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主な事業内容

この会社案内を通じ、皆様のご期待にお応えすることをお約束申し上げますとともに更に御指導、御鞭捷下さいます
ようお願い申し上げます。

21 世紀を志向したゆとりある快適空間の提案として、これまで培ってきた信用・信頼・技術をベースに高品質な生活
環境の発信拠点として新時代のニーズに積極的に対応してまいります。

当社は、戦後いつの時代も生活環境の担い手として地域に密着した企業姿勢を貫き、常に新しいライフスタイルの
提案を行ってきました。

株式会社 北 陸 銀 行 石動支店
株式会社 北 国 銀 行 石動支店
株式会社 富山第一銀行 石動支店
株式会社 富 山 銀 行 石動支店

石 動 信 用 金 庫 本 店
日本政策投資銀行 北陸支店
中小企業金融公庫 富山支店

小矢部支店

日本自動車博物館

富山支店 金沢支店 本社

ブロック工場

沿革
history

創業者　石黒兵太郎 像

旧生コン工場

沿革
history

小矢部事業所

ブロック工場 日本自動車博物館

富山支店 金沢支店

本社

小矢部SS小矢部ｲﾝﾀｰSS

ｾﾙﾌ埴生SS

平成26年9月
新ブロック工場を小矢部市藤森5001番地に新設、生産・倉庫機能を移管

平成28年2月
高岡営業所を本社 営業部（小矢部市芹川 40-1）へ移転統合

組織
organization

組織
organization

EXTERIOR
Housing Equipment
GAS STATION
Motorcar Museum of Japan
Marchen Landscape
Block & OLB Plant

業務
business

業務内容
石黒産業では、住生活にまつわる様々な事業を展開しています。

自社のブロック工場を保有し、様々な種類・特徴を持つブロック、レンガ、石材、舗装材、ライトなどを組み合わせ、

表情豊かな空間を演出するエクステリア建材事業、ボイラー、システムキッチン、ユニットバス、床暖房、水回り、

水回り機器など大手機器メーカーの総合卸しを行う住宅設備機器事業、ENEOS（JX日鉱日石エネルギー）の特約店として

小矢部市内 3店舗を展開するガソリンスタンド事業を中心とした事業運営を行っています。

また、石川県小松市にて、黎明期の車から戦後の車まで、二輪車・乗用車・

トラックなど常時、約 500 台展示する日本ではじめての自動車博物館を運営。

その他、旧石黒煉瓦工業跡地を利用し、宅地造成した場所を

「メルヘンランドスケープ」として、宅地分譲として販売しています。

グループ会社である石黒テックでは、

家具・什器・室内装飾品、建築用装飾

資材、事務用機器・教育機器・電気音

響機器の製造・販売及び輸入により、

様々な商空間スペースを創造致します。

事業所
address

本社・営業拠点
本社

〒932-0057 富山県小矢部市本町 3-16 TEL. 0766-67-1496 FAX. 0766-68-0661

営業部
〒932-0033 富山県小矢部市芹川 40-1 TEL. 0766-68-1496 FAX. 0766-68-0609

金沢支店
〒921-8801 石川県野々市市御経塚4丁目95番地 TEL. 076-249-1496 FAX. 076-240-2494

富山支店
〒939-8014 富山県富山市中川原新町 65 TEL. 076-423-1496 FAX. 076-421-6650

福井営業所
〒910-0807 福井県福井市高木北4丁目 404
ﾋﾞﾚｯｼﾞﾊｲﾏｳﾝﾃﾝA 棟 103 号室

TEL. 0776-63-6724 FAX. 0776-63-6725

工場
石黒ブロック工場

〒932-0015 富山県小矢部市藤森 5001番地 TEL. 0766-69-7187 FAX. 0766-69-7188

ガソリンスタンド
セルフ埴生給油所

〒932-0832 富山県小矢部市野端 108 TEL. 0766-67-0105 / 0766-67-6050 FAX. 0766-68-3299
小矢部給油所

〒932-0033 富山県小矢部市芹川 27 TEL. 0766-67-2821 / 0766-68-0987 FAX. 0766-67-6563

小矢部インター給油所
〒932-0134 富山県小矢部市平桜 1293 TEL. 0766-69-8324 FAX. 0766-69-7088

展示場
日本自動車博物館

〒923-0345 石川県小松市二ツ梨町一貫山40 TEL. 0761-43-4343 FAX. 0761-43-4444

関連会社
group company

石黒煉瓦工業株式会社

石黒テック株式会社

三協生コン株式会社

本社

〒932-0057 富山県小矢部市本町 3-16 TEL. 0766-67-1496 FAX. 0766-68-0661

小矢部事業所

〒932-0033 富山県小矢部市芹川 40-1 TEL. 0766-67-0015 FAX. 0766-68-0609

〒104-0032 東京都中央区八丁堀 1-4-10 2F TEL. 03-5542-0631 FAX. 03-5542-0641

〒932-0807 富山県小矢部市柳原 55 TEL. 0766-67-3886 FAX. 0766-67-2263

赤煉瓦、焼過レンガ、メルヘンレンガ耐火材、レンガインターロッキング、マリブライト販売、
メルヘンランドスケープ宅地分譲

家具・什器・室内装飾品、建築用装飾資材、事務用機器・教育機器・電気音響機器の製造・
販売及び輸入
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業務内容
石黒産業では、住生活にまつわる様々な事業を展開しています。

自社のブロック工場を保有し、様々な種類・特徴を持つブロック、レンガ、石材、舗装材、ライトなどを組み合わせ、

表情豊かな空間を演出するエクステリア建材事業、ボイラー、システムキッチン、ユニットバス、床暖房、水回り、

水回り機器など大手機器メーカーの総合卸しを行う住宅設備機器事業、ENEOS（JX日鉱日石エネルギー）の特約店として

小矢部市内 3店舗を展開するガソリンスタンド事業を中心とした事業運営を行っています。

また、石川県小松市にて、黎明期の車から戦後の車まで、二輪車・乗用車・

トラックなど常時、約 500 台展示する日本ではじめての自動車博物館を運営。

その他、旧石黒煉瓦工業跡地を利用し、宅地造成した場所を

「メルヘンランドスケープ」として、宅地分譲として販売しています。

グループ会社である石黒テックでは、

家具・什器・室内装飾品、建築用装飾

資材、事務用機器・教育機器・電気音

響機器の製造・販売及び輸入により、

様々な商空間スペースを創造致します。

事業所
address

本社・営業拠点
本社

〒932-0057 富山県小矢部市本町 3-16 TEL. 0766-67-1496 FAX. 0766-68-0661

小矢部支店
〒932-0033 富山県小矢部市芹川 40-1 TEL. 0766-68-1496 FAX. 0766-68-0609

金沢支店
〒921-8801 石川県野々市市御経塚4丁目95番地 TEL. 076-249-1496 FAX. 076-240-2494

富山支店
〒939-8014 富山県富山市中川原新町 65 TEL. 076-423-1496 FAX. 076-421-6650

福井営業所
〒910-0807 福井県福井市高木北4丁目 404
ﾋﾞﾚｯｼﾞﾊｲﾏｳﾝﾃﾝA 棟 103 号室

TEL. 0776-63-6724 FAX. 0776-63-6725

工場
石黒ブロック工場

〒932-0015 富山県小矢部市藤森 5001番地 TEL. 0766-69-7187 FAX. 0766-69-7188

ガソリンスタンド
セルフ埴生給油所

〒932-0832 富山県小矢部市野端 108 TEL. 0766-67-0105 / 0766-67-6050 FAX. 0766-68-3299
小矢部給油所

〒932-0033 富山県小矢部市芹川 27 TEL. 0766-67-2821 / 0766-68-0987 FAX. 0766-67-6563

小矢部インター給油所
〒932-0134 富山県小矢部市平桜 1293 TEL. 0766-69-8324 FAX. 0766-69-7088

展示場
日本自動車博物館

〒923-0345 石川県小松市二ツ梨町一貫山40 TEL. 0761-43-4343 FAX. 0761-43-4444

関連会社
group company

石黒煉瓦工業株式会社

石黒テック株式会社

三協生コン株式会社

本社

〒932-0057 富山県小矢部市本町 3-16 TEL. 0766-67-1496 FAX. 0766-68-0661

小矢部事業所

〒932-0015 富山県小矢部市藤森 5001 番地 TEL. 0766-69-7180 FAX. 0766-69-7189

〒104-0032 東京都中央区八丁堀 1-4-10 2F TEL. 03-5542-0631 FAX. 03-5542-0641

〒932-0807 富山県小矢部市柳原 55 TEL. 0766-67-3886 FAX. 0766-67-2263

赤煉瓦、焼過レンガ、メルヘンレンガ耐火材、レンガインターロッキング、マリブライト販売、
メルヘンランドスケープ宅地分譲

家具・什器・室内装飾品、建築用装飾資材、事務用機器・教育機器・電気音響機器の製造・
販売及び輸入
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業務内容
石黒産業では、住生活にまつわる様々な事業を展開しています。

自社のブロック工場を保有し、様々な種類・特徴を持つブロック、レンガ、石材、舗装材、ライトなどを組み合わせ、

表情豊かな空間を演出するエクステリア建材事業、ボイラー、システムキッチン、ユニットバス、床暖房、水回り、

水回り機器など大手機器メーカーの総合卸しを行う住宅設備機器事業、ENEOS（JX日鉱日石エネルギー）の特約店として

小矢部市内 3店舗を展開するガソリンスタンド事業を中心とした事業運営を行っています。

また、石川県小松市にて、黎明期の車から戦後の車まで、二輪車・乗用車・

トラックなど常時、約 500 台展示する日本ではじめての自動車博物館を運営。

その他、旧石黒煉瓦工業跡地を利用し、宅地造成した場所を

「メルヘンランドスケープ」として、宅地分譲として販売しています。

グループ会社である石黒テックでは、

家具・什器・室内装飾品、建築用装飾

資材、事務用機器・教育機器・電気音

響機器の製造・販売及び輸入により、

様々な商空間スペースを創造致します。

事業所
address

本社・営業拠点
本社

〒932-0057 富山県小矢部市本町 3-16 TEL. 0766-67-1496 FAX. 0766-68-0661
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〒939-8014 富山県富山市中川原新町 65 TEL. 076-423-1496 FAX. 076-421-6650

福井営業所
〒910-0807 福井県福井市高木北4丁目 404
ﾋﾞﾚｯｼﾞﾊｲﾏｳﾝﾃﾝA 棟 103 号室

TEL. 0776-63-6724 FAX. 0776-63-6725

工場
石黒ブロック工場

〒932-0015 富山県小矢部市藤森 5001番地 TEL. 0766-69-7187 FAX. 0766-69-7188

ガソリンスタンド
セルフ埴生給油所

〒932-0832 富山県小矢部市野端 108 TEL. 0766-67-0105 / 0766-67-6050 FAX. 0766-68-3299
小矢部給油所

〒932-0033 富山県小矢部市芹川 27 TEL. 0766-67-2821 / 0766-68-0987 FAX. 0766-67-6563

小矢部インター給油所
〒932-0134 富山県小矢部市平桜 1293 TEL. 0766-69-8324 FAX. 0766-69-7088

展示場
日本自動車博物館

〒923-0345 石川県小松市二ツ梨町一貫山40 TEL. 0761-43-4343 FAX. 0761-43-4444

関連会社
group company

石黒煉瓦工業株式会社

石黒テック株式会社

三協生コン株式会社
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〒932-0807 富山県小矢部市柳原 55 TEL. 0766-67-3886 FAX. 0766-67-2263

赤煉瓦、焼過レンガ、メルヘンレンガ耐火材、レンガインターロッキング、マリブライト販売、
メルヘンランドスケープ宅地分譲

家具・什器・室内装飾品、建築用装飾資材、事務用機器・教育機器・電気音響機器の製造・
販売及び輸入
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この会社案内を通じ、皆様のご期待にお応えすることをお約束申し上げますとともに更に御指導、御鞭捷下さいます
ようお願い申し上げます。
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金沢支店
〒921-8801 石川県野々市市御経塚4丁目95番地 TEL. 076-249-1496 FAX. 076-240-2494

富山支店
〒939-8014 富山県富山市中川原新町 65 TEL. 076-423-1496 FAX. 076-421-6650

福井営業所
〒910-0807 福井県福井市高木北4丁目 404
ﾋﾞﾚｯｼﾞﾊｲﾏｳﾝﾃﾝA 棟 103 号室

TEL. 0776-63-6724 FAX. 0776-63-6725

工場
石黒ブロック工場

〒932-0015 富山県小矢部市藤森 5001番地 TEL. 0766-69-7187 FAX. 0766-69-7188

ガソリンスタンド
セルフ埴生給油所

〒932-0832 富山県小矢部市野端 108 TEL. 0766-67-0105 / 0766-67-6050 FAX. 0766-68-3299
小矢部給油所

〒932-0033 富山県小矢部市芹川 27 TEL. 0766-67-2821 / 0766-68-0987 FAX. 0766-67-6563

小矢部インター給油所
〒932-0134 富山県小矢部市平桜 1293 TEL. 0766-69-8324 FAX. 0766-69-7088

展示場
日本自動車博物館

〒923-0345 石川県小松市二ツ梨町一貫山40 TEL. 0761-43-4343 FAX. 0761-43-4444

関連会社
group company

石黒煉瓦工業株式会社

石黒テック株式会社

三協生コン株式会社

本社

〒932-0057 富山県小矢部市本町 3-16 TEL. 0766-67-1496 FAX. 0766-68-0661

小矢部事業所

〒932-0033 富山県小矢部市芹川 40-1 TEL. 0766-67-0015 FAX. 0766-68-0609

〒104-0032 東京都中央区八丁堀 1-4-10 2F TEL. 03-5542-0631 FAX. 03-5542-0641

〒932-0807 富山県小矢部市柳原 55 TEL. 0766-67-3886 FAX. 0766-67-2263

赤煉瓦、焼過レンガ、メルヘンレンガ耐火材、レンガインターロッキング、マリブライト販売、
メルヘンランドスケープ宅地分譲

家具・什器・室内装飾品、建築用装飾資材、事務用機器・教育機器・電気音響機器の製造・
販売及び輸入
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主な事業内容

この会社案内を通じ、皆様のご期待にお応えすることをお約束申し上げますとともに更に御指導、御鞭捷下さいます
ようお願い申し上げます。

21 世紀を志向したゆとりある快適空間の提案として、これまで培ってきた信用・信頼・技術をベースに高品質な生活
環境の発信拠点として新時代のニーズに積極的に対応してまいります。

当社は、戦後いつの時代も生活環境の担い手として地域に密着した企業姿勢を貫き、常に新しいライフスタイルの
提案を行ってきました。

株式会社 北 陸 銀 行 石動支店
株式会社 北 国 銀 行 石動支店
株式会社 富山第一銀行 石動支店
株式会社 富 山 銀 行 石動支店

石 動 信 用 金 庫 本 店
日本政策投資銀行 北陸支店
中小企業金融公庫 富山支店

小矢部支店

日本自動車博物館

富山支店 金沢支店 本社

ブロック工場

沿革
history

創業者　石黒兵太郎 像

旧生コン工場

沿革
history

平成26年9月
新ブロック工場を小矢部市藤森5001番地に新設、生産・倉庫機能を移管

平成28年2月
高岡営業所を本社 営業部（小矢部市芹川 40-1）へ移転統合

小矢部支店

日本自動車博物館

富山支店 金沢支店

本社

小矢部SS小矢部ｲﾝﾀｰSS

ｾﾙﾌ埴生SS

組織
organization

組織
organization

EXTERIOR
Housing Equipment
GAS STATION
Motorcar Museum of Japan
Marchen Landscape
Block & OLB Plant

業務
business

業務内容
石黒産業では、住生活にまつわる様々な事業を展開しています。

自社のブロック工場を保有し、様々な種類・特徴を持つブロック、レンガ、石材、舗装材、ライトなどを組み合わせ、

表情豊かな空間を演出するエクステリア建材事業、ボイラー、システムキッチン、ユニットバス、床暖房、水回り、

水回り機器など大手機器メーカーの総合卸しを行う住宅設備機器事業、ENEOS（JX日鉱日石エネルギー）の特約店として

小矢部市内 3店舗を展開するガソリンスタンド事業を中心とした事業運営を行っています。

また、石川県小松市にて、黎明期の車から戦後の車まで、二輪車・乗用車・

トラックなど常時、約 500 台展示する日本ではじめての自動車博物館を運営。

その他、旧石黒煉瓦工業跡地を利用し、宅地造成した場所を

「メルヘンランドスケープ」として、宅地分譲として販売しています。

グループ会社である石黒テックでは、

家具・什器・室内装飾品、建築用装飾

資材、事務用機器・教育機器・電気音

響機器の製造・販売及び輸入により、

様々な商空間スペースを創造致します。

事業所
address

本社・営業拠点
本社

〒932-0057 富山県小矢部市本町 3-16 TEL. 0766-67-1496 FAX. 0766-68-0661

小矢部支店
〒932-0033 富山県小矢部市芹川 40-1 TEL. 0766-68-1496 FAX. 0766-68-0609

金沢支店
〒921-8801 石川県野々市市御経塚4丁目95番地 TEL. 076-249-1496 FAX. 076-240-2494

富山支店
〒939-8014 富山県富山市中川原新町 65 TEL. 076-423-1496 FAX. 076-421-6650

工場
石黒ブロック工場

〒932-0015 富山県小矢部市藤森 5001番地 TEL. 0766-69-7187 FAX. 0766-69-7188

ガソリンスタンド
セルフ埴生給油所

〒932-0832 富山県小矢部市野端 108 TEL. 0766-67-0105 / 0766-67-6050 FAX. 0766-68-3299
小矢部給油所

〒932-0033 富山県小矢部市芹川 27 TEL. 0766-67-2821 / 0766-68-0987 FAX. 0766-67-6563

小矢部インター給油所
〒932-0134 富山県小矢部市平桜 1293 TEL. 0766-69-8324 FAX. 0766-69-7088

展示場
日本自動車博物館

〒923-0345 石川県小松市二ツ梨町一貫山40 TEL. 0761-43-4343 FAX. 0761-43-4444

関連会社
group company
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〒104-0032 東京都中央区八丁堀 1-4-10 2F TEL. 03-5542-0631 FAX. 03-5542-0641

〒932-0807 富山県小矢部市柳原 55 TEL. 0766-67-3886 FAX. 0766-67-2263

赤煉瓦、焼過レンガ、メルヘンレンガ耐火材、レンガインターロッキング、マリブライト販売、
メルヘンランドスケープ宅地分譲

家具・什器・室内装飾品、建築用装飾資材、事務用機器・教育機器・電気音響機器の製造・
販売及び輸入
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Housing Equipment
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Motorcar Museum of Japan
Marchen Landscape
Block & OLB Plant
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business

業務内容
石黒産業では、住生活にまつわる様々な事業を展開しています。

自社のブロック工場を保有し、様々な種類・特徴を持つブロック、レンガ、石材、舗装材、ライトなどを組み合わせ、

表情豊かな空間を演出するエクステリア建材事業、ボイラー、システムキッチン、ユニットバス、床暖房、水回り、

水回り機器など大手機器メーカーの総合卸しを行う住宅設備機器事業、ENEOS（JX日鉱日石エネルギー）の特約店として

小矢部市内 3店舗を展開するガソリンスタンド事業を中心とした事業運営を行っています。

また、石川県小松市にて、黎明期の車から戦後の車まで、二輪車・乗用車・

トラックなど常時、約 500 台展示する日本ではじめての自動車博物館を運営。

その他、旧石黒煉瓦工業跡地を利用し、宅地造成した場所を

「メルヘンランドスケープ」として、宅地分譲として販売しています。

グループ会社である石黒テックでは、

家具・什器・室内装飾品、建築用装飾

資材、事務用機器・教育機器・電気音

響機器の製造・販売及び輸入により、

様々な商空間スペースを創造致します。

事業所
address

本社・営業拠点
本社

〒932-0057 富山県小矢部市本町 3-16 TEL. 0766-67-1496 FAX. 0766-68-0661

小矢部支店
〒932-0033 富山県小矢部市芹川 40-1 TEL. 0766-68-1496 FAX. 0766-68-0609

金沢支店
〒921-8801 石川県野々市市御経塚4丁目95番地 TEL. 076-249-1496 FAX. 076-240-2494

富山支店
〒939-8014 富山県富山市中川原新町 65 TEL. 076-423-1496 FAX. 076-421-6650

工場
石黒ブロック工場

〒932-0015 富山県小矢部市藤森 5001番地 TEL. 0766-69-7187 FAX. 0766-69-7188

ガソリンスタンド
セルフ埴生給油所

〒932-0832 富山県小矢部市野端 108 TEL. 0766-67-0105 / 0766-67-6050 FAX. 0766-68-3299
小矢部給油所

〒932-0033 富山県小矢部市芹川 27 TEL. 0766-67-2821 / 0766-68-0987 FAX. 0766-67-6563

小矢部インター給油所
〒932-0134 富山県小矢部市平桜 1293 TEL. 0766-69-8324 FAX. 0766-69-7088

展示場
日本自動車博物館

〒923-0345 石川県小松市二ツ梨町一貫山40 TEL. 0761-43-4343 FAX. 0761-43-4444

関連会社
group company

石黒煉瓦工業株式会社

石黒テック株式会社

三協生コン株式会社

本社

〒932-0057 富山県小矢部市本町 3-16 TEL. 0766-67-1496 FAX. 0766-68-0661

〒104-0032 東京都中央区八丁堀 1-4-10 2F TEL. 03-5542-0631 FAX. 03-5542-0641

〒932-0807 富山県小矢部市柳原 55 TEL. 0766-67-3886 FAX. 0766-67-2263

赤煉瓦、焼過レンガ、メルヘンレンガ耐火材、レンガインターロッキング、マリブライト販売、
メルヘンランドスケープ宅地分譲

家具・什器・室内装飾品、建築用装飾資材、事務用機器・教育機器・電気音響機器の製造・
販売及び輸入

小矢部事業所

〒932-0015 富山県小矢部市藤森 5001 番地 TEL. 0766-69-7180 FAX. 0766-69-7189
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家具・什器・室内装飾品、建築用装飾資材、事務用機器・教育機器・電気音響機器の製造・
販売及び輸入

小矢部事業所

〒932-0015 富山県小矢部市藤森 5001 番地 TEL. 0766-69-7180 FAX. 0766-69-7189
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主な事業内容

この会社案内を通じ、皆様のご期待にお応えすることをお約束申し上げますとともに更に御指導、御鞭捷下さいます
ようお願い申し上げます。

21 世紀を志向したゆとりある快適空間の提案として、これまで培ってきた信用・信頼・技術をベースに高品質な生活
環境の発信拠点として新時代のニーズに積極的に対応してまいります。

当社は、戦後いつの時代も生活環境の担い手として地域に密着した企業姿勢を貫き、常に新しいライフスタイルの
提案を行ってきました。

株式会社 北 陸 銀 行 石動支店
株式会社 北 国 銀 行 石動支店
株式会社 富山第一銀行 石動支店
株式会社 富 山 銀 行 石動支店

石 動 信 用 金 庫 本 店
日本政策投資銀行 北陸支店
中小企業金融公庫 富山支店

小矢部支店

日本自動車博物館

富山支店 金沢支店 本社

ブロック工場

沿革
history

創業者　石黒兵太郎 像

旧生コン工場

沿革
history

平成26年9月
新ブロック工場を小矢部市藤森5001番地に新設、生産・倉庫機能を移管

平成28年2月
高岡営業所を本社 営業部（小矢部市芹川 40-1）へ移転統合
平成28年7月
福井営業所を金沢支店（野々市市御経塚 4丁目 95）へ移転統合

小矢部支店

日本自動車博物館

富山支店 金沢支店

本社

小矢部SS小矢部ｲﾝﾀｰSS

ｾﾙﾌ埴生SS

組織
organization

組織
organization

EXTERIOR
Housing Equipment
GAS STATION
Motorcar Museum of Japan
Marchen Landscape
Block & OLB Plant

業務
business

業務内容
石黒産業では、住生活にまつわる様々な事業を展開しています。

自社のブロック工場を保有し、様々な種類・特徴を持つブロック、レンガ、石材、舗装材、ライトなどを組み合わせ、

表情豊かな空間を演出するエクステリア建材事業、ボイラー、システムキッチン、ユニットバス、床暖房、水回り、

水回り機器など大手機器メーカーの総合卸しを行う住宅設備機器事業、ENEOS（JX日鉱日石エネルギー）の特約店として

小矢部市内 3店舗を展開するガソリンスタンド事業を中心とした事業運営を行っています。

また、石川県小松市にて、黎明期の車から戦後の車まで、二輪車・乗用車・

トラックなど常時、約 500 台展示する日本ではじめての自動車博物館を運営。

その他、旧石黒煉瓦工業跡地を利用し、宅地造成した場所を

「メルヘンランドスケープ」として、宅地分譲として販売しています。

グループ会社である石黒テックでは、

家具・什器・室内装飾品、建築用装飾

資材、事務用機器・教育機器・電気音

響機器の製造・販売及び輸入により、

様々な商空間スペースを創造致します。

事業所
address

本社・営業拠点
本社

〒932-0057 富山県小矢部市本町 3-16 TEL. 0766-67-1496 FAX. 0766-68-0661

小矢部支店
〒932-0033 富山県小矢部市芹川 40-1 TEL. 0766-68-1496 FAX. 0766-68-0609

金沢支店
〒921-8801 石川県野々市市御経塚4丁目95番地 TEL. 076-249-1496 FAX. 076-240-2494

富山支店
〒939-8014 富山県富山市中川原新町 65 TEL. 076-423-1496 FAX. 076-421-6650

工場
石黒ブロック工場

〒932-0015 富山県小矢部市藤森 5001番地 TEL. 0766-69-7187 FAX. 0766-69-7188

ガソリンスタンド
セルフ埴生給油所

〒932-0832 富山県小矢部市野端 108 TEL. 0766-67-0105 / 0766-67-6050 FAX. 0766-68-3299
小矢部給油所

〒932-0033 富山県小矢部市芹川 27 TEL. 0766-67-2821 / 0766-68-0987 FAX. 0766-67-6563

小矢部インター給油所
〒932-0134 富山県小矢部市平桜 1293 TEL. 0766-69-8324 FAX. 0766-69-7088

展示場
日本自動車博物館

〒923-0345 石川県小松市二ツ梨町一貫山40 TEL. 0761-43-4343 FAX. 0761-43-4444

関連会社
group company

石黒煉瓦工業株式会社

石黒テック株式会社

三協生コン株式会社

本社

〒932-0057 富山県小矢部市本町 3-16 TEL. 0766-67-1496 FAX. 0766-68-0661

〒104-0032 東京都中央区八丁堀 1-4-10 2F TEL. 03-5542-0631 FAX. 03-5542-0641

〒932-0807 富山県小矢部市柳原 55 TEL. 0766-67-3886 FAX. 0766-67-2263

赤煉瓦、焼過レンガ、メルヘンレンガ耐火材、レンガインターロッキング、マリブライト販売、
メルヘンランドスケープ宅地分譲

家具・什器・室内装飾品、建築用装飾資材、事務用機器・教育機器・電気音響機器の製造・
販売及び輸入

小矢部事業所

〒932-0015 富山県小矢部市藤森 5001 番地 TEL. 0766-69-7180 FAX. 0766-69-7189
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