会員名簿
関東支部 会員５３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。

（茨城県）
茨城機関工業株式会社

〒311-1222 ひたちなか市海門町２ー３ー４

株式会社

〒311-3501 行方市芹沢９２０番５２号

池貝ディーゼル

ﾔﾝﾏｰ舶用ｼｽﾃﾑ㈱東日本営業部茨城支店＊

〒311-1301 東茨城郡大洗町磯浜町８２５３－５１

TEL.029-262-2181
FAX.029-263-5148
TEL.0299-55-3951
FAX.0299-55-3970
TEL.029-266-1631
FAX.029-266-1633

（東京都）
マエカワヤンマー販売株式会社

〒135-0051 江東区枝川３丁目１０番１６号

桑原内燃機株式会社

〒135-0051 江東区枝川３丁目８番１５号

ナガタ工業株式会社

〒108-0022 港区海岸３丁目６番２９号

OHMURA ENGINE

〒201-0012 狛江市中和泉３－２４－１７

平野工業株式会社

〒100-1212 三宅島三宅村阿古９２７－３

ダイハツディーゼル東日本株式会社

〒110-0015 台東区東上野２－１－１３

株式会社

安田造船所

〒143-0003 大田区京浜島３丁目４番１号

株式会社

ナビテクス

〒143-0013 大田区大森南５－３－４

本橋発動機株式会社

〒104-0054 中央区勝どき３丁目１５番３号

TEL.03-3647-8451
FAX.03-3646-2727
TEL.03-3645-8147
FAX.03-3645-6440
TEL.03-3453-0181
FAX.03-3455-4688
TEL.03-3480-4183
FAX.03-3480-4183
TEL.04994-5-0336
FAX.04994-5-0910
TEL.03-5828-3524
FAX.03-5828-3520
TEL. 03-3790-2230
FAX. 03-3790-2238
TEL.03-5705-2750
FAX.03-5705-2751
info@navitechs.jp
TEL.03-3531-7831
FAX.03-3531-7834

ﾔﾝﾏｰ舶用ｼｽﾃﾑ㈱東日本営業部＊

〒104-0028 中央区八重洲２－１－１

ﾔﾝﾏｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱東京ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部＊

〒104-8486 中央区八重洲２丁目１番１号 ﾔﾝﾏｰ東京ﾋﾞﾙ

三菱重工ｴﾝｼﾞﾝｼｽﾃﾑ㈱ 東日本支社＊

〒141-0031 品川区西五反田３－６－２１住友不動産
西五反田ビル４階
〒140-0011 品川区東大井２－２５－１１

原マリン有限会社

TEL.03-6202-9070
FAX.03-6202-0699
TEL.03-3242-6954
FAX.03-3242-6960
TEL.03-5745-7757
FAX.03-5745-8897
TEL.03-3763-2854
FAX.03-3763-1637

（千葉県）
石井鐵工所

〒299-5102 夷隅郡御宿町久保２２２４番地

鴨川ヤンマー商会

〒296-0002 鴨川市前原３６１－２１

田中鉄工所

〒299-5503 鴨川市天津１８１０－１

ﾔﾝﾏｰ舶用ｼｽﾃﾑ㈱東日本営業部小湊営業所＊

〒299-5502 鴨川市内浦２８０５番地

株式会社

小湊鐵工所

〒299-5502 鴨川市内浦３０００

有限会社

船形ディーゼル

〒294-0056 館山市舟形１２９５－５５

株式会社

日伸工業

〒294-0051 館山市正木１１９７－１０

株式会社

館山ドックサービス

〒294-0056 館山市船形１１３３番地

有限会社

林鉄工所

〒294-0056 館山市船形１２９５番地の２４

極洋船舶工業株式会社

〒294-0035 館山市富士見５４５番地３

有限会社

〒283-0104 山武郡九十九里町片貝６９０１

松井鉄工所

TEL.0470-68-2603
FAX.0470-68-2603
TEL.0470-92-0536
FAX.0470-92-2742
kamogawayanmar-1@if-n.ne.jp
TEL.0470-94-0106
FAX.0470-94-2726
TEL.0470-95-3431
FAX.0470-95-3430
TEL.04-7095-3000
FAX.04-7095-3306
TEL.0470-27-3185
FAX.0470-27-5418
TEL.0470-27-5241
FAX.0470-27-2787
TEL.0470-27-2711
FAX.0470-27-4255
TEL.0470-27-2659
FAX.0470-27-3599
TEL.0470-22-7211
FAX.0470-22-7427
TEL.0475-76-2407
FAX.0475-76-7205

有限会社

三和メンテサービス

〒290-0008 市原市古市場３９２－５

株式会社

南総鉄工所

〒299-5226 勝浦市串浜１２６７

有限会社

松本エンジン工業

〒262-0012 千葉市花見川区千種町６３－１

昭和機工株式会社

〒260-0023 千葉市中央区出洲港９番１２号

有限会社

〒260-0822 千葉市中央区蘇我２－２－２５

ハマテクノサービス

富永物産株式会社

船橋事業所＊

中央造機有限会社
合名会社

宇佐美鉄工所

株式会社

永井鉄工所

〒273-0017 船橋市西浦２－６－３
〒273-0015 船橋市日の出１丁目９番７号

湊町作業所

〒273-0011 船橋市湊町１－１３－３
〒288-0012 銚子市犬吠埼９５３２番地－２

ﾔﾝﾏｰ舶用ｼｽﾃﾑ㈱東日本営業部銚子支店＊

〒288-0003 銚子市黒生町６５２７番地

マリンエンジンサービス株式会社

〒288-0036 銚子市西小川町３１６－１

株式会社

浅田鐵工所

〒288-0051 銚子市飯沼町４－７

有限会社

千倉ディーゼル

〒295-0025 南房総市千倉町千田９９２

株式会社

アイ・エス・ビー

〒293-0011 富津市新富４１－２

有限会社

秋山船舶

〒293-0043 富津市岩瀬１０９０

有限会社

葉養鉄工所

〒299-1861 富津市金谷２５２６

TEL.0436-40-1721
FAX.0436-40-1722
TEL.0470-73-2171
FAX.0470-73-7315
nansou1267@sepia.ocn.ne.jp
TEL.043-250-9955
FAX.043-286-0265
TEL.043-241-1951
FAX.043-247-7070
TEL.043-208-2600
FAX.043-208-2601
TEL.047-433-6181
FAX.047-435-0873
TEL.0474-37-5501
FAX.0474-37-5504
TEL.047-434-6112
FAX.047-434-6112
TEL.0479-22-0069
FAX.0479-23-3135
TEL.0479-24-6611
FAX.0479-24-6612
TEL.0479-25-8887
FAX.0479-21-3082
TEL.0479-22-1606
FAX.0479-25-3643
TEL.0470-43-1366
FAX.0470-43-1781
TEL. 0439-88-0700
FAX. 0439-88-1644
TEL.0439-65-1581
FAX.0439-65-1590
TEL.0439-69-2224
FAX.0439-69-2921

有限会社

尾高機械店

木更津ユウワ

〒299-1603 富津市更和１０５番地２
〒292-0004 木更津市久津間１６１３－２

TEL.0439-67-0078
FAX.0439-67-0953
TEL.0438-41-9266
FAX.0438-40-5684

（神奈川県）
有限会社

安田鉄工所

〒238-0316 横須賀市長井５ー２９ー５

株式会社

花崎造船所

〒238-0013 横須賀市平成町３ー１８

ﾔﾝﾏｰ舶用ｼｽﾃﾑ㈱東日本営業部神奈川支店＊

〒236-0002 横浜市金沢区鳥浜町１２番１

ヤマハ発動機㈱ﾏﾘﾝ事業本部ﾎﾞｰﾄ事業部東京ｻｰ
ﾋﾞｽ課＊
ヤマハ発動機㈱ﾏﾘﾝ事業本部ﾎﾞｰﾄ事業部東京営
業所＊
松本商会株式会社

〒236-0007 横浜市金沢区白帆４－４

小林船舶工業株式会社

〒236-0004 横浜市金沢区福浦２－７－９

株式会社

小田内燃機

〒236-0023 横浜市金沢区平潟町２３－１７

有限会社

篠田鉄工所

〒236-0025 横浜市金沢区野島町１６－７

〒236-0007 横浜市金沢区白帆４－４
〒236-0004 横浜市金沢区福浦１－８－２１

京浜ドック株式会社

〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町１ー２－２

東亜鉄工株式会社

〒230-0035 横浜市鶴見区安善町１丁目３番地

株式会社

〒230-0052 横浜市鶴見区生麦２－３－２

横浜工作所

TEL.0468-56-1930
FAX.0468-56-1748
TEL.0468-22-2470
FAX.0468-22-2933
TEL.045-771-8631
FAX.045-773-0970
TEL.045-775-2450
FAX.045-770-1214
TEL.045-775-2450
FAX.045-770-1214
TEL.045-782-2602
FAX.045-782-3024
ma782mtmtshokai@k6.dion.ne.jp
TEL.045-370-7591
FAX.045-370-7957
TEL.045-781-8010
FAX.045-781-5348
TEL.045-781-8934
FAX.045-781-8934
TEL.045-461-6834
FAX.045-453-3383
TEL.045-502-1291
FAX.045-504-1820
TEL.045-503-5115
FAX.045-503-3986
mail@yew.co.jp

ＪＦＥエンジニアリング株式会社

〒230-8611 横浜市鶴見区末広町二丁目１番地

有限会社

脇野造船所

〒238-0233 三浦市向ヶ崎町９番１６号

株式会社

ホバラヤ

〒238-0243 三浦市三崎２－１７－８

新潟造船㈱

三崎工場

〒238-0237 三浦市三崎町城ヶ島字養老子１０５－２

有限会社

ネモト

〒210-0861 川崎市川崎区小島町９番８号

有限会社

加藤マリンサービス

〒255-0003 中郡大磯町大磯１５００

TEL.045-505-7426
FAX.045-505-7455
TEL.0468-81-3090
FAX.0468-82-3720
TEL.0468-82-2361
FAX.0468-82-5887
TEL.0468-81-7181
FAX.0468-82-6692
TEL.044-266-6906
FAX.044-266-6906
TEL.0463-61-4447
FAX.0463-61-7279

