会員名簿
東北支部 会員４５社

会員の支社、支店等１０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。

（青森県）
船橋鉄工所

〒039-4141 上北郡横浜町字三保野１９７－４

三菱重工ｴﾝｼﾞﾝｼｽﾃﾑ㈱ 東日本支社北東北支
店＊
ﾔﾝﾏｰ舶用ｼｽﾃﾑ㈱東北営業部青森支店＊

〒030-0918 青森市けやき一丁目１番１号

株式会社青森マリーナ

〒038-0012 青森市柳川１丁目４番３号

エムエス工業株式会社

〒039-2246 八戸市桔梗野工業団地２丁目８－１５

有限会社

〒031-0801 八戸市江陽四丁目６番２１号

若松鉄工所

〒030-0901 青森市港町二丁目５番１２号

北日本機械金属株式会社

〒031-0071 八戸市沼館四丁目７番３７

株式会社

菅原ディーゼル

〒031-0811 八戸市新湊一丁目３番２１号

ﾔﾝﾏｰ舶用ｼｽﾃﾑ㈱東北営業部八戸支店＊

〒031-0811 八戸市新湊三丁目４番２７号

佐藤機械

〒037-0524 北津軽郡中泊町小泊水澗１７－２２

小泊鉄工所

〒037-0542 北津軽郡中泊町小泊大山長根１１５－９

TEL.0175-78-6014
FAX.0175-78-6209
TEL.0177-26-6600
FAX.0177-26-7984
TEL.0177-43-1111
FAX.0177-43-1116
TEL.017-783-4110
FAX.017-783-4085
TEL.0178-28-8141
FAX.0178-28-8024
TEL.0178-24-4054
FAX.0178-24-4060
TEL.0178-73-7361
FAX.0178-43-1053
TEL.0178-35-2515
FAX.0178-35-2828
TEL.0178-33-5164
FAX.0178-33-9640
TEL.0173-64-3815
FAX.0173-64-3815
TEL.0173-64-2105
FAX.0173-64-2204

（岩手県）
ﾔﾝﾏｰ舶用ｼｽﾃﾑ㈱東北営業部山田営業所＊

〒028-1311 下閉伊郡山田町大沢第５地割４４－７

TEL.0193-82-5934
FAX.0193-82-0061

三菱重工ｴﾝｼﾞﾝｼｽﾃﾑ㈱東日本支社北東北支店
岩手営業所＊
遠藤機械

〒026-0015 釜石市新浜町２－２－３

株式会社

互洋大船渡マリーナ

〒022-0007 大船渡市赤崎町字永浜２３０

有限会社

あずさマリン

〒022-0007 大船渡市赤崎町字清水７３－１

〒022-0101 大船渡市三陸町越喜来字浪板１３ー１

ﾔﾝﾏｰ舶用ｼｽﾃﾑ㈱東北営業部大船渡営業所＊

〒022-0102 大船渡市大船渡町地ノ森６２番地２

有限会社

細浦鉄工所

〒022-0001 大船渡市末崎町字神坂５９－１

有限会社

金野機械店

〒029-2207 陸前高田市小友町字沢辺６９－１０

TEL.0193-31-1414
FAX.0193-22-3440
TEL.0192-44-3076
FAX.0192-44-3086
TEL.0192-26-2026
FAX.0192-27-1848
TEL.0192-27-0072
FAX.0192-27-4034
TEL.0192-26-2930
FAX.0192-26-2900
TEL.0192-29-3052
FAX.0192-29-3792
TEL.0192-47-5733
FAX.0192-47-5734

（秋田県）
東北産業株式会社

〒010-0201 潟上市天王字江川２７－１

須藤鉄工所

〒018-2611 山本郡八峰町八森岩館６１－１

川田鉄工所

〒010-0683 男鹿市北浦北浦字忍田４９－５

有限会社

木村造機

〒985-0013 塩竈市牛生町１０－１７

株式会社

鈴木ノッズル精器製作所

〒985-0001 塩竈市新浜町一丁目４３番１７号

株式会社

くろしお

〒985-0003 塩竈市北浜４丁目７１番１０号

TEL.018-878-2151
FAX.018-878-2152
TEL.0185-78-2011
FAX.0185-78-2012
TEL.0185-22-5860
FAX.0185-22-5861
TEL.022-364-2148
FAX.022-796-8139

（宮城県）

東北ドック鉄工株式会社

〒985-0003 塩竈市北浜四丁目１４番１号

TEL.022-364-4155
FAX.022-364-4156
s.nozuru_4155@ninus.ocn.ne.jp
TEL.022-365-3220
FAX.022-365-3244
TEL.022-364-2126
FAX.022-364-2130

株式会社

小野寺鐵工所

澤淳工業所
株式会社

新和機械

株式会社

新和エンジンサービス

三菱重工ｴﾝｼﾞﾝｼｽﾃﾑ㈱
有限会社

石巻営業所＊

三揚鉄工所

宮城ヤンマー株式会社
株式会社

石巻内燃機工業

東邦エンジニアリング株式会社
株式会社

聖人堀鐵工所

ワイデーエス株式会社
ﾔﾝﾏｰ舶用ｼｽﾃﾑ㈱東北営業部仙台支店＊
ヤマハ発動機㈱北日本営業所北日本サービ
ス課＊
ヤマハ発動機㈱東日本営業所東北販売課＊
株式会社

関口商会

有限会社

今野鉄工所

〒988-0021 気仙沼市港町５０６番地９

TEL.0226-22-5900
FAX.0226-23-5988
info@onodera-iw.co.jp
〒988-0013 気仙沼市気仙沼市魚町３丁目２－１８
TEL.0226-23-3502
FAX.0226-22-9687
〒988-0004 気仙沼市浜町二丁目１番１号
TEL.0226-22-4426
FAX.0226-22-4427
〒988-0004 気仙沼市浜町二丁目１番１号
TEL.0226-22-4971
FAX.0226-22-4972
sinwa-koumu@apost.plala.or.jp
〒986-0032 石巻市開成１番地３５
TEL.0225-96-2525
FAX.0225-96-1732
〒986-0022 石巻市魚町三丁目１番地の１５
TEL.0225-93-4142
FAX.0225-93-4152
〒986-0028 石巻市松並一丁目１４番５号
TEL.0225-93-2121
FAX.0225-93-6745
〒986-0024 石巻市川口町一丁目２番１９号
TEL.0225-95-1956
FAX.0225-95-1945
〒986-0847 石巻市中浦二丁目１番１３５号
TEL.0225-94-2151
FAX.0225-94-2154
〒986-0835 石巻市南浜町一丁目７番７０号
TEL.0225-22-4155
FAX.0225-95-6387
〒986-0022 石巻市魚町三丁目１番地２
TEL.0225-23-0735
FAX.0225-94-0209
〒983-0013 仙台市宮城野区中野３丁目１番地５
TEL.022-258-3800
FAX.022-388-8273
〒981-0933 仙台市青葉区柏木１－２－４５フォレスト
TEL.022-727-5180
仙台３Ｆ
FAX.022-727-5187
〒981-0933 仙台市青葉区柏木１－２－４５フォレスト
TEL.022-727-5180
仙台３F
FAX.022-727-5187
〒981-0502 東松島市大曲字堰の内南３０－３３
TEL.0225-82-2437
FAX.0225-83-3666
〒986-0717 本吉郡南三陸町志津川字袖浜１３９番地
TEL.0226-46-2274
FAX.0226-46-5896

（山形県）
テック両羽株式会社

〒998-0036 酒田市船場町２丁目４番３７号

有限会社

〒998-0064 酒田市大浜１丁目１番１号

シンドーマリーン

共栄エンジニアリングﾞ株式会社

〒998-0836 酒田市入船町６番３４号

株式会社

田越海洋建設

〒998-0832 酒田市両羽町５番地の１

株式会社

山伝製作所

〒997-1204 鶴岡市加茂字清水平３０２

株式会社

ササノ

〒999-7461 鶴岡市堅苔沢字深浦１９１ー３４

新江鉄工所

〒970-0311 いわき市江名字北口２８５番地

TEL.0234-23-4622
FAX.0234-23-4624
TEL.0234-35-0326
FAX.0234-35-0327
shindo-marine.350326@bb-town.jp
TEL.0234-26-3788
FAX.0234-26-3781
TEL.0234-23-3293
FAX.0234-24-0122
TEL.0235-33-3013
FAX.0235-33-0239
TEL.0235-73-3723
FAX.0235-73-3444
k-sasano@mvi.biglobe.ne.jp

（福島県）
株式会社

㈲ﾏﾘﾝｻｰﾋﾞｽいわき

〒970-0316 いわき市小名浜下神白綱取１７２

株式会社

〒970-0316 いわき市小名浜下神白綱取１７３

ミサキエンジニアリング

小名浜造船株式会社

〒970-0316 いわき市小名浜下神白字綱取１７７

株式会社

〒971-8101 いわき市小名浜鳥居下２７－１

いわきヤンマー工業所

㈱R＆Ms
有限会社

〒971-8162 いわき市小名浜花畑町１２－１７
林機械工業所

〒976-0022 相馬市尾浜字二合田２１１

TEL.0246-55-8228
FAX.0246-55-8124
TEL. 0246-53-6996
FAX. 0246-53-6993
TEL. 0246-92-4416
FAX. 0246-38-4324
TEL. 0246-54-2580
FAX. 0246-92-3021
TEL.0246-38-9157
FAX.0246-38-9158
TEL.0246-73-0606
FAX.0246-51-5278
TEL.0244-38-8039
FAX.0244-38-6234

