
市産品企業・製品リスト(資材別)

資材分類：共通資材
資材小分類 事　業　所　名 所在地（本社） 電話番号 業種 リスト番号 資　　材　　名

鋼材 山伸マテリアル株式会社 川口市安行領根岸925-1 048-286-3111 製造 36-101 ステンレス鋼材

鋼材 株式会社城南製鋼所 川口市領家5-13-35 048-223-3116 製造 44-101 異形棒鋼（ＳＤ295Ａ、ＳＤ345、ＳＤ390、サイズＤ10，Ｄ13，Ｄ16）

鋼材 株式会社向山工場 川口市幸町3-9-1Mビル 048-255-8021 製造 49-101 鉄筋コンクリート用棒鋼【JIS G3112】（鋼種：SD295A,SD345,SD390,SD490　サイズ：D10,D13,D16）

鋼材 株式会社かねよし 川口市中青木5-3-17 048-251-3017 製造 59-101  鋼材、ステンレス材、アルミ材等金属製品のレーザー切断加工品、ベンダー曲加工品鉄板、ステンレス板など（ＳＳ－４００材）

鋼材 フジテック株式会社 川口市安行原100-2 048-297-5103 製造 68-101 各種鋼材のＲ曲げ加工品

鋼材 原田工業 川口市榛松842 048-286-7030 製造 72-101 各種鋼材の溶接加工

鋼材 株式会社稲川 戸田市喜沢2-26-10 048-442-5050 卸 89-101 異形棒鋼（Ｄ10、Ｄ13）

鋼材 有限会社猪野建材店 川口市芝中田2-25-9 048-265-5215 卸 90-101 異形棒鋼

鋼材 有限会社岡安建材店 川口市並木4-15-9 048-251-2030 卸 91-101 異形棒鋼

鋼材 株式会社金杉建材店 川口市安行領根岸3138 048-281-0106 卸 93-101 異形棒鋼

鋼材 株式会社岸田商店 川口市朝日1-8-2 048-222-3733 卸 94-101 異形棒鋼、鉄筋棒ＳＤ２９５Ａ

鋼材 有限会社矢作建材店 川口市道合1407-1 048-296-5699 卸 98-101 Ｄ１０、Ｄ１３、鉄筋、ワイヤーメッシュ

鋼材 株式会社吉田東光 さいたま市中央区下落合6-4-5 048-267-1308 卸 100-101 異形棒鋼、Ｈ形鋼

鋼材 カネキ建材株式会社 川口市朝日3-22-15 048-222-6862 卸 101-101 異形棒鋼（Ｄ１０）

鋼材二次製品
　非鉄金属

株式会社向山工場 川口市幸町3-9-1Mビル 048-255-8021 製造 49-102 高強度せん断補強用　異形棒鋼ＭＫ７４５:ＭＳＲＢ－００６７（降伏点785N/mm級　サイズ：MD10,MD13,MD16)

鋼材二次製品
　非鉄金属

株式会社コヤウチファスナー 川口市大字東本郷832-1 048-296-1273 製造 81-102 特殊ねじ、各種建築用ねじ類、ボルト、冷間圧造パーツ

鋼材二次製品
　非鉄金属

株式会社岸田商店 川口市朝日1-8-2 048-222-3733 卸 94-102 亜鉛めっき鉄線、ワイヤーメッシュ、差筋アンカー、結束線、他

鋼材二次製品
　非鉄金属

株式会社山野建材店 川口市栄町2-4-15 048-251-5965 卸 99-102 カラー亜鉛鉄板、亜鉛メッキ鉄線

セメント・生コン 株式会社大巧コンクリート工業 川口市末広1-15-25 048-222-6793 製造 25-103 レディーミクストコンクリート

セメント・生コン 豊川興業株式会社 川口市東領家5-9-8 048-223-0200 製造 42-103 普通コンクリート　高強度コンクリート　レディミクスコンクリート（JIS A 5308）

セメント・生コン 株式会社赤沼建材店 川口市藤兵衛新田18番地 048-295-5943 製造 84-103 セメント、生コン、レディーミクストコンクリート

セメント・生コン 有限会社秋永賢商店 川口市栄町1-16-16 048-252-3827 卸 85-103 セメント、生コン取次ぎ



市産品企業・製品リスト(資材別)

資材分類：共通資材
資材小分類 事　業　所　名 所在地（本社） 電話番号 業種 リスト番号 資　　材　　名

セメント・生コン 安藤建材 川口市西青木4-1-10 048-251-4829 卸 86-103 セメント

セメント・生コン 有限会社潮来屋商店 川口市元郷2-1-36 048-222-2285 卸 87-103 セメント（普通ポルトランドセメント25ｋｇ）

セメント・生コン 株式会社稲川本店 川口市芝2-26-18 048-266-1722 卸 88-103 セメント、レディーミクストコンクリート

セメント・生コン 株式会社稲川 戸田市喜沢2-26-10 048-442-5050 卸 89-103 セメント

セメント・生コン 有限会社猪野建材店 川口市芝中田2-25-9 048-265-5215 卸 90-103 セメント

セメント・生コン 有限会社岡安建材店 川口市並木4-15-9 048-251-2030 卸 91-103 セメント

セメント・生コン 有限会社笠原商店 川口市中青木4-9-23 048-251-5761 卸 92-103 セメント、レディーミクストコンクリート

セメント・生コン 株式会社金杉建材店 川口市安行領根岸3138 048-281-0106 卸 93-103 セメント、レディーミクストコンクリート

セメント・生コン 株式会社金杉建材店 川口市安行領根岸3138 048-281-0106 製造 93-103 生コン

セメント・生コン 株式会社岸田商店 川口市朝日1-8-2 048-222-3733 卸 94-103 セメント（ポルトランドセメント）、レディーミクストコンクリート、生コン

セメント・生コン 有限会社寿屋 川口市領家1-3-12 048-224-2321 製造 95-103 生コン

セメント・生コン 有限会社小宮商事 川口市西新井宿554-2 048-285-8007 卸 96-103 セメント

セメント・生コン 有限会社島根建材 川口市東川口1-14-17 048-296-0908 卸 97-103 袋セメント

セメント・生コン 有限会社矢作建材店 川口市道合1407-1 048-296-5699 卸 98-103 セメント

セメント・生コン 株式会社山野建材店 川口市栄町2-4-15 048-251-5965 卸 99-103 セメント、レディーミクストコンクリート

セメント・生コン 株式会社吉田東光 さいたま市中央区下落合6-4-5 048-267-1308 卸 100-103 セメント、レディーミクストコンクリート

セメント・生コン カネキ建材株式会社 川口市朝日3-22-15 048-222-6862 卸 101-103 セメント、プレミックスモルタル

セメント・生コン 荒川興業 川口市東領家3-22-2 048-222-2982 卸 102-103 セメント

セメント・生コン 鈴木建材店 さいたま市緑区下山口新田1 048-873-8141 卸 103-103 セメント、生コン

セメント・生コン 横山産業株式会社 足立区伊興本町1-12-4 048-262-7000 製造 115-103 普通コンクリート　高強度コンクリート　レディミクスコンクリート（JIS A 5308）

コンクリート混和材(剤)料 日本躯体処理株式会社 川口市道合 262-1 048-229-7222 製造 14-104 無機質浸透性コンクリート改質材

コンクリート混和材(剤)料 株式会社大巧コンクリート工業 川口市末広1-15-25 048-222-6793 製造 25-104 ＡＥ剤　減水剤　凝結遅延剤



市産品企業・製品リスト(資材別)

資材分類：共通資材
資材小分類 事　業　所　名 所在地（本社） 電話番号 業種 リスト番号 資　　材　　名

コンクリート混和材(剤)料 有限会社秋永賢商店 川口市栄町1-16-16 048-252-3827 卸 85-104 ＡＥ剤、減水剤、凝結遅延剤

コンクリート混和材(剤)料 株式会社岸田商店 川口市朝日1-8-2 048-222-3733 卸 94-104 凝結遅延剤（ルガゾール）

骨材 新和総業株式会社 川口市新堀 1036 048-296-3621 製造 6-105 再生砕石

骨材 中原建設株式会社 川口市柳崎 5-2-33 048-269-3310 製造 13-105 再生砕石　再生砂　再生粒調

骨材 株式会社栄興産業 江戸川区興宮町32-1 048-280-3603 製造 24-105 再生砕石（ＲＣ20、ＲＣ40）　再生砂　粒度調整再生砕石（ＲＭ40）

骨材 株式会社大巧コンクリート工業 川口市末広1-15-25 048-222-6793 製造 25-105 コンクリート用骨材　砂　砕石

骨材 土リサイクルセンター株式会社 川口市西新井宿1374 048-452-8264 製造 73-105 埋戻し用砂

骨材 株式会社赤沼建材店 川口市藤兵衛新田18 048-295-5943 卸 84-105 コンクリート用骨材、砂、砕石、再生砕石（ＲＣ４０）

骨材 有限会社秋永賢商店 川口市栄町1-16-16 048-252-3827 卸 85-105 コンクリート用骨材、砂、砕石、再生砕石（ＲＣ４０）、再生砂

骨材 安藤建材 川口市西青木4-1-10 048-251-4829 卸 86-105 砂、砕石、再生砕石（ＲＣ４０）、粒調砕石（Ｍ３０）

骨材 有限会社潮来屋商店 川口市元郷2-1-36 048-222-2285 卸 87-105 砂、砕石、荒目砂

骨材 株式会社稲川本店 川口市芝2-26-18 048-266-1722 卸 88-105 砂、砕石、再生砕石（ＲＣ４０）、粒調砕石（Ｍ３０）

骨材 株式会社稲川 戸田市喜沢2-26-10 048-442-5050 卸 89-105 砂、砕石、再生砕石（ＲＣ４０）、川砂、砂利、４号６号砕石

骨材 有限会社猪野建材店 川口市芝中田2-25-9 048-265-5215 卸 90-105 砂、砕石、再生砕石（ＲＣ４０）、粒調砕石

骨材 有限会社岡安建材店 川口市並木4-15-9 048-251-2030 卸 91-105 コンクリート用骨材、砂、砕石、再生砕石（ＲＣ４０）

骨材 有限会社笠原商店 川口市中青木4-9-23 048-251-5761 卸 92-105 砂、砕石

骨材 株式会社金杉建材店 川口市安行領根岸3138 048-281-0106 卸 93-105 コンクリート用骨材、砂、砕石、再生砕石（ＲＣ４０）

骨材 株式会社岸田商店 川口市朝日1-8-2 048-222-3733 卸 94-105 コンクリート用骨材、砂、砕石、再生砕石（ＲＣ４０）、川砂利、川砂、単粒度砕石（Ｓ３０）他

骨材 株式会社クロタキ土木 上尾市大谷本郷651-4 048-298-3910 卸 120-105 再生砂：RC5-0、再生砕石：RC40、再生粒調：RM40、埋戻砂：笠間砂、切込砕石：C-40、粒調砕石：M-30

骨材 有限会社小宮商事 川口市西新井宿554-2 048-285-8007 卸 96-105 砂、砕石、再生砕石（ＲＣ４０）

骨材 有限会社島根建材 川口市東川口1-14-17 048-296-0908 卸 97-105 砂、砕石、再生砕石（ＲＣ４０）、粒調砕石（Ｍ３０）、川砂、山砂

骨材 有限会社矢作建材店 川口市道合1407-1 048-296-5699 卸 98-105 砂、砕石（４０－０）、再生砕石（ＲＣ４０）、川砂、砂利、石灰石、山砂



市産品企業・製品リスト(資材別)

資材分類：共通資材
資材小分類 事　業　所　名 所在地（本社） 電話番号 業種 リスト番号 資　　材　　名

骨材 株式会社山野建材店 川口市栄町2-4-15 048-251-5965 卸 99-105 コンクリート用骨材、砂、砕石、再生砕石（ＲＣ４０）、粒調砕石（Ｍ３０）

骨材 株式会社吉田東光 さいたま市中央区下落合6-4-5 048-267-1308 卸 100-105 コンクリート用骨材、砂、砕石、再生砕石（ＲＣ４０）、粒調砕石（Ｍ３０）

骨材 カネキ建材株式会社 川口市朝日3-22-15 048-222-6862 卸 101-105 砂、砕石、再生砕石（ＲＣ４０）、川砂

骨材 荒川興業 川口市東領家3-22-2 048-222-2982 卸 102-105 コンクリート用骨材、砂、砕石（Ｃ３００）

骨材 鈴木建材店 さいたま市緑区下山口新田1 048-222-2982 卸 103-105 砂、砕石、再生砕石（ＲＣ４００）、粒調砕石（Ｍ３０）、川砂、切砕

コンクリート二次製品 児玉コンクリート工業株式会社 豊島区南池袋1-16-20 03-3971-7195 製造 5-106 コンクリートパイル（ＰＨＣ/ＨＢ/ＳＴ/ＳＣ/ＨｉＳＣ/ＣＰＲＣ/節杭）

コンクリート二次製品 株式会社ティー・ケー・ケー 川口市戸塚東1-9-20 048-295-1155 製造 50-106 洗い出し平板　ボラード

コンクリート二次製品 株式会社岸田商店 川口市朝日1-8-2 048-222-3733 卸 94-106 万年塀、コンクリート平板、他

木材 株式会社稲川 戸田市喜沢2-26-10 048-442-5050 卸 89-107 合成木材

木材 埼玉阿部木材株式会社 川口市北原台3-17-23 048-966-4312 製造 106-107 住宅造作材、集成材、フリー板、内地材、デッキ材、南洋材一式、米材、北洋材等

仮設材 株式会社稲川本店 川口市芝2-26-18 048-266-1722 卸 88-108 ブルーシート、防塵ネット、土のう

仮設材 有限会社猪野建材店 川口市芝中田2-25-9 048-265-5215 卸 90-108 スペーサー、ブルーシート、土のう

仮設材 有限会社岡安建材店 川口市並木4-15-9 048-251-2030 卸 91-108 ブルーシート、土のう

仮設材 株式会社岸田商店 川口市朝日1-8-2 048-222-3733 卸 94-108 仮囲い、ブルーシート、土のう、単管パイプ、防煙シート、他

仮設材 有限会社矢作建材店 川口市道合1407-1 048-296-5699 卸 98-108 ブルーシート、土のう

仮設材 株式会社吉田東光 さいたま市中央区下落合6-4-5 048-267-1308 卸 100-108 仮囲い、各種型枠、スペーサー、ブルーシート、防塵ネット、土のう

仮設材 カネキ建材株式会社 川口市朝日3-22-15 048-222-6862 卸 101-108 土のう袋、ガラ袋、ブルーシート、スペーサー類

接着剤・塗料 有限会社秋永賢商店 川口市栄町1-16-16 048-252-3827 卸 85-109 接着剤

接着剤・塗料 株式会社稲川本店 川口市芝2-26-18 048-266-1722 卸 88-109 接着剤

接着剤・塗料 株式会社岸田商店 川口市朝日1-8-2 048-222-3733 卸 94-109 接着剤（コンクリートボンド）

接着剤・塗料 株式会社吉田東光 さいたま市中央区下落合6-4-5 048-267-1308 卸 100-109 接着剤

接着剤・塗料 カネキ建材株式会社 川口市朝日3-22-15 048-222-6862 卸 101-109 アロンアルファ、ペンキ、カラースプレー



市産品企業・製品リスト(資材別)

資材分類：共通資材
資材小分類 事　業　所　名 所在地（本社） 電話番号 業種 リスト番号 資　　材　　名

改良土 株式会社クロタキ土木 上尾市大谷本郷651-4 048-298-3910 卸 120-110 石灰改良土

改良土 土リサイクルセンター株式会社 川口市西新井宿1374 048-452-8264 製造 73-110 石灰改良土、赤残土

改良土 有限会社秋永賢商店 川口市栄町1-16-16 048-252-3827 卸 85-110 石灰改良土

改良土 株式会社稲川本店 川口市芝2-26-18 048-266-1722 卸 88-110 石灰改良土（材）、セメント系改良材

改良土 株式会社稲川 戸田市喜沢2-26-10 048-442-5050 卸 89-110 セメント系改良材

改良土 株式会社岸田商店 川口市朝日1-8-2 048-222-3733 卸 94-110 各種改良材（セメント系改良材料）

改良土 株式会社吉田東光 さいたま市中央区下落合6-4-5 048-267-1308 卸 100-109 粒状改良土、石灰改良土（材）、セメント系改良材、固化材

鋳物 伊藤鉄工株式会社 川口市元郷 3-22-23 048-224-3986 製造 1-111 鋳物製防護柵、鋳物製照明柱、高欄、銘板、樹木保護盤

鋳物 前澤工業株式会社 川口市仲町5-11 048-251-5511 製造 23-111 鋳鉄製バルブ、ゲート

鋳物 株式会社フジキャスト 川口市西川口3-15-11 048-444-5111 製造 32-111 鋳鉄製グレーチング（トライポットグレーチング）

鋳物 不二工業株式会社 川口市領家4-1-8 048-224-3333 製造 75-111 免震装置ＢＳＬ（杭頭免震装置）、鋳物製品

鋳物 株式会社辻井製作所 川口市元郷1-32-9 048-222-3363 製造 76-111 ポンプケージング（ＦＣＤ）

鋳物 矢島鋳工株式会社 川口市並木2-9-2 048-253-2662 製造 77-111 制震ダンパー、免震ダンパー等

鋳物 株式会社稲川本店 川口市芝2-26-18 048-266-1722 卸 88-111 ダクタイル鋳鉄管

鋳物 株式会社山野建材店 川口市栄町2-4-15 048-251-5965 卸 99-111 ダクタイル鋳鉄管

鋳物 株式会社吉田東光 さいたま市中央区下落合6-4-5 048-267-1308 卸 100-111 鋳物製防護柵

鋳物 川口鋳物工業協同組合 川口市元郷２－１－３ 048-224-6200 組合 C-111 鋳鉄、アルミ、銅合金の銘板、フェンス、車止め、照明灯、ツリーサークル等


