会員名簿
北海道支部

会員４６社

会員の支社、支店等１８社

・会員名の末尾に＊がついているものは会員の支社、支店等です。
・会員名のリンク先はその会員のホームページになっています。

（道北）
ﾔﾝﾏｰ舶用ｼｽﾃﾑ㈱北海道営業部枝幸営業所＊

〒098-5808 枝幸郡枝幸町新港１３１１－４

有限会社

〒077-0205 増毛郡増毛町港町４番地の５

大塚鉄工場

港鉄工株式会社

〒097-0021 稚内市港５丁目３番３７号

株式会社

佐藤鉄工所

〒097-0022 稚内市中央４丁目６番１２号

稚内港湾施設株式会社

〒097-0001 稚内市末広１丁目１番３４号

ﾔﾝﾏｰ舶用ｼｽﾃﾑ㈱北海道営業部道北支店＊

〒097-0001 稚内市末広２丁目８番１９号

敷島機器㈱

〒097-0001 稚内市末広４丁目３ー１７－１

稚内支店＊

株式会社

いなみ

〒078-4140 苫前郡羽幌町字汐見 1６－２

株式会社

正喜商会

〒078-4110 苫前郡羽幌町北大通１丁目７番地

有限会社

クサマ船具機工

〒097-0211 利尻郡利尻富士町鬼脇７３

有限会社

小坂商店

〒097-1201 礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ４０

TEL.01636-2-1255
FAX.01636-2-2216
TEL.0164-53-1045
FAX.0164-53-1600
TEL.0162-23-4115
FAX.0162-22-4517
TEL.0162-23-6936
FAX.0162-23-6949
TEL.0162-23-2365
FAX.0162-22-1212
TEL.0162-23-4365
FAX.0162-23-4366
TEL.0162-34-0212
FAX.0162-34-0228
TEL.0164-62-5530
FAX.0164-62-5540
TEL.0164-62-2207
FAX.0164-62-1265
TEL.01638-3-1431
FAX.01638-3-1225
TEL.0163-86-2042
FAX.0163-86-1811

（道東）
釧路重工業株式会社

〒085-0844 釧路市知人町１番５号

株式会社

〒085-0027 釧路市仲浜町４番１６号

東京ノズル製作所

島本鉄工株式会社

〒085-0027 釧路市仲浜町６番２３号

株式会社

〒085-0024 釧路市浜町１番２８号

釧路内燃機製作所

川崎造船株式会社

〒085-0024 釧路市浜町３番６号

株式会社

〒085-0025 釧路市宝町３番３５号

片島鉄工所

ﾔﾝﾏｰ舶用ｼｽﾃﾑ㈱北海道営業部厚岸営業所＊

〒088-1118 厚岸郡厚岸町若竹４丁目１５８番地

敷島機器㈱

〒088-1116 厚岸郡厚岸町松葉４丁目１５１番地

道東支店＊

有限会社

広尾鉄工所

〒089-2605 広尾郡広尾町会所前２ー７８

株式会社

村上鉄工所

〒089-2605 広尾郡広尾町会所前３ー１２

根室造船株式会社

〒087-0032 根室市花咲港２８８番地

有限会社

内燃機鉄工

〒087-0031 根室市月岡町２丁目８２番地

有限会社

上野鉄工

〒087-0022 根室市昭和町４丁目４１５番地

ﾔﾝﾏｰ舶用ｼｽﾃﾑ㈱北海道営業部根室支店＊

〒087-0025 根室市西浜町９丁目５８番地

有限会社

〒087-0037 根室市穂香１０５番地

根室舶用機器

TEL.0154-41-9171
FAX.0154-41-9177
Jyuko1@coral.ocn.ne.jp
TEL.0154-24-1318
FAX.0154-24-4844
TEL.0154-23-5445
FAX.0154-23-5449
shimahon@aurora.ocn.ne.jp
TEL.0154-25-0114
FAX.0154-24-5389
TEL.0154-23-1024
FAX.0154-25-2524
TEL.0154-23-4251
FAX.0154-22-4082
TEL.0153-53-4700
FAX.0153-53-4701
TEL.0153-52-7588
FAX.0153-52-5651
TEL.01558-2-3205
FAX.01558-2-3309
TEL.01558-2-2157
FAX.01558-2-2004
TEL.01532-5-3500
FAX.01532-5-3560
TEL.0153-23-4495
FAX.0153-23-5044
TEL.0153-24-6975
FAX.0153-22-8705
TEL.0153-22-2151
FAX.0153-22-2157
TEL.01532-4-6774
FAX.01532-4-1875

有限会社

新海鉄工

〒087-0024 根室市宝林町４丁目３１０番地

北海工機株式会社

〒087-0024 根室市宝林町５丁目３２番３号

敷島機器㈱

〒087-0024 根室市宝林町５丁目４７番地

根室支店＊

ﾔﾝﾏｰ舶用ｼｽﾃﾑ㈱北海道営業部北見支店＊

〒090-0001 北見市小泉２３９番４

常呂漁業協同組合

〒093-0210 北見市常呂町字常呂６９１番地

株式会社

木下鉄工所

〒093-0032 網走市港町４番地５０

有限会社

青山鉄工所

〒093-0074 網走市北４条西１丁目

ﾔﾝﾏｰ舶用ｼｽﾃﾑ㈱北海道営業部羅臼ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ＊

〒086-1816 目梨郡羅臼町共栄町１９番地

敷島機器㈱

〒086-1831 目梨郡羅臼町富士見町１－１

有限会社
敷島機器㈱

羅臼支店＊
北海マリンディーゼル
湧別支店＊

〒098-1941 紋別郡興部町字沙留２２０番地１
〒099-6402 紋別郡湧別町曙町９

櫛引鉄工所

〒098-1702 紋別郡雄武町字雄武１００７番地８

上林鉄工所

〒098-1703 紋別郡雄武町沢木

有限会社

紋別ディーゼル

〒094-0013 紋別市南が丘町５丁目１３－１８

TEL.0153-24-0259
FAX.0153-24-0255
sinkai-t@mx36.tiki.ne.jp
TEL.0153-24-9121
FAX.0153-24-9155
TEL.01532-3-2276
FAX.01532-3-2278
TEL.0157-24-1551
FAX.0157-24-1520
TEL.0152-54-2013
FAX.0152-54-3727
TEL.0152-43-3135
FAX.0152-44-1138
TEL.0152-43-3888
FAX.0152-44-6587
TEL.01538-7-2546
FAX.01538-7-3103
TEL.01538-7-2056
FAX.01538-7-3306
TEL.01588-3-2813
FAX.01588-3-2567
TEL.01586-5-2040
FAX.01586-5-2769
TEL.0158-84-2244
FAX.0158-84-2411
TEL.01588-5-2116
FAX.01588-5-2128
TEL.0158-24-8879
FAX.0158-24-2515
sumoyama@cameo.plala.or.jp

（道央）
ﾔﾝﾏｰ舶用ｼｽﾃﾑ㈱北海道営業部洞爺営業所＊

〒049-5603 虻田郡洞爺湖町入江２６－１

有限会社

〒049-5333 虻田郡豊浦町字礼文華７３番地の５

敷島機器㈱

山下機械店
浦河支店＊

〒057-0024 浦河郡浦河町築地１－１４２

ﾔﾝﾏｰ舶用ｼｽﾃﾑ㈱ 北海道営業部＊

〒004-0004 札幌市厚別区厚別東４条４丁目８番１

敷島機器株式会社

〒065-0007 札幌市東区北７条東１８丁目１番３５号

有限会社 いぶり造船

〒059-0466 登別市登別港町１丁目２１番地６

有限会社

〒051-0034 室蘭市増市町１丁目７番４号

清水工機

共栄機材株式会社

〒047-0048 小樽市高島１丁目２番２号

有限会社

共栄鐵工所

〒047-0048 小樽市高島１丁目３番８号

有限会社

ミナト工機

〒047-0031 小樽市色内３丁目４番８号

ヤマキ船舶化工㈱営業部サービス＊

〒047-0008 小樽市築港５番７号小樽港ﾏﾘｰﾅ･ｾﾝﾀｰﾊｳｽ 2F

株式会社

〒047-0036 小樽市長橋５丁目１番４号

濱多機工

ﾔﾝﾏｰ舶用ｼｽﾃﾑ㈱北海道営業部苫小牧支店＊

〒053-0012 苫小牧市汐見町１丁目３番４号

株式会社

テクノス

〒059-0921 白老郡白老町字石山９番地３８

北海道機業株式会社

〒046-0024 余市郡余市町港町１７７番地５

TEL.0142-76-2916
FAX.0142-76-2918
TEL.0142-85-1402
FAX.0142-85-1350
TEL.0146-22-1811
FAX.0146-22-5311
TEL.011-898-8001
FAX.011-898-8088
TEL.011-711-9121
FAX.011-711-9123
info@shikishima-kk.co.jp
TEL. 0143-83-2171
FAX. 0143-83-2488
TEL.0143-23-6206
FAX.0143-22-7414
TEL.0134-34-1567
FAX.0134-34-1586
TEL.0134-27-2410
FAX.0134-27-2412
TEL.0134-33-3811
FAX.0134-23-9876
TEL.0134-31-1135
FAX.0134-31-1141
TEL.0134-25-1613
FAX.0134-23-3635
TEL.0144-34-0032
FAX.0144-35-2052
TEL.0144-83-4996
FAX.0144-83-5932
TEL.0135-22-3433
FAX.0135-22-3441

（道南）
有限会社

野村鉄工所

〒041-1121 亀田郡七飯町字大中山４－１－１１

有限会社

静狩モーター商会

〒049-5141 山越郡長万部町字静狩３０３

有限会社

花田鉄工所

〒049-1302 松前郡福島町字日向２４－８２

ヤマキ船舶化工株式会社

〒049-2672 二海郡八雲町野田生７０番地

敷島機器㈱

〒040-0077 函館市吉川町３番４２

函館支店＊

函東工業株式会社

〒040-0076 函館市浅野町３番１１号

株式会社

第一内燃機製作所

〒040-0051 函館市弁天町２４番１７号

有限会社

小池組

〒040-0078 函館市北浜町２番１４号

ﾔﾝﾏｰ舶用ｼｽﾃﾑ㈱北海道営業部函館支店＊

〒049-0111 北斗市七重浜８丁目２８番１号

TEL.0138-65-0802
FAX.0138-65-0502
TEL.01377-6-2111
FAX.01377-6-2112
TEL.0139-47-3121
FAX.0139-47-3122
TEL.0137-66-2111
FAX.0137-66-2874
TEL.0138-43-0624
FAX.0138-43-6091
TEL.0138-42-1256
FAX.0138-41-5687
TEL.0138-23-5235
FAX.0138-26-7355
TEL.0138-42-1581
FAX.0138-42-1007
TEL.0138-73-7111
FAX.0138-73-4802

