


創業明治38年。瓶由は創業110周年を迎えた岐阜の地に根付く建築・土木資材卸商社
です。瓶由、岐阜宇部生コンクリート、広栄運輸、そして廣瀬本社の4社によって形成される
瓶由グループはその総合力でお客様の多種多様なニーズに素早くお応えすることを
心掛け実践しております。
当社は創業以来、「世のため」、「人のため」に仕事に従事する過程で、絶えず“感謝の
心”を忘れることなく、お客様の喜びを自らの喜びとする“利他の心”が活動原点であると
信じて、日々 精進して参りました。
今後も瓶由並びに瓶由グループ各社は常に未来の快適ヒューマンライフの創造・確立の
ために、お客様のニーズにお応えし続けて参ります。

From Material ism to Spir itual ism

建設業商社として社会が必要とする商品を世に送り、人類の生活レベルと心の豊かさの
向上に貢献する。

Corporate Philosophy

Company Motto

●各自が自己の職務に忠実であること
●お客様に対しては親切丁寧であること
●商品は買う人の身になって売ること
●横の連絡を密にし仲良くすること
●今日一日を反省し明日への覚悟を新たにすること

PASSION
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物質時代から心時代へ

企業理念
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Kameyoshi group consists of four companies, such as Kameyoshi, 
Gifu ube ready-mixed concrete production, Kouei transportation 
and Hirose-honsha real estate company.

Kameyoshi group’s head company,Kameyoshi has 110-year-old 
history in this district(Gifu Prefecture) and made a great contribu-
tion to this area and the people through the distribution of 
high-level building materials.

We will try our best to make the people around us happy and 
wealthy and make the standard of living high through our business
for many years to come.



［経営・不動産管理部門］
株式会社 廣瀬本社

［輸送部門］
広栄運輸株式会社

［生産部門］
岐阜宇部生コンクリート
株式会社

［建築土木資材部門］
瓶由株式会社

カメヨシグループについて
瓶由株式会社はカメヨシグループのリーダーシップをとりつつ、お客様のニーズに即応した
営業展開を行います。
カメヨシグループは流通・製造・輸送・不動産と各社の強みを生かしながらお互いに連携を
強化し、絶えず変化するお客様のニーズを適確に把握して参ります。

KAMEYOSHI GROUP
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ALL
ABOUT
KAMEYOSHI

代表取締役　廣瀬 功

　明治38年に初代廣瀬由松が建築資材卸商社として瓶由を創業して
以来、私たちは仕事を通じて「人類の生活レベル」とそれに伴う「心の
豊かさ」の向上に貢献することを経営理念として現在に至るまで取り
組んで参りました。お陰様で平成27年には創業110周年を迎えること
が出来、これもひとえにお客様・仕入れ先様のお引き立ての賜物と心
より感謝致しております。
　国策の変化による公共投資の削減、少子高齢化など現在のビジネス
環境は激動の時代を迎えております。しかしながら、このように変化が
激しい時こそ、お客様の経営課題・ニーズも多種多様なものになって
おります。私たち社員一同は、これまでの建築土木資材、住宅設備機器
を主軸に、新商品・新工法の開拓に注力し、お客様のニーズにパーフェクト
にお応えするべく、最高の創意工夫を今後とも継続して参ります。
そして、創業110年を迎えた歴史の中で築いた多くのお客様・仕入れ
先様からの信頼を更に深めるため、瓶由グループ各社間の連携強化
を一段と図って参る所存です。
　これから私たちは、今まで以上に幅広い分野の、より多くのお客様
の期待に応えるのみならず、お客様に感動して頂けるよう、挑戦と創造
を継続して参ります。瓶由の今後の歩みにご期待頂くと共に、より
一層のご指導・ご鞭撻を何卒よろしくお願い申し上げます。

MESSAGE
経営者からメッセージ
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VOICE
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WORK
TOGETHER

宇部三菱セメント株式会社
宇部三菱セメントは宇部興産（株）と三菱マテリアル（株）の両社、全国7工
場から、お近くの105のサービスステーションへ。
そしてさらにオンタイムで、ご指定の場所へ必要な時、必要なだけ、新鮮
なセメント商品をお届けします。

宇部興産株式会社
●セルフレベリング材（QCF、SLフローG、床レベラー）
●セメント系無収縮グラウト材（U-グラウト）
●アンカーグラウト注入工事
●プレミックスモルタル（Uミックスシリーズ）　
●吸水調整材（Uプライマー）
●OAフロアー（ネットワークフロアー）
●その他関連商品（天端レベラー）　　

工事関係
●杭打工事（ベステック工法、ケムン工法）
●地盤改良工事（柱状改良、表層改良、エルマッド工法）
●床暖房工事（PTC遠赤外線床暖房）

セメント部 取扱メーカー

岐阜宇部生コンクリート株式会社
岐阜宇部生コンクリート株式会社は、カメヨシグループの生産拠点として、
良質な製品を安定供給するため優れた設備と技術力で生産しております。
また、宇部三菱セメント株式会社の県下第一の特約店として構内に岐阜SS
を併設し、袋セメント自動包装設備を設け、一貫生産によるスピーディーな
出荷、配送が行われています。

生コン部 取扱メーカー

瓶由株式会社は古くから建築土木資材を地元に安定供給をしてきた建設業商社です。建材の小売業
から卸売業へと転換をはかり、建設に欠かすことのできないセメント・生コンさらに建設施工の効率を
高めるALC・ASLOC、アメニティーのための住宅設備機器をそれぞれ宇部興産、宇部三菱セメント、
シポレックス、ノザワ、TOTOといった各分野を代表するメーカーから供給、県下の需要に応えています。

［建築土木資材部門］ 瓶由株式会社

建築土木資材

BUILDING MATERIALS
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TOTO株式会社
「生活に密着した水まわり商品」を基本に、つねに
時代が求める機能性や快適性を追求し、TOTOは
快適空間づくりのパイオニアとして「新しい時代の
新しいニーズ」に応える提案型商品を次々に展開。
大事な水を大切に使う「節水商品」、高齢化社会を
見据えた「レブリス商品」、
先端技術が生んだ高性能商品＝抗・防・省商品など、
新世代商品を開発しています。
●TOTO株式会社
●株式会社 小島製作所

●株式会社 ノーリツ
●三菱電機株式会社

●株式会社 長府製作所

住設部 取扱メーカー

●セラトレーディング株式会社
●カワジュン株式会社

タカラスタンダード株式会社
良い水まわりは、良い素材から。
タカラは明治45年にわが国のホーロー工業のパイオニアとして創立。
以来、独自に技術とノウハウを積み上げたお手入れがカンタンな素材
「高品位ホーロー」を中心に、丈夫で長持ちする素材での製品作りを心掛け
ております。すべては「キレイで清潔が長持ち」する水まわりのために。
きっと、10年、20年先にも選んで良かったと実感いただけます。

クリナップ株式会社
より便利で快適に暮らしたい。それに応えるために、クリナップはこの半世
紀以上にわたって、さまざまな商品とサービスを提供してまいりました。
どのように社会が変わり、新しい技術で生活環境が変化しても、人々のより
よい暮らしへの希求に変わりはありません。クリナップは、これからも快適な
暮らしを創造し、提供し続けます。その先には、まだ誰も気づいていない、
誰も感じたことのない未知の住生活空間もあるはずです。今までとは違う
ゆたかさです。そんな空間を見つけ出していくことも私たちの仕事です。

トクラス株式会社
2013年10月1日、ヤマハリビングテック株式会社は、社名をトクラス株式会社
に変更し、新たな挑戦を開始しました。トクラスの語源は、「…と暮らす」と
いうこと。
一人ひとりの毎日の暮らしに長く寄り添い、新たな生活価値を提供し続ける
企業でありたいとの想いを込めた名前です。私たちは、独創的な製品づくり
と生活ソリューション提案を強化し、“新しい快適生活”の追求と創造を
し続けていきます。

●TOTO株式会社
●ナスラック株式会社

●タカラスタンダード（株）
●株式会社長府製作所

●クリナップ株式会社
●パナソニック株式会社

●トクラス株式会社
●株式会社カクダイ

●株式会社ブリヂストン
●株式会社LIXIL

建材部・住設課 取扱メーカー

住友金属鉱山シポレックス株式会社
シポレックスは、1934年にスウェーデンで開発された世界初の
ALC（軽量気泡コンクリート）パネルです。日本には昭和38年に
登場。以来、品質を磨き、時代のニーズを先取りした品種を充
実。耐火、断熱、遮音性能等、建材に要求される性能を満たし、
かつ軽量で施工しやすい建材として日本の建築界に大きく貢
献してきました。シポレックスは、外壁や床、屋根、室内間仕切り
壁等に、最も信頼のおけるALCパネルとして、住宅から超高層
建築までのあらゆる種類の建物に幅広く使用されています。

建材部・建材課 取扱メーカー

●アスロック（押出成形セメント板）　●耐火被覆吹付ロックウール
株式会社ノザワ
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生　産

PRODUCTION

岐阜宇部生コンクリート株式会社は、カメヨシグループの生産部門として、
土木、建築など多様化・複雑化してきている現代のニーズに応え、新JIS
認証・高強度コンクリート大臣認定を取得し、良質の製品を安定供給する
ため優れた設備と技術力で生産しております。
周囲の環境を損なわず地域社会との細かいコミュニケーションが企業発
展の必須条件であるという認識に立ち、環境整備に取り組んでいます。

［生産部門］ 岐阜宇部生コンクリート株式会社

多彩なニーズに応えるためハイグレード製品を次々に市場へ。
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輸　送

不動産

TRANSPORTATION

REAL ESTATE

広栄運輸株式会社は、カメヨシグループの物流部門です。総合建設業商社として幅広い分野を網羅す
るカメヨシグループにあって商品の流通を強力にサポートしております。スピーディーで確実な輸送をモッ
トーにお客様と商品を結ぶサービスネットワークで一層の充実を図ります。
また、宇部三菱セメント株式会社岐阜SSの業務を委託され、袋セメント自動包装による一貫生産でスピー
ディーな出荷、配送が行われています。

［輸送部門］ 広栄運輸株式会社
より確かに、よりスピーディーに未来に向かって躍進します。

株式会社廣瀬本社はカメヨシグループ各社の不動産部門として、各社に必
要な土地・建物等を所有し貸与する事により、グループ各社の無駄な贅肉
（資産）をそぎ落とす、筋肉質経営に貢献しております。

［経営・不動産管理部門］ 株式会社廣瀬本社

カメヨシグループ各社の不動産管理を行っております。
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沿　革

HISTORY

創業明治38年の伝統に培われた信頼と実績は、利他の精神を貫くことの教えから。

明治38年　4月

昭和37年　5月

昭和38年  12月

昭和39年　5月

昭和50年　1月

昭和55年　1月

昭和56年　5月

昭和57年～59年

昭和61年　5月

　　　　  11月

昭和62年　8月

昭和63年　8月

平成9年　  5月

平成9年　  6月

平成10年　1月

平成17年　4月

初代廣瀬由松個人経営瓶由商店と
して開業。その後、有限会社瓶由商
店として継続。

社内組織改革の必要を兼ね社名を
瓶由建材株式会社に変更。

姉妹会社である岐阜宇部生コンク
リート株式会社を設立し直ちに工場
建設に着手。

生コン工場竣工と同時に当社の特約
専売として販売を開始。

第29期決算の売上高が20億円を超
える。

社名を瓶由株式会社に変更。同時に
決算期を5月31日に変更。

第35期の売上高が40億円を超える。

建設業界の需要の変化に伴いSK（シ
ステムキッチン）、UB（ユニットバス）、
ALC、アスロック等の施工を伴った材
料販売に力を注ぐ。

配送センターに隣接した本社ビルの
建設に着手。

本社ビル竣工。

祈年町に資材倉庫を新築。

大同生命と共同で岐阜駅前にテナン
トビル「大同生命・廣瀬ビル」を新築。

第52期の売上高が50億円を超える。

宇部興産（株）創業100周年にあたり
宇部興産特約店として永年の製品拡
販の功績に対し、表彰を受ける。

TOTO特約店 全国社長会にて過去
3ヶ年売上高伸長率が同規模特約店
中全国第3位となり社長表彰を受ける。

創業100周年を迎える。

野沢石綿セメント株式会社の特約店
瓶由株式会社はセメントの需要の動
向に鑑み生コンクリートの製造販売及
び袋セメントの供給を企画し岐阜ノザ
ワコンクリート工業株式会社を設立。
同会社内にS.S.を設置する。

野沢石綿セメント株式会社セメント部
門の住友セメント株式会社への移譲
に伴い宇部興産株式会社と宇部セメ
ントの特約販売を締結。社名を宇部
生コンクリート株式会社と変更。

JIS指定商品制度に伴って工業標準
化を推進し、許可番号第467051号の
表示許可を得る。

岐阜県土木部指定工場となる。

PH自動制御装置。

岐阜県生コンクリート工業組合に加盟。

オートメーションバッチャープラント改
造。骨材自動供給装置。

岐阜中央生コンクリート共同組合創立、
加盟。

廃水処理システムの設置。
廃水処理脱水機の設置。

昭和39年　6月

昭和41年　3月

昭和42年    9月

昭和46年　12月

昭和48年　7月

　　　　　10月

昭和51年　8月

昭和52年　11月

昭和53年　4月

出荷管理装置の導入。

事務所の老朽化に伴い新事務所の
建設に着工。

新事務所竣工。

プラントの老朽化に伴い新プラントの
建設に着工。

プラント竣工。
二軸強制ミキサー2.5㎥一基。

プラントミキサー改造。
強制練り水平2軸ミキサー2.5㎥。

廃水処理システム改造。

岐阜SS 袋積み込み自動化。

新JIS認証取得

昭和56年　6月

昭和58年　6月

　　　　　
　　　　　11月

昭和60年　1月

　　　　　4月

昭和63年　1月

平成2年　 6月

平成4年　 11月

平成20年　 2月

カメヨシグループ各社の不動産管理
部門である合名会社廣瀬本社を株
式会社廣瀬本社に組織変更。

第8回 全国TOTOベストパートナー情報
交換会にて過去1年の総合売上部門の全
商品売上伸長率の部で同規模特約店中、
全国2位、及びリモデル需要創造部門の総
合リモデル売上伸長率の部で全特約店
中、全国1位となり社長表彰を受ける。

創業110周年を迎える。

平成23年　5月

平成24年　11月

平成27年　4月

昭和39年　7月

昭和49年　9月

昭和51年    7月

昭和53年　9月

昭和54年　11月

平成9年　10月

特定貨物自動車運輸送業の認可。

一般区域貨物自動車運送業の認可。

全車輛を無線化。

業務内容の拡大としてとび・土木事業・
コンクリート圧送業・上記に付帯する一
切の業務を開始する。

輸送量のアップと合理化を考えてフル
トレーラーを導入する。

宇部興産株式会社より岐阜SSの業務
を委託される。

瓶由株式会社

岐阜宇部生コンクリート株式会社

［会社沿革］

広栄運輸株式会社
［会社沿革］

［会社沿革］
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会社概要

COMPANY PROFILE

社　　名／

事　　業／

創　　業／
資  本  金／
代  表  者／
取引銀行／

社　　名／
本　　社／

拠　　点／

事業内容／

設　　立／
資  本  金／
代  表  者／

社　　名／
本　　社／

工　　場／

事業内容／
設　　立／
資  本  金／
代  表  者／

社　　名／

事　　業／
設　　立／
資  本  金／
代  表  者／

広栄運輸株式会社
岐阜市安良田町2丁目3番地1
TEL.058-264-5101（代）
岐阜県羽島郡岐南町野中6丁目105番地
TEL.058-245-9115（代）
生コンクリート運送・バラセメント運送・
サービスステーション業務
昭和38年12月5日
1,000万円
代表取締役　葛山 稔

岐阜宇部生コンクリート株式会社
岐阜市安良田町2丁目3番地1
TEL.058-264-5101（代）
岐阜県羽島郡岐南町野中6丁目105番地
TEL.058-245-9115（代）
工場敷地面積14,000㎡
生コンクリート製造販売
昭和38年12月5日
1,000万円
代表取締役　廣瀬 功

営業品目

株式会社廣瀬本社
岐阜市安良田町2丁目3番地1
TEL.058-264-5101
不動産管理
昭和38年11月12日
4,700万円
代表取締役　廣瀬 功

［建築土木資材部門］ 瓶由株式会社

各社県下特約店

［経営・不動産管理部門］ 株式会社廣瀬本社 ［運送部門］ 広栄運輸株式会社

［生産部門］ 岐阜宇部生コンクリート株式会社

十六銀行十六銀行 溝畑公園元町

名鉄各務原線

高森町六丁目

瓶由株式会社

安
良
田
町
二

住
之
江
町
通

名
鉄
岐
阜

十六銀行十六銀行 溝畑公園元町

名鉄各務原線

高森町六丁目

株式会社廣瀬本社

安
良
田
町
二

住
之
江
町
通

名
鉄
岐
阜

■宇部興産（株）　　■宇部三菱セメント（株）　    ■TOTO（株）
■住友金属鉱山シポレックス（株）　■（株）ノザワ　■クリナップ（株）
■タカラスタンダード（株）　　■トクラス（株）　　　■（株）ブリヂストン
■ミタケ電子工業（株）

大同生命・廣瀬ビルは、大同生命保険株式会社と廣瀬家の共同
ビルです。濃いブルーのパールカラーの外壁に太陽の光を写し、
全面の大きな方形のミラーガラスに映えた空の色とよく調和した
美しい建物です。
両端の壁面を斜めにカットすることによって、立体に厳しい動きの
タッチを創っています。JR岐阜駅前という立地条件と景観を充分
に意識したデザインをおこない、地域の環境美化に貢献しています。

FOR THE
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GENERATION

21号線

三宅IC
岐南町
商工会館

至大垣 至各務原

広栄運輸
株式会社

おんさい広場
岐
南
町
野
中

21号線

三宅IC
岐南町
商工会館

至大垣 至各務原

岐阜宇部
生コンクリート
株式会社

おんさい広場
岐
南
町
野
中

明治38年4月8日
1,000万円
代表取締役　廣瀬 功
大垣共立銀行　岐阜駅前支店
十六銀行　本店

瓶由株式会社
岐阜市安良田町2丁目3番地1
TEL.058-264-5101
セメント部
生コン部
住 設 部
建 材 部

セメント卸販売
生コン販売
住宅設備機器卸販売
ALC、アスロック、他の外壁材・UB・SK・
流し台の材料販売ならびに施工
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