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●羽田空港国際線旅客ターミナルビル Tokyo International Airport Haneda
       International Terminals
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●京急羽田空港国際線ターミナル駅          KEIKYU Haneda Airport
         International Terminal
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●羽田空港国内線第1旅客ターミナルビル Tokyo International Airport Haneda
Domestic Terminal 1
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●羽田空港国内線第2旅客ターミナルビル   Tokyo International Airport Haneda
           Domestic Terminal 2
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●東京スカイツリー　ソラマチ
TOKYO SKYTREE Solamachｉ

5



6



●ＪＲ旭川高架駅
JR Hokkaido Asahikawa Station

NAGOYA OASIS 21●名古屋オアシス２１
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JOINUS YOKOHAMA

●大阪ＮＡＭＢＡ なんなん
Osaka NAMBA Nannan

●横浜ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ地下街
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●ルミネ有楽町

●渋谷ヒカリエ

LUMINE Yurakucho

Shibuya Hikarie
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●銀座スワロフスキー旗艦店

●バレンシアガ

SWAROVSKI GINZA

BALENCIAGA AOYAMA
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●ｒｅＳｔ
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●とらや　東京ミッドタウン

●ＰＡＬＡＣＥ　ＨＯＴＥＬ　ＴＯＫＹＯ

TORAYA Tokyo Midtown
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 ●トーテラオリジナル ＨＩＮＴホワイト マクタンストーン
Toterra Original  HINT White ・ Mactan Stone
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HIROURA CO.,LTD〈ｉ-ｅｃｏｍ〉 HIROURA MINING CO.,LTD

株式会社 廣  浦 広浦鉱業株式会社
〒142-0043　東京都品川区二葉1-6-1 〒774-0023　徳島県阿南市橘町幸田40-8

1-6-1, FUTABA SHINAGAWA-KU 40-8, KODA TACHIBANA-CHO ANAN-CITY

TOKYO 142-0043, JAPAN TOKUSHIMA 774-0023, JAPAN

TEL 03(3783)6631 FAX 03(3786)6020 TEL 0884(27)0407 FAX 0884(27)0308

工 場 規 模

生 産 能 力

敷地面積

2台研磨機(うずまき)・

・

3,000㎡ (大理石・御影石・テラゾブロック）

2台

月産能力

2,038㎡ (617坪)

1階　277㎡　2階　270㎡

テラゾ練り込み施設 2ﾗｲﾝ

グループ会社

特殊オーダー高圧プレステラゾ・石材補修・クリーニング・防汚剤販売施工

リフォーム・砕石(御影石・大理石)・玉石・洗い出し平板・公園用水飲み

〈アイエコム〉

丸柱・ユニットウォール・墓碑・記念碑・モニュメント・車止め・イス

石灰石…炭酸カルシウム・排煙脱硫・アスファルト合材・ペイント・ゴム

　　　　合成樹脂増量材・セメント原材料・鉄鋼・土建用骨材・飼料・肥料

高純度珪石…IC封止材・光学レンズ・バスタブ・特殊ガラス

ＩＴ…インターネットでつながる多機能測定機器・遠隔温度管理システム

建築面積

・ フォークリフト

2台自動研磨機(ﾊﾞｰﾁｶﾙ) 1台 ・ 振動バイブレーター

・ 切断機(丸鋸) ・ 万能コーピン2台

自動小端研磨機 1台 ・ 天井走行クレーン

東洋テラゾ工業株式会社社   　　名

本社・工場 〒144-0033　東京都大田区東糀谷４丁目８番10号

03(3744)7611ＴＥＬ

03(3744)7615

ホームページ

メールアドレス

http://www.ishiya.com

toterra@ishiya.com

営 業 品 目

・

・

建 設 許 可

ＦＡＸ

東京都知事許可（般-24）第４２７５号　石工事業

主 要 設 備

22,500,000円

昭和 11年 11月

昭和 26年 11月 9日

創　　　業

設　　　立

資　本　金

御影石・大理石・テラゾブロック・テラゾタイル

2台

2台

会 社 案 内



羽田空港国際線旅客ターミナルビル 大成建設㈱ 東京スカイツリーソラマチ ㈱乃村工藝社

羽田空港国内線第1.第2旅客ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ 大成建設㈱ コレド室町3 清水建設㈱

成田国際空港第1ターミナル 大成建設㈱ 渋谷ヒカリエ ㈱ｴｰﾋﾞｰｼｰｾﾗﾐｯｸｽ

ＪＲ旭川高架駅 ㈱ｴｰﾋﾞｰｼｰｾﾗﾐｯｸｽ ルミネ有楽町 ㈱ｴｰﾋﾞｰｼｰｾﾗﾐｯｸｽ

ＪＲ北陸新幹線新高岡駅 塩谷建設･
北陸ﾘﾌｫｰﾑJV プランタン銀座 大成建設㈱

ＪＲ日向駅 九鉄工業㈱ 日本橋高島屋 ㈱大林組

京急羽田空港国際線ターミナル駅 清水建設㈱ 横浜高島屋 ㈱大林組

京急羽田空港国内線ターミナル駅 大成建設㈱ 横浜ダイヤモンド地下街 ㈱大林組
㈱乃村工藝社

東京ﾓﾉﾚｰﾙ羽田空港国際線ﾀｰﾐﾅﾙ駅 大成建設㈱ 岡田屋モアーズ ㈱大林組

仙台駅東口 ペデストリアンデッキ 前田建設工業㈱ ウェッジウッド 富樫ﾃﾞｻﾞｲﾝｽﾀｼﾞｵ

ＪＡＬテクニカルセンター 大成建設㈱ とらや 東京ﾐｯﾄﾞﾀｳﾝ 内藤廣建築設計事務所

歌舞伎座 清水建設㈱ 銀座ｽﾜﾛﾌｽｷｰ旗艦店 ㈱丹青社

憲政記念館 ㈱森本組 ｒｅＳｔ ㈱天然社

那須ステンドグラス美術館 ㈱山和建設 バレンシアガ　表参道 綜合デザイン㈱

東北歴史博物館 前田建設工業㈱ 佐賀北島マルボーロ スタジオ80

青森県立三沢航空科学館 前田建設工業㈱ ﾐｭｰｼﾞｱﾑ1999 ロアラブッシュ ﾐｭｰｼﾞｱﾑ1999

谷津干潟自然観察センター 不動建設㈱ 名古屋オアシス21 ㈱大林組

小森ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ本社ﾋﾞﾙ ㈱奥村組 大阪NAMBAなんなん地下街 清水建設㈱

科研製薬東京支店ビル 鹿島建設㈱ 横浜相鉄ジョイナス ㈱大林組

関西ペイント東京ビル 鹿島建設㈱ 慶應義塾大学 安藤建設㈱

東京書籍本社ビル 安藤建設㈱ 藤村学園 大成建設㈱

ペンブローク六本木ビル ㈱竹中工務店 学習院大学 鹿島建設㈱

フジクラ本社ビル 安藤建設㈱ 跡見学園女子大学 鹿島建設㈱

六本木ヒルズ ㈱乃村工藝社 東洋女子高等学校 ㈱大林組

虎ノ門ヒルズ　アンダーズ東京 ㈱乃村工藝社 大東文化大学 ㈱大林組

パレスホテル東京 ㈱大林組 日本医科大学 安藤建設㈱

ｼｪﾗﾄﾝ･ｸﾞﾗﾝﾃﾞ･ﾄｰｷｮｰ･ﾍﾞｲ･ﾎﾃﾙ 大成建設㈱ キャピタルマークタワー 鹿島建設㈱

ホテル　イル・パラッツオ スタジオ80 三木の里カントリークラブ 大成建設㈱

埼玉グランドホテル深谷 清水建設㈱ 崇教真光世界総本山 ㈱大林組

八幡台やまたまや・コリーナ ㈱安藤・間 成田山新勝寺 ㈱大林組

ゲストハウスリッチモンド 安藤建設㈱ 冨士霊園 三菱地所㈱

深川ギャザリア ㈱安藤・間 鹿島田大神社 ㈱喜美代建設

イオンモール与野 安藤建設㈱ 新宿区民健康村 大成ロテック㈱

ショッパーズプラザ横須賀 鹿島建設㈱ 長野善光寺中央通り 北野建設㈱

川崎チネチッタ広場 ｵﾘｴﾝﾀﾙ建設㈱ かまた生活支援センター 神山工務店㈱

主 な 施 工 実 績



遠目鏡 白珊瑚 美濃かすみ

桑 尾淡 雪渓 流

寒 水

加茂更紗 白 鷹

美濃黒 鳴 戸

碧 水

白 竜 小 桜 カナリヤ




