


溝ノ口レミコン工場
セーフティーデリバリーで、お客様のニーズにお応えします。

溝ノ口レミコン工場は、月産40,000m³の
生産能力で供給エリアのニーズに応えていま
す。川崎市高津区の国道246号線と多摩川
沿線道路がクロスするいわば「生コン銀座」
の中心に位置しています。供給エリアは
世田谷、目黒、渋谷の区内全域をはじめとし、
港、大田、品川、狛江市の一部など、都内西部
地区へ納入しています。また、川崎市では中原、
高津、宮前、多摩、麻生の各区全域をカバー
しております。2007年6月には高強度・高流動
コンクリートをはじめとする特殊コンクリート
対応の専門プラントとして、第2プラントを
新増設致しました。既存のバッチャープラン
トを第1プラントとし、今後、溝ノ口レミコン
工場は2プラント体制で幅広くお客様のニー
ズにお応えしてまいります。

日中、常時蓄熱槽に冷却原水を供給し、冷水を生成しな
がら運転されます。日中必要と思われる冷水量の大部
分を、夕方～夜間～翌朝とおよそ一日かけて冷却し貯
水する方式です。チラーから蓄熱槽で1.8℃～1.4℃の
冷水を循環し、蓄熱槽の冷水温度を一定に保持します。
また、産業用蓄熱調整契約の適用により夜間電力が
活用されるため、ランニングコスト面でのメリットを得ら
れます。

◀コンクリートの発熱を抑える
   チラー循環冷却設備



排水処理設備

試験設備

施設概要
バッチャープラント

操作盤

骨材貯蔵設備

■第2プラント第1プラント■

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

日工株式会社製 DASH-330C2-ITB
ダブル・スパイラルフロー強制二軸
3,300ℓ

光洋機械産業株式会社製KYC-H3250
強制二軸撹拌ミキサー 3,250ℓ

日工株式会社製 スーパー・イッツ・ビー光洋機械産業株式会社製 LIBRAα

(鋼板製(遮熱塗装)円筒型サイロ)
6区画　1,850t
粗骨材、細骨材

(コンクリートサイロ方式)
7区画 4,000t
粗骨材、細骨材
人工軽量骨材

セメント貯蔵設備

混和剤貯蔵設備

(遮熱塗装)
130t 1基( N )
70t 1基( BB )
130t 1基( M )
70t 1基( L  )
50t 1基(特殊)

400t　1基( N )
150t　1基(BB )
150t　1基( N )
150t　1基( M )
100t　1基( L  )

6,000ℓ　6基
4,000ℓ　2基

8,000ℓ　1基
6,000ℓ　5基
4,000ℓ　1基
2,000ℓ　2基

冷却(プレクーリング)設備 ターボ HITDチラー装置(循環式)―――
最大生産能力 毎時220m³毎時260m³

取り扱い生コンクリート 普通コンクリート
高強度コンクリート

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大臣認定 MCON-2622 Fc=39～80 N/mm²―――

強制二軸ダブルスパイラルミキサー 2,000KN 耐圧試験機 遮熱塗装した骨材集中サイロ、セメントサイロ、輸送系統

洗車・骨材回収設備一式／脱水処理設備一式
JIS

日本産業規格適合性認証番号TC 03 07 274
加盟協同組合

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
運搬設備 トラックアジデータ

傾胴ドラム回転式大型車10t 38台(全車輌移動無線機搭載)
使用原材料

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

骨 材
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)／軽量骨材(日本メサライト工業株式会社製)

MCON-1835 Fc=39～70 N/mm²



瀬谷レミコン工場
大規模生産設備で、生コンを安定供給しています。

瀬谷レミコン工場は、横浜市瀬谷区の国道16号線と
保土ヶ谷バイパスにクロスしたところに位置し、立地
条件に恵まれた大型生コン工場です。供給エリアは、
町田、相模原、座間、綾瀬、大和の各市と横浜市の瀬谷、
緑、青葉、都筑、旭、泉、戸塚、保土ヶ谷などの各区を
カバーし、月産26,000m³の生コンを供給しており
ます。また、セルフレベリングプラントを併設し、月産
4,000m³をミキサー車で供給できます。輸送範囲
は、関東一円はもとより甲信越まで供給いたします。
さらに輸送システムは、常時30台のミキサー車が順
次、生コンを建設現場へ納入しています。

施設概要
日工株式会社製 DASH-330C2-ITB
ダブル・スパイラルフロー強制二軸
3,300ℓ
パシフィックシステム株式会社製 PAT 8200
(コルゲートサイロ方式)
細骨材　3区画　2,400t
粗骨材　4区画　3,200t
人工軽量骨材　1区画　250t
300t　1基(N)
200t　1基(BB)
150t　2基(M・L)
100t　2基(H・特殊)　8t 1基(特殊)
8,000ℓ　3基
6,000ℓ　1基
4,000ℓ　4基
1,000ℓ　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
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
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
MCON-2458 Fc=42～75 N/mm²

バッチャープラント

運搬設備
セルフレベリングプラント(生SL)

バッチャープラント

傾胴ドラム回転式大型車10t 30台
(全車輌移動無線機搭載)

トラックアジデータ

使用原材料
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 中庸熱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

光洋機械産業株式会社製
ミキサー鉱研工業株式会社製
1,000ℓ　２基
計量装置

MEC製 マイクロコンピューター制御
生産能力

毎時 20m³ 月産 4,000m³

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式会社製)

骨材

操作盤
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

排水処理設備

最大生産能力
JIS

取り扱い生コンクリート

加盟協同組合

高強度コンクリート大臣認定





会社組織図

会社沿革 会社概要

1962年 6月 小野田レミコン販売協同組合として発足
1964年 3月 厚木工場操業開始
1967年 7月 厚木小野田レミコン株式会社に名称変更
  資本金3,000万円
1972年 3月 神奈川県川崎市高津区宇奈根に溝ノ口工場を新設
1972年 11月 日本工業規格表示認定を取得
  (普通・舗装・軽量コンクリート)
1979年 8月 厚木小野田レミコン株式会社より溝ノ口工場の営業権を継承し、
  溝ノ口レミコン株式会社として発足
1987年 8月 3,000ℓのバッチャープラントに建て替え

 商号 ： 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（代）
 創業年月日 ： 1963年4月1日
 設立年月日 ： 1979年7月20日
 資本金 ： 5,000万円
 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（代）　FAX：(044)833-7753
   日本産業規格適合性認証番号 TC 03 07 274
 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（代）　FAX：(045)921-5410
   日本産業規格適合性認証番号 TC 03 07 275
 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（代）　FAX：(0545)52-5012
   日本産業規格適合性認証番号 TC 03 08 067
 株主 ： 大同建材産業株式会社
   太平洋セメント株式会社
 代表者 ： 代表取締役社長　塩見伊津夫
   代表取締役　青木俊宏
 従業員数 ： 従業員数80名
 営業種目 ： (1)生コンクリート製造並び販売
   (2)セメント関連商品の製造並び販売
   (3)前号に付帯する一切の業務
 取引銀行 ： みずほ銀行　溝ノ口支店
   商工中金　東京支店
   三井住友銀行　溝ノ口支店
   清水銀行　富士支店
 加盟組合 ： 東京都生コンクリート工業組合
   神奈川県生コンクリート工業組合
   静岡県生コンクリート工業組合
   東京地区生コンクリート協同組合
   玉川生コンクリート協同組合
   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
   静岡県富士生コンクリート協同組合

本  社

瀬谷レミコン工場　工場長

総務部

総務課 経理課 溝ノ口担当

製造部技術部

瀬谷担当 吉原担当

社内標準化委員会

製造係 試験係

技術課

工場標準化委員会JIS
品質管理責任者

出荷係 輸送係 庶務係

業務課

吉原レミコン工場　工場長

製造係 試験係

技術課

工場標準化委員会JIS
品質管理責任者

出荷係 輸送係 庶務係

業務課

溝ノ口レミコン工場　工場長

製造係 試験係

技術課

工場標準化委員会JIS
品質管理責任者

出荷係 輸送係 庶務係

業務課

営業部

■溝ノ口レミコン株式会社

1982年 11月 神奈川県横浜市瀬谷区北町に瀬谷工業株式会社として設立
  資本金3,000万円
1985年 2月 生コンクリート製造開始
1985年 7月 日本工業規格表示認定を取得
  (普通・舗装コンクリート)
1985年 10月 瀬谷レミコン株式会社に社名変更
1990年 12月 日本工業規格表示認定を取得
  (軽量コンクリート)

■瀬谷レミコン株式会社

1963年 4月 静岡県富士市浅間上町に吉原レミコン株式会社の前身として
  生コン工場を操業開始
1965年 10月 当生コン工場を大同建材産業株式会社が事業を継承
  吉原レミコン株式会社を設立
1969年 2月 日本工業規格表示認定を取得(普通・舗装コンクリート)
1971年 7月 資本金3,000万円に増資
1982年 6月 2,500ℓのバッチャープラントに建て替え

■吉原レミコン株式会社

1998年 4月 溝ノ口レミコン株式会社、瀬谷レミコン株式会社、吉原レミコン株式会社の
  3社を統合し、新社名・溝口瀬谷レミコン株式会社を発足
  本社を溝ノ口レミコン工場に置き、事業を継承
  資本金5,000万円
2007年 6月 溝ノ口レミコン工場第2工場(3,300ℓ)新増設
2007年 12月 溝ノ口レミコン工場、瀬谷レミコン工場
  日本工業規格適合性認証取得
  TC 03 07 274、TC 03 07 275
2008年 6月 吉原レミコン工場
  日本工業規格適合性認証取得
  TC 03 08 067
2009年 8月 瀬谷レミコン工場3,300ℓバッチャープラント設備更新
2016年 8月 溝ノ口レミコン工場3,250ℓバッチャープラント設備更新
2018年 5月 代表取締役社長に塩見伊津夫が就任

■溝口瀬谷レミコン株式会社



日本産業規格
適合性認証

溝ノ口レミコン工場
コンクリート主任技士 …………………… 3名
コンクリート技士 ………………………… 11名
JIS品質管理責任者 ……………………… 9名
瀬谷レミコン工場
コンクリート主任技士 …………………… 4名
コンクリート技士 ………………………… 3名
JIS品質管理責任者 ……………………… 6名
吉原レミコン工場
コンクリート主任技士 …………………… 3名
コンクリート技士 ………………………… 1名
JIS品質管理責任者 ……………………… 4名

溝ノ口レミコン工場
TC 03 07 274

瀬谷レミコン工場
TC 03 07 275

吉原レミコン工場
TC 03 08 067

■有資格者

●JIS品質管理責任者受験研修
●生コン運搬の心得
●コンクリート技士講習及び、品質管理、
　技士受験研修
●安全衛生、構内安全作業
●社内規格教育

■社内研修

●JIS品質管理責任者講習
●安全衛生管理者講習会
●コンクリート技術講習会
●品質管理セミナー
●公害防止関連講習会

■社外研修

日頃の安全操業と生コン業務に
精進するため、年間を通じて
社員教育を実施しています。

よりよい人材育成のために、社内研修、社外講習
会に参加しています。社内教育としてJIS品質管理
責任者の受験研修、生コン運搬の心得やコンク
リート技術の講習、及び品質管理、コンクリート
技士受験研修。さらに安全衛生、構内安全作業、
社内規格教育などを実施しています。社外講習と
しては、日本規格協会のJIS品質管理責任者
講習や安全衛生管理者講習会、コンクリート
技術講習会、コンクリート技士受験講習会、品質
管理セミナー、公害防止関連講習会、技術研修
会など各種のカリキュラムやセミナーに参加して、
生コン業務に精通したスタッフを養成しています。
溝口瀬谷レミコンは、経営基盤のもとである人材
育成に力を入れています。



〒213-0031 神奈川県川崎市高津区宇奈根764
TEL.(044)844-7761（代）

〒213-0031 神奈川県川崎市高津区宇奈根764
TEL.(044)844-1291（代）　FAX.(044)833-7753

本　社

〒246-0002 神奈川県横浜市瀬谷区北町20-7
TEL.(045)921-6601（代）　FAX.(045)921-5410

瀬谷レミコン工場

〒417-0072 静岡県富士市浅間上町15-36
TEL.(0545)52-5237（代）　FAX.(0545)52-5012

吉原レミコン工場

溝ノ口レミコン工場

溝口瀬谷レミコン株式会社




