動車有

トラックアジテータ
大型ローリー車

バッチャープラント
計量設備
生産能力

大型車（10t） 3工場 計55台　　　全車輌移動無線機搭載
6台

星和工業(株)製　　ミキサー東邦地下工機(株)製　　500リットル×4基
キンキスケール(株)製　　デジタル表示シーケンサコントロール式

毎時15m³、月産3,000m³

第二工場：セルフレベリングプラント(生SL)・日鉄高炉セメント（株）エスレベル

日工(株)製 DASH HYPER
ニ軸強制 容量 3,000リットル



溝口瀬谷レミコン株式会社

東京・神奈川・静岡の各エリアを分担し、大型プラントで安定供給を図っています。
溝ノ口レミコン工場 瀬谷レミコン工場 吉原レミコン工場

設備概要

溝ノ口レミコン工場第一プラント 溝ノ口レミコン工場第二プラント 瀬谷レミコン工場 吉原レミコン工場

バッチャープラント

操作装置

骨材貯蔵設備

セメント貯蔵設備

混和剤貯蔵設備

試験設備

冷却(プレクーリング)設備

排水処理設備

最大生産能力
37条単独認定
(高強度コンクリート)

日本産業規格

加盟協同組合

トラックアジテータ

セメント

骨材

バッチャープラント

計量設備

生産能力

光洋機械産業（株）製 KYC･H3250
二軸強制撹拌式ミキサー
3,350リットル

光洋機械産業(株) 製　LIBRAα
マイクロコンピューター自動制御装置

（コンクリートサイロ方式）
7区画 4,000t砕石20mm、砂、
人工軽量砂、人工軽量砂利
400t 1基（普通セメント）
150t 1基（高炉セメント）B種
150t 1基（普通セメント）
150t 1基（中庸熱セメント）
100t 1基（低熱セメント）
8,000リットル 1基
6,000リットル 5基
4,000リットル 1基
2,000リットル 2基
骨材試験設備一式
コンクリート試験設備一式
油圧式アムスラー 2,000KN耐圧試験機
恒温養生水槽

骨材回収・脱水処理施設一式
洗車設備一式

毎時 260m³

MCON-2622 Fc=39～80 N/mm²

日本産業規格適合性 認証番号 TC 03 07 274
普通コンクリート、軽量コンクリート、高強度コンクリート

玉川生コンクリート協同組合　東京地区生コンクリート協同組合

傾胴ドラム回転式大型車 10t 38台（全車輌移動無線機搭載）

太平洋 普通ポルトランドセメント　太平洋 早強ポルトランドセメント
太平洋 低熱ポルトランドセメント　太平洋 中庸熱ポルトランドセメント
太平洋 高炉セメントB種
粗骨材（東京都奥多摩産・秩父産）
細骨材（千葉県富津産・大分県津久見産）
人工軽量骨材（日本メサライト工業（株）製） 

光洋機械産業（株）製　ミキサー 鉱研工業（株）製 1,000リットル 2基

MEC製 マイクロコンピュータ制御

毎時20m³、月産4,000m³

日工(株) DASH-330C2-ITB
ダブル・スパイラルフロー強制二軸
3,300リットル

日工(株) スーパー・イッツ・ビー
マイクロコンピューター自動制御装置

（鋼板製(遮熱塗装)円筒型サイロ）
6区画 1,850t　砕石20mm、砂

(遮熱塗装)130t 1基（普通セメント）
70t 1基（高炉セメント）B種
130t 1基（中庸熱セメント）
70t 1基（低熱セメント）
50t 1基（混和材）

6,000リットル 6基
4,000リットル 2基

ターボ HITDチラー装置(循環式)

毎時 220m³

・MCON-1835 Fc=39～70 N/mm²

日工（株）製
二軸強制撹拌式ミキサー 3,330リットル
貯蔵ビン（セメント6 骨材7）

パシフィックシステム（株）製 PAT8200
マイクロコンピューター計量制御装置

（コルゲートサイロ方式）細骨材 3区画 
2,400t 粗骨材 3区画 2,400t人工軽量
骨材 2区画 700t
300t 1基（普通セメント）
200t 1基（高炉セメントB種）
150t 2基（普通・中庸熱セメント）
100t 2基（早強・低熱セメント）

8,000リットル 3基　6,000リットル 1基
4,000リットル 4基　1,000リットル 2基

骨材試験設備一式
コンクリート試験設備一式
油圧式アムスラー1,000KN・2,000KN
耐圧試験機
恒温養生水槽

骨材回収・脱水処理施設一式
洗車設備一式

毎時 200m³ 月産 26,000m³

MCON-2458 Fc=42～75N/㎟

日本産業規格適合性認証番号TC 03 07 275
普通コンクリート
軽量コンクリート・高強度コンクリート
神奈川生コンクリート協同組合　湘南生コンク
リート協同組合　玉川生コンクリート協同組合

傾胴ドラム回転式大型車 10t 25台
（全車輌移動無線機搭載）

太平洋 普通ポルトランドセメント
太平洋 早強ポルトランドセメント
太平洋 低熱ポルトランドセメント
太平洋 高炉セメントB種
太平洋 中庸熱ポルトランドセメント
粗骨材（東京都奥多摩産・埼玉県横瀬産）
細骨材（千葉県富津産・東京都青梅産）
人工軽量骨材（日本メサライト工業（株）製）

日工(株) 製
二軸強制撹拌式ミキサー 2,750リットル
貯蔵ビン（セメント3 骨材6 混和材1）

日工（株）製
全自動コンピューター方式

（コルゲートサイロ方式）細骨材 4区画　1,650t
（オープンヤード屋根付方式）特殊骨材 1区画 120t
（コンクリートサイロ方式）粗骨材3区画 2,000t

150t 2基（普通セメント・高炉セメント）
100t 1基（早強セメント）
50t 1基（特殊セメント）

5,000リットル 1基・4,500リットル 1基
4,000リットル 2基・3,500リットル 2基

骨材試験設備一式
コンクリート試験設備一式
油圧式アムスラー1,000KN耐圧試験機
恒温養生水槽

骨材回収・脱水処理施設一式
洗車設備一式

毎時 135m³ 月産 22,000m³

日本産業規格適合性　認証番号：TC 03 08 067
普通コンクリート　舗装コンクリート

静岡県富士生コンクリート協同組合

傾胴ドラム回転式大型車 10t 13台（全車輌
移動無線機搭載）傾胴ドラム回転式小型車 4t 3台

太平洋 普通ポルトランドセメント
太平洋 早強ポルトランドセメント
太平洋 高炉セメントB種

粗骨材（山梨県富士川中流域）
細骨材（山梨県富士川中流域・富士宮市星山産）

使用原材料

運搬設備

瀬谷工場：セルフレベリングプラント(生SL)・日鉄高炉セメント（株）エスレベル



貯蔵設備

製造設備

神奈川秩父レミコン株式会社

大型プラント2基を擁し、東京西部・川崎地区を供給エリアとしています。 

試験設備

運搬設備

使用原材料

セメントサイロ

骨材
細骨材
粗骨材
人工軽量骨材

混和剤タンク

バッチャープラント
ミキサ形式
容量
操作方法
製造能力
貯蔵ビン
計量方法
AE減水剤別添装置

日本産業規格

加盟協同組合
37条単独認定(高強度コンクリート)

品質データ総合管理システム
試験員数
養生水槽

圧縮試験機
圧縮試験機検定方法

トラックアジテータ

セメント

細骨材

粗骨材

N：500t      X 2基 予備：200t × 1基
BB：500t    X 1基 予備：100t × 1基
M：250t     X 1基 予備：50t   × 1基
L：250t      X 1基 

コンクリートサイロ   600m³ X 3区画  300m³ X 4区画 

コルゲートサイロ　 680m³ X 6区画

8,000リットル X 4基  6,000リットル X 6基

第一バッチャープラント  光洋機械産業(株)製
二軸強制練り　KBHS-3000WJ

3,000リットル
全自動ワンマンコントロール
毎時180m³
セメント 4　骨材 6

全自動電子制御（ロードセル方式）
有
日本産業規格適合性　認証番号：TC 03 07 012
普通コンクリート
軽量コンクリート
高強度コンクリート

玉川生コンクリート協同組合　東京地区生コンクリート協同組合

MCON-2660 Fc=39～80 N/m²

QCマスター-Ⅱ
5名

）容収本000,3（³m2.92

(株)前川試験機製作所   アムスラー型堅形 1,000KN(1機)　アムスラー型堅形 2,000KN(1機)

1回／年検定

10ｔ 32台（全車輌移動無線機搭載）

普通ポルトランドセメント(太平洋セメント(株))
低熱ポルトランドセメント(太平洋セメント(株))
中庸熱ポルトランドセメント(太平洋セメント(株))
早強ポルトランドセメント(太平洋セメント(株))
高炉セメントB種(太平洋セメント(株))

山砂(千葉県富津市産)
石灰砕砂(東京都西多摩郡産)
人工軽量細骨材(日本メサライト工業(株))

砕石2005・硬質砂岩(東京都青梅市産)
人工軽量粗骨材(日本メサライト工業(株))

第二バッチャープラント  光洋機械産業(株)製
二軸強制練り　TWS 3250 N

3,250リットル
全自動ワンマンコントロール
毎時240m³

セメント 4　骨材 7

砕石2005・石灰岩(埼玉県秩父産)



千葉工場 八街工場

八街工場 

設備概要

運搬設備

東邦レミコン株式会社

2つの工場で千葉県中央～北部の広域エリアに安定供給しています。

千葉工場 八街工場

バッチャープラント

操作方式

ミキサ型式

製造能力

貯蔵ビン

骨材ストックヤード

セメント貯蔵設備

工場敷地面積
日本産業規格

高強度コンクリート大臣認定

取り扱い生コンクリート

加盟協同組合

トラックアジテータ（2工場共用）

日工（株）製DSF-2750

遠隔操作・マイクロコンピューター自動制御

二軸強制練ミキサ　2,750リットル

毎時 180m³～200m³

セメント 3種
骨材 5種

合計 3,800t

70t、50t、30t

3,880m²

認証番号：GB 0308018

認定番号：MCON-2265 Fc39～60N/m²

普通コンクリート
舗装コンクリート（認証区分外）
軽量コンクリート（認証区分外）

・千葉県北総生コンクリート協同組合
・千葉中央生コンクリート協同組合

4t車 15台、8t車 2台、10t車 10台

光洋機械産業（株）製　KBHS-2500WJK

遠隔操作・マイクロコンピューター自動制御

二軸強制練りミキサー　2,500リットル

毎時 200m³～225m³

セメント 3種
骨材 5種

合計 2,000t

100ｔ2分割（70t、30t）1基
100ｔ1基

5,300m²

認証番号：GB 0307245

普通コンクリート
舗装コンクリート（認証区分外）
軽量コンクリート（認証区分外）

・千葉県北総生コンクリート協同組合
・千葉中央生コンクリート組合



沿革・関連企業

大同ホールディングス株式会社
〒104-0061　東京都中央区銀座2丁目3番6号
銀座並木通りビル8階
TEL：03-6634-3810　FAX：03-6634-3809

〒104-0061　東京都中央区銀座2丁目3番6号
銀座並木通りビル8階
TEL：03-6634-3830　FAX：03-6634-3833

〒104-0061　東京都中央区銀座2丁目3番6号
銀座並木通りビル8階
TEL：03-6633-0511 FAX：03-6633-1818

三和産業株式会社

星和工業株式会社＜本社＞

〒104-0061　東京都中央区銀座2丁目3番6号
銀座並木通りビル8階
TEL：03-6633-3602 　 FAX：03-6633-1818

株式会社星和

船橋レミコン株式会社
＜本社＞
〒273-0024　千葉県船橋市海神町南 1-1599
TEL：047-433-1121　FAX：047-434-0996
＜第一工場＞
〒 273-0022　千葉県船橋市海神町南 1-1606
TEL： 047-431-2141　FAX： 047-434-6832
＜第二工場＞
〒 274-0082　千葉県船橋市大神保町 1310-1
TEL： 047-457-1391　FAX： 047-457-1671
＜北千葉工場＞
〒 285-0911　千葉県印旛郡酒々井町尾上 67-1
TEL： 043-496-1141　FAX： 043-496-0218

溝口瀬谷レミコン株式会社
＜本社＞
〒213-0031　神奈川県川崎市高津区宇奈根 764
TEL：044-844-7761　FAX：044-833-7753
＜溝ノ口レミコン工場＞
〒 213-0031　神奈川県川崎市高津区宇奈根 764
TEL:　 044-844-1291　FAX: 044-833-7753
＜瀬谷レミコン工場＞
〒246-0002　神奈川県横浜市瀬谷区北町 20-7
TEL:　045-921-6601　FAX:045-921-5410
＜吉原レミコン工場＞
〒417-0072　静岡県富士市浅間上町 15-36
TEL：0545-52-5237　FAX：0545-52-5012

神奈川秩父レミコン株式会社
〒213-0032　神奈川県川崎市高津区久地 845-1
TEL：044-844-7961　FAX：044-850-1915

東邦レミコン株式会社
＜本社＞
〒262-0001　千葉県千葉市花見川区横戸町 1189-3
TEL：047-483-2111　FAX：047-485-7721
＜千葉工場＞
〒262-0001　千葉県千葉市花見川区横戸町 1189-3
TEL：047-482-1511　FAX047-482-1575
＜八街工場＞
〒289-1103　千葉県八街市八街に 48-36
TEL：043-443-3311　FAX043-443-3313

沿革 関連企業
1950年9月
東京都千代田区有楽町1-1に竜印セメント販売株式会社を設立
小野田セメント株式会社の特約販売店としてセメント販売を開始
資本金500万円
1950年12月
大同建材株式会社と改称
1954年4月
本社を東京都中央区銀座3-1に移転
1955年5月
本社を東京都中央区銀座西8-10に移転
1964年2月
川崎営業所を川崎市田尻町74に開設
1964年7月
資本金を1,000万円に増資
1965年4月
横浜支店を横浜市神奈川区沢渡1-2に開設
川崎営業所を廃止し、横浜支店に合併
1966年2月
本社を東京都中央区銀座7-3-13に移転
1967年7月
資本金を1,500万円に増資
1972年2月
大同建材産業株式会社と改称
1973年7月
吉原営業所を静岡県富士市浅間上町15-36に開設
1974年4月
船橋支店を船橋市海神町南1-1599に開設
1985年4月
建設業者登録（建設大臣）許可
1994年3月
本社を東京都中央区銀座8-10-5に移転
1994年10月
小野田セメント株式会社と秩父セメント株式会社の合併により、
秩父小野田株式会社の販売店となる
1997年10月
横浜支店を廃止
1998年4月
建設業者登録　都知事許可に変更
1998年10月
秩父小野田株式会社と日本セメント株式会社の合併により
太平洋セメント株式会社の販売店となる
2000年6月
本社を東京都中央区銀座8-3-4に移転
2000年9月
創立50周年を迎える
2004年12月
株式会社大陸を事業承継し、大同建材産業株式会社の大陸工事部となる
2006年6月
代表取締役社長に青木俊宏が就任
2007年12月
本社を千代田区内幸町1丁目1番2号 7階 に移転
2010年9月
創立60周年を迎える
2013年3月
大陸事業部を廃止
2020年9月
創立70周年を迎える
2021年11月
本社を中央区銀座2丁目3番6号 8階に移転




