会員名簿
中国支部

会員５１社

会員の支社、支店等９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。

（鳥取県）
株式会社

福栄

〒684-0034 境港市昭和町５番地６

有限会社

マリーナ工業

〒684-0034 境港市昭和町６－５番地

スター工業有限会社

〒684-0034 境港市昭和町６番地６

三菱重工ｴﾝｼﾞﾝｼｽﾃﾑ㈱ 山陰営業所＊

〒684-0001 境港市清水町８６３

ﾔﾝﾏｰ舶用ｼｽﾃﾑ㈱中四国営業部山陰支店＊

〒684-0046 境港市竹内団地１２７番地

長門船舶工業有限会社

〒684-0014 境港市入船町２番地１３

有限会社

〒684-0014 境港市入船町２番地６

旭鉄工所

共和水産株式会社

〒684-0002 境港市弥生町１１０番地

ﾔﾝﾏｰ舶用ｼｽﾃﾑ㈱中四国営業部鳥取営業所＊

〒680-0906 鳥取市港町１０番地２

TEL.0859-44-3555
FAX.0859-21-7782
TEL.0859-44-6264
FAX.0859-44-6274
TEL.0859-44-1195
FAX.0859-42-6607
TEL.0859-44-3118
FAX.0859-44-3119
TEL.0859-45-4811
FAX.0859-45-4817
TEL.0859-44-2471
FAX.0859-44-2551
nagatosenpaku-1974@triton.ocn.ne.jp
TEL.0859-44-7131
FAX.0859-42-6898
TEL.0859-44-2871
FAX.0859-44-0474
TEL.0857-28-1010
FAX.0857-28-2664

（島根県）
秋鹿鉄工所

〒685-0012 隠岐郡隠岐の島町東町字風早２５

有限会社

やまき鉄工所

〒684-0211 隠岐郡西ノ島町浦郷５３８

有限会社

近藤鉄工

〒684-0303 隠岐郡西ノ島町大字美田３５２３－６

TEL.08512-2-2332
FAX.08512-2-2332
TEL.08514-6-0639
FAX.08514-6-1800
TEL.08514-6-1331
FAX.08514-6-1332

有限会社

エトア

〒690-0025 松江市八幡８８０番地１３

有限会社

大新

〒690-0025 松江市八幡町７８１番地１

有限会社

作野鉄工所

〒690-1311 松江市美保関町七類１２１５

有限会社

船舶サービス

〒690-1312 松江市美保関町森山７２０－１

有限会社

原舶用工業

〒699-2301 大田市仁摩町仁万１９８７－４８

有限会社

本国船舶工業所

〒699-2301 大田市仁摩町大字仁万町１９８７－７２

ﾔﾝﾏｰ舶用ｼｽﾃﾑ㈱中四国営業部浜田ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
＊

〒697-0017 浜田市原井町３０２５

TEL.0852-37-1714
FAX.0852-37-1714
TEL.0852-37-1119
FAX.0852-37-1122
daishin@mable.ne.jp
TEL.0852-72-2541
FAX.0852-72-2958
TEL.0852-72-3504
FAX.0852-72-2451
TEL.0854-88-2833
FAX.0854-88-3832
TEL.08548-8-2747
FAX.08548-8-2556
TEL.0855-23-5950
FAX.0855-22-5174

（岡山県）
ﾔﾝﾏｰ舶用ｼｽﾃﾑ㈱中四国営業部岡山営業所＊

〒702-8006 岡山市中区藤崎５６８－１６

黒潮マリン工業株式会社

〒712-8055 倉敷市南畝１丁目９番２２号

東備ヤンマー株式会社

〒701-3204 備前市日生町日生２４１－１２８

有限会社

〒701-3204 備前市日生町日生６３９－３７

松木鉄工所

那須工業有限会社

〒701-3204 備前市日生町日生６４８－２９

TEL.086-274-0585
FAX.086-274-0646
TEL.086-455-5944
FAX.086-455-6022
TEL.0869-72-2345
FAX.0869-72-3562
TEL.0869-72-3311
FAX.0869-72-3366
TEL.0869-72-3003
FAX.0869-72-3018

（広島県）
山本造船株式会社

〒737-1216 呉市音戸町田原３丁目１－３

有限会社

〒737-1214 呉市音戸町藤脇３丁目４番１号

安芸鉄工所

TEL.0823-51-2302
FAX.0823-52-2890
TEL.0823-56-0023
FAX.0823-56-1116

株式会社

呉ダイヤ

〒737-0823 呉市海岸４丁目７番１号

株式会社

神田造船所

〒737-2607 呉市川尻町東２ー１４－２１

有限会社

梅本鉄工所

〒737-1377 呉市倉橋町１１８９７番地の２５

ﾔﾝﾏｰ舶用ｼｽﾃﾑ㈱中四国営業部広島支店＊

〒731-5145 広島市佐伯区隅の浜３ー１ー３１

ヤマハ発動機㈱国内ﾏﾘﾝ事業部西日本営業所
中四国販売中国＊
ヤマハ発動機㈱国内ﾏﾘﾝ事業部西日本営業所
中四国ｻｰﾋﾞｽ課＊
三菱重工ｴﾝｼﾞﾝｼｽﾃﾑ㈱ 広島営業所＊

〒733-0036 広島市西区観音新町４－１４－６

株式会社

新来島宇品どっく

〒734-0016 広島市南区宇品町金輪３８４

株式会社

広島ヤンマー商事

〒734-0012 広島市南区元宇品町４１ー２５

株式会社

江田島造船所

〒737-2121 江田島市江田島町小用３－１７－１５

有限会社

藤田鉄工所

〒725-0025 竹原市塩町１丁目６－２０

〒733-0036 広島市西区観音新町４－１４－６
〒730-0837 広島市中区江波沖町５番２７号

本庄鉄工有限会社

〒739-2402 東広島市安芸津町三津無番地

石田造船株式会社

〒722-2322 尾道市因島三庄町字宝崎２９３１ー４

西日本エンジンサービス株式会社

〒722-2102 尾道市因島重井町５４８９－１１

株式会社

三和ドック

〒722-2193 尾道市因島重井町６００番地

有限会社

福治鉄工所

〒722-2324 尾道市因島田熊町４１８２－３

TEL.0823-24-9345
FAX.0823-24-9348
TEL.0823-87-4000
FAX.0823-87-3800
TEL.0823-54-1243
FAX.0823-54-1243
TEL.082-923-4136
FAX.082-923-0668
TEL.082-532-8520
FAX.082-291-0270
TEL.082-532-8522
FAX.082-291-0270
TEL.082-503-1061
FAX.082-503-1065
TEL.082-885-2102
FAX.082-885-3175
TEL.082-253-1151
FAX.082-253-1154
TEL.0823-42-1311
FAX.0823-42-1315
TEL.0846-22-0785
FAX.0846-22-6510
TEL.0846-45-0333
FAX.0846-45-5393
TEL.0845-22-0482
FAX.0845-22-2325
TEL.0845-24-3456
FAX.0845-24-2503
TEL.0845-26-1111
FAX.0845-26-1000
TEL.0845-22-0891
FAX.0845-22-0891

内海産業株式会社

〒722-2324 尾道市因島田熊町５４３７－８

向島ドック株式会社

〒722-8605 尾道市向島町８６４番地の１

向島造機株式会社

〒722-0073 尾道市向島町外新開９９５４－３

有限会社

〒722-0062 尾道市向東町１４７４５－４５

みたに

上本鉄工所

〒722-0062 尾道市向東町歌１２６７２

株式会社

〒722-0052 尾道市山波町３０５４－８

高升船舶工業

内海造船株式会社

〒722-2493 尾道市瀬戸田町沢２２６ー６

有限会社

〒722-0004 尾道市正徳町２６－２

瀬戸鉄工所

三栄工業株式会社
大雄興業株式会社

〒722-0051 尾道市東尾道１０－１
福山工場

〒721-0942 福山市引野町沖浦５７８８番地

共和工業株式会社

〒721-0957 福山市箕島町南丘３９９－４７

本瓦造船株式会社

〒720-0202 福山市鞆町後地１７１７番地

TEL.0845-22-1874
FAX.0845-22-2916
TEL.0848-44-0001
FAX.0848-44-0002
TEL.0848-44-0600
FAX.0848-44-0604
soumu.002@m-zoki.ecnet.jp
TEL.0848-44-3030
FAX.0848-45-3411
tukumo@onomichi-mitani.co.jp
TEL.0848-44-0679
FAX.0848-44-0726
TEL.0848-46-0891
FAX.0848-46-2023
Kazuki-takamasu@sirius.ocn.ne
.jp
TEL.0845-27-2111
FAX.0845-27-2895
TEL.0848-22-5641
FAX.0848-22-8557
setotekkou@kib.biglobe.ne.jp
TEL.0848-20-3500
FAX.0848-20-3511
TEL.084-943-2222
FAX.084-943-0838
TEL.084-954-5860
FAX.084-954-5863
TEL.0849-82-2500
FAX.0849-82-1230

（山口県）
株式会社

新笠戸ドック

〒744-0001 下松市大字笠戸島２９－１２０

TEL.0833-52-0127
FAX.0833-52-1125

西山鉄工所

〒742-1402 熊毛郡上関町大字長島６０４番地

有限会社

〒742-1402 熊毛郡上関町長島５７－５

松本鐵工所

山田鉄工所

〒759-3611 萩市大井１７５０－５

有限会社

笹部鉄工

〒758-0063 萩市大字山田５３１０番１４

株式会社

中村造船鉄工所

〒742-1353 柳井市阿月１０２０－１

TEL.0820-62-0007
FAX.0820-62-0890
TEL.0820-62-0048
FAX.0820-62-1620
TEL.0838-28-0023
FAX.0838-28-0089
TEL.0838-22-2305
FAX.0838-22-2305
TEL.0820-27-0311
FAX.0820-27-0224

