
QUALITY OF THE TRUST



COMPANY PROFILE

1956 8月 内田産業株式会社を創立、本店東京都豊島区に
開設。（資本金100万円）
秩父セメント㈱（現 太平洋セメント㈱）の特約店
となる。

1961 8月 東京都練馬区平和台に本社社屋を新築、本店を
移転。

1967 10月 埼玉県熊谷市にセメント輸送基地を併設した熊
谷営業所を開設。

1972 3月 ㈲伊藤建材店を買収（㈱ウチダ建材に商号変更）
合わせて横浜営業所を開設。

1974 3月 内田産業株式会社よりウチダ商事株式会社に商
号変更。

1977 11月 資本金を2,000万円に増資。（授権資本8,000万円）

1979 9月 三協アルミ㈱（現 三協立山㈱）の特約店となる。

1980 10月 資本金を4,000万円に増資。
（授権資本1億6,000万円）

1981 6月 三協アルミ㈱（現 三協立山㈱）の特約店となる。

1982 5月 セメント部門を東京都豊島区池袋に営業所を開設。

11月 資本金を6,000万円に増資。
（授権資本1億6,000万円）

1983 5月 東京都知事建設業認可を取得。

1984 10月 千葉県柏市に千葉営業所を開設。

1985 1月 横浜エクステリア倉庫を新設。

1987 10月 茨城県下妻市に茨城営業所及びエクステリア配
送センターを開設。

1989 8月 宇都宮営業所及び配送センター移転。

1990 4月 本社、平和台STビルに移転。

11月 千葉エクステリア配送センターを開設。

10月 エクステリア事業をスタート。

10月 資本金を400万円に増資。（授権資本1,600万円）

11月 資本金を1,000万円に増資。（授権資本4,000万円）

1994 4月 子会社株式会社ウチダ建材を株式会社ユービック
に社名変更。

1996 10月 足立セメント倉庫を開設（太平洋セメント株式会社
認定倉庫）

1997 1月 横浜セメント倉庫を開設（太平洋セメント株式会社
認定倉庫）

11月 白井セメント倉庫を開設（太平洋セメント株式会社
認定倉庫）

12月 株式会社ダイサンマテリアルを買収し子会社と
する。

1998 10月 溝の口セメント倉庫を開設（太平洋セメント株式
会社 認定倉庫）

2004 12月 株式会社シティリードを三協アルミ工業より買収
し子会社とする。

2005 5月 伊勢崎生コン製造プラント閉鎖。

2006 7月 会社創立50周年。

2009 3月 練馬配送センター移転。

2011 1月 山下セメント倉庫閉鎖。

3月 戸田倉庫を取得し、足立セメント倉庫および練馬
エクステリア配送を集約。

2015 8月 創立60周年を迎える。

2016 4月 株式会社シティリードを吸収合併し鶴見営業所
として営業開始

2017 9月 多摩営業所移転

10月 代表取締役交代

12月 つくば営業所（旧 茨城営業所）移転

2018 4月 戸塚営業所開設（鶴見営業所閉鎖）

2019 4月 ホーチミンオフィス開設（ベトナム）

会社概要

商号

本社

創立

資本金

関連会社

取引銀行

ウチダ商事株式会社

〒179-0085
東京都練馬区早宮2-17-47 平和台STビル2F

1956年8月1日

6,000万円（授権資本1億6,000万円）

株式会社栄光

みずほ銀行 池袋西口支店
三井住友銀行 池袋支店
三菱UFJ銀行 池袋支店

1991 8月 宇都宮営業所及び配送センター移転。

1993 12月 横浜ビル竣工。横浜営業所を同ビルへ移転。

企業沿革



ウチダ商事が選ばれる理由 WHY DO PEOPLE CHOOSE

セメント・生コンクリート販売／輸送

CEMENT & 
READY MIXED CONCRETE

当社は創設以来、建設の土台となるセメントや生コンクリート及び関連商品を長年取扱ってきました。
現場のニーズに合った生コンクリート工場を選定し、手配致します。
またグループ会社である㈱栄光と連携し、強固な輸送体制も構築しています。

セメントの販売・輸送、生コンクリート工場選定とデリバリーは
ウチダ商事におまかせください！

現場で成長する
ニーズに対応

01

構築されたメーカーとの連
携体制のもと、建築資材の
中でも、特に重要なウエイト
を占める生コンクリート・セ
メントのニーズに対応して
おります。

関東一円での
迅速な手配が可能

関東一円に営業所を設
置。営業所間ネットワーク
により、広域において現場
に迅速な手配をいたしま
す。

02
関係会社・建材店
ネットワークによる
現場への資材搬入
関係会社・取引建材店と
のネットワークにより、狭所・
エリア外などデリバリー困
難な現場にも幅広い建材
商品搬入でバックアップい
たします。

03
固化材から
改修資材まで
幅広い取り扱い

大規模な地盤改良から小
規模補修工事まで様々な
目的に合わせた多様な商
品を取扱しております。

04
関東エリアの
全生コン工場から
手配が可能

当社では、関東一円に広
がる全ての生コンクリート
工場から手配が可能です。
関東圏内であればどのよう
な場所でも、最適な生コン
工場からスピーディにお届
けいたします。

05



【普通ポルトランドセメント】
【早強ポルトランドセメント】
【中庸熱ポルトランドセメント】
【低熱ポルトランドセメント】
【高炉セメント】
【フライアッシュセメント】
【シリカセメント】
【エコセメント】
【ホワイトセメント】

バラ
1tフレコン
25Kg袋
（ホワイトは 20kg袋）

各種セメント

各種セメント 一般軟弱土用（セメント系）
高有機質土用（セメント系）
防塵材（セメント系）
セメント･石灰混合型
生石灰・消石灰他、石灰系

バラ
1tフレコン

各種地盤改良材

各種建材

乾燥モルタル（USスーパーモルタル）・セルフレべリンク材
砂利・砂・混和材・グラウト材・補修材・接着剤・壁材
舗装材・アスファルト合材・鉄筋・残土・ダイヤモンドカッター
防草材・塩化カルシウム・左官材・プラスター・混和材
ワイヤーメッシュ・吹付材・各種コンクリート関連商品

各地区生コンクリート協同組合加盟生コンクリート

生コンクリート関連 ポンプ車

コンクリート試験

大型車・中型車・小型車

各種代行試験・公的機関試験

U字溝・ボックスカルバート・地先ブロック・歩車道ブロック
基礎石・横断側溝・L型擁壁・土留製品・暗渠・間知ブロック

コンクリート二次製品

関東エリア内における受入先手配残土

取扱商品

主な取扱メーカー（セメント関連）

USスーパーモルタルは、ウチダ商事オリジナルのモルタルです。
保水剤・砂入りセメントのため、水さえあればどこでも使用可能です。高品質で仕上がりが良く、幅広い用途
にお使い頂けます。
例えば、左官工事（ポンプ圧送もできます）、ブロック工事、タイル工事、コンクリート・モルタル面の穴埋め、
欠損部の補修等に最適です。また、水で練るだけで「日曜左官工事」など、どなたにもご使用いただけます。

USスーパーモルタル

他、多数



ウチダ商事が選ばれる理由 WHY DO PEOPLE CHOOSE

多種多様なメーカーのエクステリア商品を取り扱っております。
関東エリアと9営業所にてカバーしており、急なご発注・ご要望に対してもメーカーと連携しながら柔軟に対応させていただくことが
できます。

現場からの様々なご要望にお応えいたします

エクステリアEXTERIOR

迅速な配送対応

メーカーとの密な配送体制
を構築、8つの出荷拠点から
ご要望に沿った配送を実現
します。（小型車対応可）

01
商品知識を持った営業マン

商品に関することから現場ト
ラブルまで様々なご質問に
対し、知識を持った営業マン
がご対応致します。

02
メーカーとの強固な連携

現場からの急なご要望に対
しても、長年培ってきたメー
カーとの関係をベースに柔
軟に対応致します。

03
生コンとの

ワンストップ対応を実現

生コンクリートとエクステリア
商材の双方を取扱うことで、
受注をワンストップで対応さ
せていただくことができます。

04



主な取扱メーカー（エクステリア関連）

※上記は一部のメーカーとなります。他、お問い合わせ下さい。

・門扉（アルミ、鋳物、木樹脂、折戸、スライド、電気錠、数奇屋門、他）
・フェンス（アルミ、スチールメッシュ、鋳物、木樹脂、ネット、他）
・機能ポール・機能門柱・ポスト・宅配 BOX・表札・門灯庭園灯・立水栓・補助手摺（介護関連商品）
・カーポート・ガレージ・駐輪場（ラック含）・車止めポール・ポールゲート・カーテンゲート・引き戸
・跳ね上げ門扉・車庫前（スライディング、シャッターゲート、電動等）

エクステリア関連

庭まわり商品

環境商品

ブロック・石材

・バルコニー・テラス・囲い商品・ガーデンルーム・木樹脂デッキ・バルコニー手摺・濡れ縁・ストックヤード
・パーゴラ・オーニング・床化粧材・透水性舗装材・物置・ミニハウス・ミニ温室・物干竿・ガーデンテーブル
・ガーデンファニチャー・パラソル・流し台・水栓柱・水道蛇口・噴水（電気部品含む）・池・波板・タイル
・遊具（ブランコ・すべり台）・ベンチ・花鉢用ラック・各種ガーデングッズ

・高欄・手すり・防護柵・ガードレール・横断防止柵・シェルター・ゴミ収納庫・サイン広告版・案内板
・グレーチング・ツリーサークル・鉄蓋・化粧鉄蓋・舗装用溝蓋・フロアーハッチ・バリカー・アーチ
・ガードコーン・旗ポール・擬石ボラード・電動工具等

・普通ブロック（ JIS製品）＜C種（重量）＞
・各種化粧ブロック・型枠ブロック・レンガ・ガラスブロック等
・コンクリート平板・コンクリートカラー平板・疑木・疑石・インターロッキング・各種プランター
・フェンス基礎石・縁石等
・コンクリート2次製品等
・乱形石材・方形石材・敷砂利・レンガチップ・枕木・防犯砂利
・キャラクター商品（ディズニー商品・アンパンマン商品）等

・F&Fレジンウッド・ポスト・表札・アウトドアライト・ウォーターアイテム・雨水タンク
・ガーデンファニチャー・ハンモック・ワンモアハウス・スモールハウス・家庭用石窯プチドーム
・スマート Fウォール

取扱商品

エクステリア
ガーデンアイテムカタログ



本社／
東京営業所

〒270-1403
千葉県白井市河原子364-15

TEL：047-492-2891（代）
FAX：047-492-2958

※毎月第 2・3土曜日は定休日となります

※毎月第 2・3土曜日は定休日となります

※毎月第1・2・3土曜日は定休日となります

白井セメント倉庫

〒213-0031
神奈川県川崎市高津区宇奈根 701

TEL：044-822-6621（代）
FAX：044-822-7366

溝口セメント倉庫

〒335-0035
埼玉県戸田市笹目南町9-4

TEL：048-421-0091（代）
FAX：048-421-0688

〒192-0034
東京都八王子市大谷町282-2

TE L：042-648-0814（代）
FAX：042-648-0802

※セメント倉庫の営業時間
AM8:00～16:00（日・祝日は休み）
毎月第2・3土曜日は定休日となります

戸田セメント倉庫／
エクステリア配送
センター

多摩セメント倉庫

多摩営業所

熊谷営業所

千葉営業所

群馬営業所

532 Lien Phuong, Phu Huu Ward,
District 9, Ho Chi Minh City

TEL：＋847-0296-5130（ Japanese）
FAX：＋

現地法人WEBサイト
http://www.uchida-shoji.co.jp/vietnam/

現地法人
ウチダ商事ベトナム

〒321-0158
栃木県宇都宮市西川田本町1-8-30

TEL：0286-84-5211（代）
FAX：0286-84-5215

宇都宮営業所

〒244-0003

TEL：045-443-7591（代）
FAX：045-443-7597

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町1562-2
戸塚営業所

〒221-0825
神奈川県横浜市神奈川区反町1-7-1
US-1ビル4F

TEL：045-324-0911（代）
FAX：045-324-2025

横浜営業所

〒305-0847
茨城県つくば市陣場F22-4

TEL：029-893-5591（代）
FAX：029-893-5590

つくば営業所

〒179-0085

TE L：03-3934-0101（代）
FAX：03-3937-0511

TEL： （代）
FAX：

TEL：03-3934-0103（代）
FAX：03-3934-7090

03-3932-5005
03-3934-0102

〒192-0034
東京都八王子市大谷町282-2

TEL：042-648-0801（代）
FAX：042-648-0802

〒360-0843

270-2261

埼玉県熊谷市三ヶ尻3070 

TEL：048-532-4011（代）
FAX：048-533-1081

〒
千葉県松戸市常盤平5-18-1　
五香第一生命ビルディング7F
TEL ：
FAX：

〒372-0814
群馬県伊勢崎市田中町29-1
TEL：0270-23-5331（代）
FAX：0270-24-6914

047-712-1962

8428-3823-0788

（代）047-712-1961

倉庫・配送センターのご案内

営業所のご案内

東京都練馬区早宮2-17-47 
平和台STビル2F

＜東京営業所 セメント建材部＞

＜東京営業所 エクステリア建材部＞

＜管理部＞






