会員名簿
四国支部

会員５５社

会員の支社、支店等８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。

（徳島県）
有限会社

河野工業

〒779-1103 阿南市羽ノ浦町春日野１番地５７３

有限会社

桑村鉄工所

〒774-0042 阿南市横見町上木戸２７

有限会社

本城工業

〒774-0023 阿南市橘町豊浜３６番地の４

村田鉄工所

〒774-0006 阿南市黒津地町山下２７

有限会社

〒779-1740 阿南市椿泊町小吹川原５１-２５

中川鉄工所

豊田鉄工有限会社

〒779-2103 海部郡美波町西の地字西地６－２

株式会社

〒771-1156 徳島市応神町応神産業団地 11-13 ﾊｲﾃｸﾗﾝﾄﾞ

大正鉄工所

阿波ヤンマー株式会社

〒770-8001 徳島市津田海岸町５番５１号

原田ディーゼル

〒772-0035 鳴門市大津町矢倉字南４１ー９

四国機器㈱

〒772-0035 鳴門市大津町矢倉中ノ越１６

徳島支店＊

大鳴マリーナ有限会社

〒772-0052 鳴門市鳴門町三ッ石字八軒浜９２番地

TEL.0884-44-4272
FAX.0884-44-4272
TEL.0884-22-5218
FAX.0884-22-7880
TEL.0884-27-2000
FAX.0884-27-0958
TEL.0884-22-0756
FAX.0884-22-4548
TEL.0884-33-1019
FAX.0884-33-1019
TEL.0884-78-0004
FAX.0884-78-0048
TEL.088-641-3879
FAX.088-641-3893
TEL.088-663-1161
FAX.088-663-9212
TEL.0886-86-9709
FAX.0886-86-3567
TEL.0886-85-3915
FAX.0886-85-0166
TEL.088-687-1108
FAX.088-687-2692

（香川県）
株式会社

三好鉄工所

〒768-0071 観音寺市伊吹町２３８

TEL.0875-29-2406
FAX.0875-29-2905

讃岐ヤンマー販売株式会社

〒763-0011 丸亀市富士見町５丁目２番地５

有限会社

T.V.C.サービス

〒761-3110 香川郡直島町４７７１－５

株式会社

大高商会

〒760-0038 高松市井口町２番地６

四国機器株式会社

〒760-8518 高松市観光通２丁目２番１５号

有限会社

〒761-8012 高松市香西本町１番地３０

三和船舶産業

ﾔﾝﾏｰ舶用ｼｽﾃﾑ㈱中四国営業部高松支店＊

〒769-0101 高松市国分寺町新居５０８ー２

四国機器㈱建設機械・発動機ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ＊

〒761-0102 高松市新田町甲１５－１

東洋エンジニアリング株式会社

〒761-8075 高松市多肥下町１５６１－１５

中幸内燃機工業株式会社

〒760-0066 高松市福岡町３－１６－１１

有限会社

新田鉄工所

〒762-0052 坂出市沖の浜１番５９号

有限会社

協和エンジニアリング

〒769-1101 三豊市詫間町詫間６８２９ー８

香川船渠株式会社

〒761-4432 小豆郡小豆島町草壁本町２２０－１６

飛多熔接鉄工所

〒761-4100 小豆郡土庄町甲２１５２の１

有限会社

〒761-4145 小豆郡土庄町大部甲３２４６－４２

山地鐵工所

香川西部ヤンマー販売株式会社

〒764-0001 仲多度郡多度津町東新町９ー１３

TEL.0877-22-2906
FAX.0877-24-4082
TEL.087-892-4015
FAX.087-892-2965
TEL.087-851-3888
FAX.087-851-3884
TEL.087-836-0365
FAX.087-836-0386
TEL.087-882-2453
FAX.087-882-8021
TEL.087-874-9111
FAX.087-874-9119
TEL.087-844-4070
FAX.087-843-3229
TEL.087-866-8963
FAX.087-866-8994
info@toyoe.jp
TEL.087-821-1622
FAX.087-822-7402
TEL.0877-46-4463
FAX.0877-46-5847
TEL.0875-83-6636
FAX.0875-83-7207
TEL.0879-82-1056
FAX.0879-82-5672
TEL.0879-62-0349
FAX.0879-62-2238
TEL.0879-67-2160
FAX.0879-67-2823
TEL.0877-33-2355
FAX.0877-33-0585

（愛媛県）
有限会社
四国機器㈱

南予ディーゼル
宇和島営業所＊

〒798-0087 宇和島市坂下津甲３８１－１７３
〒798-0101 宇和島市三浦東６７６

ﾔﾝﾏｰ舶用ｼｽﾃﾑ㈱中四国営業部宇和島営業所＊

〒798-0101 宇和島市三浦東１３４１－１

有限会社

〒798-0007 宇和島市寿町２丁目７番６号

大濱漁業㈱

河野工作所
宇和島鉄工所

〒798-0003 宇和島市住吉町３ー１ー２１

株式会社

山口パ－ツ

〒798-0002 宇和島市大浦甲１９５９

有限会社

岡森鉄工所

〒798-0005 宇和島市築地町１ー６ー１３

ダイハツディーゼル四国株式会社

〒794-0007 今治市近見町三丁目６番４２号

加計鉄工所

〒794-0064 今治市小泉５－７－１３

寺尾鉄工所

〒794-0005 今治市大新田町２－１－１２

株式会社

〒799-2112 今治市波止浜４－１－１５

新来島どっく

伯方ディーゼル株式会社

〒794-2305 今治市伯方町木浦甲１４４０

今治ヤンマー株式会社

〒799-1503 今治市富田新港１－２－６

四国機器㈱

今治営業所＊

〒799-1503 今治市富田新港１丁目２番１

四国建設機械販売株式会社

〒791-0054 松山市空港通６丁目１０－１

TEL.0895-22-3345
FAX.0895-22-4587
TEL.0895-30-2580
FAX.0895-30-2581
TEL.0895-29-0012
FAX.0895-29-0038
TEL.0895-22-1456
FAX.0895-24-1612
TEL.0895-25-5595
FAX.0895-24-5984
uwajima-tetsukou@tune.ocn.ne.jp
TEL.0895-22-8457
FAX.0895-25-6868
TEL.0895-25-2355
FAX.0895-25-7780
TEL.0898-23-6724
FAX.0898-31-5756
TEL.0898-35-0150
FAX.0898-35-0151
TEL.0898-22-6617
FAX.0898-35-2510
TEL.0898-41-9201
FAX.0898-41-5842
TEL.0897-72-1788
FAX.0897-72-3373
TEL.0898-47-4105
FAX.0898-47-4555
TEL.0898-48-3585
FAX.0898-48-3441
TEL.089-972-1482
FAX.089-973-1760

小池鉄工所

〒791-8061 松山市三津１丁目８－２６

ﾔﾝﾏｰ舶用ｼｽﾃﾑ㈱中四国営業部松山営業所＊

〒791-8062 松山市住吉１丁目６－３６

有限会社

河本船舶鉄工所

〒791-8062 松山市住吉１丁目７－２３

有限会社

山本船舶鉄工所

〒791-8086 松山市辰己町５番１４号

濱田電機鐵工株式会社

〒796-0909 西予市三瓶町安土４７７ー１０

有限会社

〒796-0912 西予市三瓶町蔵貫浦７８８の１

浅野製作所

谷口工業
有限会社

〒797-0113 西予市明浜町狩浜
宮崎鉄工所

林マリンサービス

〒796-0001 八幡浜市向灘３０８１番地の４
〒796-0202 八幡浜市保内町宮内２－６６－７

TEL.089-951-0658
FAX.089-951-6002
TEL.089-953-1500
FAX.089-953-1505
TEL.0899-52-6492
FAX.0899-52-6492
kawamoto.nrc@mopera.net
TEL.0899-52-3444
FAX.0899-52-6745
TEL.0894-33-1121
FAX.0894-33-3322
TEL.0894-34-0330
FAX.0894-34-0744
TEL.0894-65-1018
FAX.0894-65-1019
TEL.0894-22-1997
FAX.0894-22-1715
TEL.0894-36-2154
FAX.0894-36-2154

（高知県）
株式会社

カゴオ

〒781-6402 安芸郡奈半利町乙８８３

有限会社 海洋産業

〒781-0113 高知市種崎２４０番地１

有限会社

アズマ機工

〒781-0113 高知市種崎２６４番地

有限会社

西尾鉄工所

〒781-0112 高知市仁井田４３４９番地

谷工業

〒780-8016 高知市南の丸町５－１４

南海ヤンマーディーゼル販売株式会社

〒781-5101 高知市布師田３９７８－６

TEL.0887-38-3615
FAX.0887-38-7162
TEL.088-847-1535
FAX.088-847-1538
TEL.088-847-2100
FAX.088-847-1089
TEL.0888-47-0841
FAX.0888-47-0842
TEL.088-831-2898
FAX.088-831-8523
TEL.088-846-1281
FAX.088-846-1149

有限会社

土佐ヤンマー

〒781-7101 室戸市室戸岬町４０７２－４

有限会社

中村内燃機

〒781-7101 室戸市室戸岬町５４０６番地

栄山技研
有限会社

〒788-0034 宿毛市大深浦１３０－５
吉野工作所

〒785-0003 須崎市新町２丁目４－２９

大新舶用サービス

〒787-0326 土佐清水市本町１番５号

四国機器㈱

〒783-0092 南国市田村町乙２０２３－３

高知ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ＊

TEL.0887-22-0419
FAX.0887-22-1957
TEL.0887-22-0135
FAX.0887-23-2650
TEL.0880-65-5885
FAX.0880-65-5886
TEL.0889-42-2385
FAX.0889-42-2386
TEL.0880-82-1102
FAX.0880-82-1803
TEL.088-864-4911
FAX.088-864-4914

