会員名簿
中部支部

会員６３社

会員の支社、支店等５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。

（静岡県）
ベストマリンサービス

〒431-0451 湖西市白須賀６１３６－４

ベルマリン株式会社

〒431-0402 湖西市利木４８２

株式会社

〒437-1621 御前崎市御前崎３３２４－２

共立工業所

芹沢鉄工所

〒410-0823 沼津市我入道一本松２４７－１

有限会社

水野ディーゼル

〒410-0813 沼津市上香貫三貫地１１９０－１

株式会社

沼津パワートレンサービス

〒410-0101 沼津市多比６９１－１

株式会社

長谷川造船所

〒425-0033 焼津市小川３８９９番地の８

田中工業

〒421-0301 榛原郡吉田町住吉２９８８

生形製作所

〒424-0206 静岡市清水区興津清見寺町１３７５－７１

株式会社

〒424-0038 静岡市清水区西久保１２０－２０

清水工業

川田鉄工所

〒424-0828 静岡市清水区千歳町４番１０号

有限会社

清水エンジニアサービス

〒424-0067 静岡市清水区草薙杉道２－７－２５

株式会社

河村工業所

〒424-0841 静岡市清水区追分２丁目１５番１０号

TEL.053-579-2810
FAX.053-579-2810
TEL.053-578-3210
FAX.053-578-3202
info@bellmarine.co.jp
TEL.0548-63-3174
FAX.0548-63-5304
TEL.055-931-3388
FAX.055-931-5356
TEL.055-931-4748
FAX.055-934-0784
TEL.055-939-0732
FAX.055-939-1152
numazups@soleil.ocn.ne.jp
TEL.054-624-6761
FAX.054-624-0650
TEL.0548-32-2884
FAX.054-624-7493
TEL.054-369-2255
FAX.054-369-2256
TEL.054-334-8269
FAX.054-335-1672
TEL.054-352-3314
FAX.054-354-5433
TEL.054-348-3373
FAX.054-348-3378
TEL. 054-348-4121
FAX. 054-348-4051

内外交易株式会社

〒424-0823 静岡市清水区島崎町６番３４号

静岡ヤンマー株式会社

〒421-3112 静岡市清水区由比寺尾８３１-２

ヤマハ発動機㈱国内マリン第１営業部ボー
ト Gｒ＊
尾崎鉄工所

〒438-8501 磐田市新貝２５００（２６号館）

松林鉄工所

〒421-0533 牧之原市新庄１１０８－２

株式会社清水 SMC

〒424-0823 清水区島崎町１７４の１

〒431-0213 浜松市西区舞阪町浜田５０３－３

TEL.054-352-1257
FAX.054-352-0319
TEL.054-376-0211
FAX.054-376-0214
TEL.0538-37-1631
FAX.0538-37-1946
TEL.053-592-1022
FAX.053-592-9498
TEL.0548-58-1184
FAX.0548-58-1842
TEL.054-351-5061
FAX.054-351-5062

（愛知県）
ﾔﾝﾏｰ舶用ｼｽﾃﾑ㈱西日本営業部名古屋支店＊

〒497-0050 海部郡蟹江町学戸２－３３

壁谷鉄工所

〒443-0104 蒲郡市形原町港町５５

株式会社

〒443-0105 蒲郡市西浦町東一木１４ー３

丸山鉄工所

ヤマハ発動機㈱中部営業所中部ｻｰﾋﾞｽ課＊

〒443-0036 蒲郡市浜町２４

ヤマハ発動機㈱ボート事業部中部営業所＊

〒443-0036 蒲郡市浜町２４

石川農機株式会社

〒444-0413 西尾市一色町坂田新田沖向１０４

石川鉄工所

〒444-0413 西尾市一色町坂田新田沖向１０４

有限会社

磯部マリンサービス

〒470-3501 知多郡南知多町大字大井字西田面１２６

株式会社

太田鉄工所

〒470-3412 知多郡南知多町大字豊浜字中村９０

TEL.0567-95-5043
FAX.0567-95-5099
TEL.0533-57-3409
FAX.0533-57-1740
kabeya-eng@ace.ocn.ne.jp
TEL.0533-57-2340
FAX.0533-57-9780
TEL.0533-66-3421
FAX.0533-66-3423
TEL.0533-66-3421
FAX.0533-66-3432
TEL.0563-72-3080
FAX.0563-73-5701
TEL.0563-72-7727
FAX.0563-72-7727
TEL.0569-63-1954
FAX.0569-63-1983
TEL.0569-65-0248
FAX.0569-65-2966

有限会社

マリンシステム藤井造船

〒441-3502 田原市赤羽根町池尻田６

株式会社

師崎ヤンマー商会

〒475-0837 半田市有楽町６丁目１０８番地

高申テック株式会社

〒455-0054 名古屋市港区遠若町２丁目１４番地

三菱重工ｴﾝｼﾞﾝｼｽﾃﾑ㈱ 中部支社＊

〒460-0002 名古屋市中区丸の内 3-21-25 清風ﾋﾞﾙ

有限会社

〒498-0063 弥富市東末広９－６１

渡邊鐵工所

TEL.0531-45-3401
FAX.0531-45-3781
TEL.0569-23-1571
FAX.0569-23-1573
y-nakamura@m-power.co.jp
TEL. 052-651-0731
FAX. 052-651-0732
TEL.052-957-5666
FAX.052-957-5670
TEL.052-301-8773
FAX.056-768-4031

（三重県）
坂倉産業株式会社

〒516-0051 伊勢市上地町２６９１ー５３

三重マリン株式会社

〒515-0507 伊勢市村松町１３６３－２１

有限会社

ユルギ

〒5161101 伊勢市大倉町２５７－１４

有限会社

ナカイ

〒515-0501 伊勢市有滝町２７７８番地

有限会社

橋本鐵工所

〒512-1304 四日市市中野町６０１-２

竹内鉄工所

〒517-0502 志摩市阿児町神明６８０

有限会社

〒517-0213 志摩市磯部町穴川８９５－１９３

仁村工業

岩城メンテナンス

〒517-0703 志摩市志摩町和具１４７－１０

有限会社

小川鉄工所

〒517-0703 志摩市志摩町和具１７３－１３

有限会社

西岡ヤンマー商会

〒517-0703 志摩市志摩町和具１７５－２

TEL.0596-24-4171
FAX.0596-23-2524
TEL.0596-37-5268
FAX.0596-37-5258
TEL.0596-22-6268
FAX.0596-22-6278
TEL.0596-37-5325
FAX.0596-37-5325
TEL.059-339-8345
FAX.059-339-8346
TEL.0599-43-1189
FAX.0599-43-1552
TEL.0599-55-1375
FAX.0599-55-1375
TEL.0599-85-4128
FAX.0599-85-4128
TEL.0599-85-0258
FAX.0599-85-0258
TEL.0599-85-0636
FAX.0599-85-5108

株式会社

波切ヤンマー商会

〒517-0603 志摩市大王町波切３３２５ー７

薮木鉄工所

〒517-0404 志摩市浜島町２８０５番地

有限会社

小堀鉄工所

〒517-0404 志摩市浜島町大字浜島１７８２－３１

株式会社

辰也造船所

〒517-0404 志摩市浜島町浜島８２７－１２

明和マリン株式会社

〒515-0302 多気郡明和町大字大淀２６８６－１

株式会社

鳥羽ヤンマー

〒517-0011 鳥羽市鳥羽３丁目３１番３０号

有限会社

林鉄工所

〒517-0011 鳥羽市鳥羽４丁目１８番３６号

有限会社

水谷機械

〒514-0018 津市中河原５８１－１

谷口工業有限会社

〒519-2911 度会郡大紀町錦４６６番地５

岸鉄工所

〒516-1305 度会郡南伊勢町阿曽浦２５４－１６

島津鉄工所

〒516-1534 度会郡南伊勢町古和浦２２６－１６

堀内鉄工所

〒516-1534 度会郡南伊勢町古和浦２２６－２７

長井船舶

〒516-1533 度会郡南伊勢町栃木竃２０

有限会社

贄鉄工所

〒516-1307 度会郡南伊勢町東宮豆方８６

杉久整備店

〒519-3602 尾鷲市大字天満浦１７６－６

籔谷鉄工所

〒519-3205 北牟婁郡紀北町紀伊長島区長島１９７８－８

TEL.0599-72-0470
FAX.0599-72-2409
TEL.0599-53-0263
FAX.0599-53-0263
TEL.0599-53-0784
FAX.0599-53-0784
TEL.0599-53-0387
FAX.0599-53-1495
TEL.0596-27-1586
FAX.0596-22-4460
TEL.0599-26-2818
FAX.0599-26-2820
TEL.0599-25-2710
FAX.0599-26-2859
TEL.059-228-0491
FAX.059-228-0491
TEL.0598-73-3566
FAX.0598-73-3567
TEL.0596-72-1002
FAX.0596-72-0895
TEL.0596-78-0047
FAX.0596-76-0054
TEL.0596-78-0130
FAX.0596-78-0130
TEL.0596-78-0863
FAX.0596-78-0188
TEL.0596-72-1870
FAX.0596-72-1474
TEL.0597-22-3089
FAX.0597-22-3102
TEL.0597-47-0196
FAX.0597-47-5486

有限会社

アヅマ工作所

〒519-3205 北牟婁郡紀北町紀伊長島区長島１９８０－１９

株式会社

大木電業社

〒913-0045 坂井市三国町南本町３－４－１７

有限会社

川口機械

〒919-1207 三方郡美浜町山上３－２８－１

株式会社

小浜鉄工所

〒917-0071 小浜市１番町４番３６

有限会社

松井兄弟社

〒917-0081 小浜市川崎２－３－２

有限会社

新井鉄工所

〒916-0313 丹生郡越前町新保２－１９

有限会社

鶴沢商店

〒916-0422 丹生郡越前町厨３１－１９－１

有限会社

三好鉄工

〒916-0311 丹生郡越前町梅浦第５８号１９番地１

株式会社

嶋田商会

〒910-0006 福井市中央３丁目１３番３号

TEL.0597-47-1386
FAX.0597-47-1386
mh-az@beach.ocn.ne.jp

（福井県）
TEL.0776-82-0079
FAX.0776-82-0099
info@s-marine.net
TEL.0770-38-1757
FAX.0770-38-1724
TEL.0770-52-0467
FAX.0770-53-3695
TEL.0770-52-0349
FAX.0770-53-1128
TEL.0778-37-0302
FAX.0778-37-1558
TEL.0778-37-1183
FAX.0778-37-1730
ymt7710@blue.ocn.ne.jp
TEL.0778-37-2034
FAX.0778-37-0518
TEL.0776-23-1411
FAX.0776-23-1413
info@392marina.com

