会員名簿
九州支部

会員１２９社

会員の支社、支店等２２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。

（福岡県）
富永物産株式会社
有限会社

九州事業所＊

みのしまマリン

〒811-3134 古賀市青柳２８４８
〒824-0011 行橋市大字蓑島４７０－４７

玄海ヤンマー株式会社

〒811-3512 宗像市鐘崎２３０番地５

株式会社

〒811-0104 糟屋郡新宮町的野７４１番１

筑豊製作所

三菱重工ｴﾝｼﾞﾝｼｽﾃﾑ㈱

九州工場＊

〒816-0932 大野城市瓦田４－１３－２１

キャタピラー九州株式会社

〒818-0081 筑紫野市針摺東３丁目６－１

有限会社

〒819-0201 福岡市西区宮浦１０９８番地

唐泊鉄工所

ヤマハ発動機㈱九州営業所＊

〒819-0001 福岡市西区小戸２－１１－１西福岡ﾏﾘｰﾅ内

ヤマハ発動機㈱九州営業所サービス課＊

〒819-0001 福岡市西区小戸２－１１－１西福岡ﾏﾘｰﾅ内

福岡マリンサービス株式会社

〒810-0075 福岡市中央区港２ー５ー５５

那の津エンジニアリング株式会社

〒810-0075 福岡市中央区港３ー１ー６５

有限会社

九州メンテナンス

〒810-0075 福岡市中央区港３丁目４－１８

株式会社

エンジンドック

〒811-0321 福岡市東区西戸崎二丁目２２番４８号

TEL.092-944-3211
FAX.092-944-3231
TEL.0930-22-1335
FAX.0930-22-6739
TEL.0940-62-3300
FAX.0940-62-3387
TEL.092-963-3181
FAX.092-963-3332
TEL.092-501-7500
FAX.092-574-4273
TEL.092-924-1447
FAX.092-921-2571
TEL.092-809-2523
FAX.092-809-2512
TEL.092-892-8117
FAX.092-892-8203
TEL.092-892-8117
FAX.092-892-8203
TEL.092-711-9011
FAX.092-711-9013
TEL.092-711-1065
FAX.092-711-1043
TEL.092-725-3898
FAX.092-725-3899
TEL.092-603-1331
FAX.092-603-6367

ダイハツディーゼル西日本株式会社

〒813-0034 福岡市東区多の津２丁目３－１

三菱重工ｴﾝｼﾞﾝｼｽﾃﾑ㈱

〒812-8646 福岡市博多区榎田１ー３ー６２

九州支社＊

ﾔﾝﾏｰ舶用ｼｽﾃﾑ㈱九州営業部＊

〒812-0857 福岡市博多区西月隈１ー５ー８

株式会社

とくもと

〒808-0026 北九州市若松区桜町２１ー３０

トータルマリンヤード株式会社

〒808-0027 北九州市若松区北湊町２-２３

ﾔﾝﾏｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱九州ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部＊

〒808-0027 北九州市若松区北湊町７番１号

三菱ふそうﾄﾗｯｸ・ﾊﾞｽ㈱九州ふそう北九州支店

〒803-0801 北九州市小倉北区西港町１５ー６０

ジェーエムエンジニアリング株式会社

〒800-0064 北九州市門司区松原１ー２－２

株式会社

〒801-0853 北九州市門司区東港町６ー４１

日海商事

極東工作所
株式会社

〒801-0856 北九州市門司区浜町１２番９号
中島マリン

〒839-0254 柳川市大和町中島６５３

TEL.092-622-0085
FAX.092-622-3210
TEL.092-412-8955
FAX.092-412-8958
TEL.092-441-0929
FAX.092-451-1939
TEL.093-751-0267
FAX.093-751-3389
TEL.093-752-0700
FAX.093-752-0701
TEL.093-771-3751
FAX.093-771-6232
TEL.093-581-3192
FAX.093-581-3104
TEL.093-371-6797
FAX.093-371-2745
TEL.093-331-1138
FAX.093-331-1140
nik@yacht.ocn.ne.jp
TEL.093-321-0792
FAX.093-321-0796
TEL.0944-76-0188
FAX.0944-76-4694

（山口県）
旭洋造船株式会社

〒752-0953 下関市長府港町８－７

下関ヤンマー販売株式会社

〒750-0066 下関市東大和町１丁目４番５号

昌永産業株式会社

〒750-0066 下関市東大和町２－１０－５

TEL.083-246-1365
FAX.083-245-4130
TEL.083-267-9601
FAX.083-267-9606
TEL.083-266-2105
FAX.083-267-9517
yamamoto@shoei-jp.com

有限会社

平田工業所

〒750-0086 下関市彦島塩浜町１ー２ー１６

新興ディーゼル株式会社

〒750-0075 下関市彦島江の浦町６ー１－１５

MHI 下関エンジニアリング株式会社

〒750-8505 下関市彦島江の浦町６ー１６－１

サンセイ株式会社

〒750-0074 下関市彦島本村町３ー５ー１

下関工場

TEL.083-267-0613
FAX.083-267-4269
TEL.083-266-7423
FAX.083-266-7347
TEL.083-267-1903
FAX.083-267-5465
TEL.083-267-3525
FAX.083-267-5550

（佐賀県）
有限会社

諸石鉄工所

〒848-0043 伊万里市瀬戸町２２６９－２９

株式会社

長谷川鉄工

〒849-1105 杵島郡白石町大字遠江６１４４番地８

株式会社

フカガワ

〒840-2102 佐賀市諸富町大字為重１７２１

株式会社

野口商会

〒840-2212 佐賀市川副町犬井道４３４９－２

株式会社

旭

〒849-1311 鹿島市大字高津原４０７２番地１

株式会社

丸友機工

〒847-0124 唐津市浦黒崎５１４４-１７

金子鉄工所

〒849-1613 藤津郡太良町大浦亀之浦

竹島鉄工所

〒849-1600 藤津郡太良町大浦竹崎

TEL.0955-22-3076
FAX.0955-22-3098
TEL.0952-84-5553
FAX.0952-84-2439
TEL.0952-47-2011
FAX.0952-47-5782
TEL.0952-45-1655
FAX.0952-45-2727
TEL.0954-62-2211
FAX.0954-62-2214
TEL.0955-74-1023
FAX.0955-58-9815
TEL.0954-68-2344
FAX.0954-68-2462
TEL.0954-68-3194
FAX.0954-68-2757

（長崎県）
共同マリンディーゼル

〒811-5461 壱岐市芦辺町瀬戸浦大久保３４５８

有限会社

〒811-5122 壱岐市郷ノ浦町大原触５０５－４

ハラダ

TEL.0920-45-2790
FAX.0920-45-1885
TEL.0920-47-0951
FAX.0920-47-0952

田村工業

〒811-5501 壱岐市勝本町勝本浦５７５番７

米倉機械

〒811-5533 壱岐市勝本町新城西１０４６

有限会社

共栄ディーゼル商会

〒811-5532 壱岐市勝本町大久保触９５２

江川機械サービス

〒811-5544 壱岐市勝本町布気触９３３－７

新マルモ造船株式会社

〒811-5545 壱岐市勝本町本宮南触５６９番地

百崎鉄工

〒811-5214 壱岐市石田町印通寺浦２１１

キャタピラー九州㈱

長崎支店＊

〒854-0065 諌早市津久葉町６２－１７

江頭鉄工所

〒853-0501 五島市玉之浦町荒川２８３番地

北川エンジンサービス

〒853-2201 五島市奈留町浦１５５－８

ﾔﾝﾏｰ舶用ｼｽﾃﾑ㈱九州営業部福江ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ＊

〒853-0007 五島市福江町１１９０－８

ディーゼルサービス都々木

〒853-0007 五島市福江町１１９０－８

大浜鉄工所

〒857-4901 佐世保市宇久町平３１０４－５２

前畑造船株式会社

〒857-0852 佐世保市干尽町６番地の３

江口舶用機械

〒858-0922 佐世保市鹿子前町１１９３番地２

有限会社

生月鉄工所

〒857-0413 佐世保市小佐々町楠泊１８４７－１７

有限会社

末竹機械店

〒857-1231 佐世保市船越町９５０－１

ﾔﾝﾏｰ舶用ｼｽﾃﾑ㈱九州営業部佐世保営業所＊

〒857-0877 佐世保市万津町５番１１号

TEL.09204-2-1234
FAX.09204-2-2218
TEL.0920-42-0532
FAX.0920-42-0532
TEL.09204-2-1066
FAX.09204-2-1086
TEL.09204-3-0224
FAX.09204-3-0957
TEL.0920-43-0123
FAX.0920-43-0469
TEL.09204-4-5466
FAX.09204-4-5384
TEL.0957-25-2500
FAX.0957-25-2645
TEL.0959-88-2017
FAX.0959-88-2030
TEL.0959-64-3450
FAX.0959-64-2524
TEL.0959-75-0151
FAX.0959-75-0150
TEL.0959-72-5700
FAX.0959-72-6122
TEL.0959-57-2165
FAX.0959-57-2478
TEL.0956-31-5126
FAX.0956-31-5196
TEL.0956-28-1398
FAX.0956-28-1398
TEL.0956-41-5550
FAX.0956-69-3994
TEL.0956-28-1283
FAX.0956-28-1267
TEL.0956-23-3121
FAX.0956-23-3124

株式会社ホーセイ

〒857-0063 佐世保市立神町２３－１７

北松鉄工株式会社

〒859-4528 松浦市今福町浦免４４４－６

西海ディーゼル機工株式会社

〒857-2307 西海市大瀬戸町瀬戸福島郷１５７３ー５

有限会社

ひらやま

〒817-0032 対馬市厳原町久田７８８ー３３

株式会社

畑島

〒817-0024 対馬市厳原町大手橋１２１５

株式会社

相庭商店

〒817-2243 対馬市上対馬町芦見５７９－４

西泊鉄工所

〒817-1703 対馬市上対馬町西泊１３４－２

江見船舶機工

〒817-1701 対馬市上対馬町比田勝４５７

増田産業有限会社

〒817-0322 対馬市美津島町大字鶏知乙６５１－５

有限会社

〒817-1412 対馬市峰町佐賀１６－４５

鍵本鐵工

長崎マリンディーゼル株式会社

〒852-8003 長崎市旭町２番１４号

山田鉄工株式会社

〒852-8003 長崎市旭町３番２２号

有限会社

〒852-8003 長崎市旭町８番８号

福田工作所

ﾔﾝﾏｰ舶用ｼｽﾃﾑ㈱九州営業部長崎支店＊

〒851-2211 長崎市京泊２－８－３６

長崎マリンサービス株式会社

〒851-2211 長崎市京泊２－８－６

白濱内燃機工作所

〒851-2201 長崎市畦町１１５１

TEL.0956-25-2311
FAX.0956-22-1711
TEL.0956-74-0053
FAX.0956-74-1119
TEL.0959-22-0137
FAX.0959-22-0555
TEL.0920-52-2467
FAX.0920-52-0723
TEL.0920-52-0308
FAX.0920-52-1626
TEL.0920-87-0326
FAX.0920-87-0328
TEL.0920-86-2303
FAX.0920-86-2350
TEL.0920-86-4115
FAX.0920-86-4109
TEL.09205-4-2001
FAX.09205-4-3126
TEL.0920-82-0020
FAX.0920-82-0351
TEL.095-862-2141
FAX.095-862-0650
TEL.095-861-1104
FAX.095-861-1105
TEL.095-861-3403
FAX.095-861-3492
TEL.095-860-1271
FAX.095-860-1272
TEL.095-814-1236
FAX.095-814-1228
info@nmsco.co.jp
TEL.095-850-0620
FAX.095-850-0603

株式会社

井筒造船所

有限会社

永田工業

有限会社

浜崎工業

〒850-0952 長崎市戸町４丁目 11 番 11 号

扶桑工業株式会社
キヨウワエンジニアリング株式会社
有限会社

橘ヤンマー

三菱重工ｴﾝｼﾞﾝｼｽﾃﾑ㈱

長崎営業所＊

新長ドック株式会社
崎永海運株式会社

長崎造船株式会社
島原ドック協業組合
有限会社

東海ディーゼル商会

三西工業有限会社
金子造船鉄工
平戸鉄工造船株式会社
有限会社

松山マリン機工

TEL.095-878-3273
FAX.095-878-7224
otoiawase@izutsu-zousen.co.jp
〒850-0077 長崎市小瀬戸町８０９－３７
TEL.095-865-6581
FAX.095-865-6582
〒850-0962 長崎市新小が倉１－１４－２３
TEL.095-878-5450
FAX.095-878-5476
〒850-0078 長崎市神ノ島町３丁目５２６番地１８
TEL.095-865-3242
FAX.095-865-3252
〒850-0985 長崎市平瀬町１－８
TEL.095-878-5613
FAX.095-879-2705
〒851-0241 長崎市茂木町７５－８
TEL.095-836-2910
FAX.095-836-2836
〒850-0936 長崎市浪の平町４－１１
TEL.095-822-7700
FAX.095-822-7771
〒850-0936 長崎市浪の平町４番１８号
TEL.095-826-2100
FAX.095-826-2222
〒850-0936 長崎市浪の平町４番１１号
TEL. 095-825-8343
FAX. 095-825-8097
hashida@sakinaga.co.jp
〒850-0936 長崎市浪の平町４番２号
TEL.095-826-0191
FAX.095-823-5022
〒855-0823 島原市湊町５番地２
TEL.0957-63-3851
FAX.0957-62-7006
〒857-4513 南松浦郡新上五島町丸尾郷２３９－６
TEL.0959-54-1653
FAX.0959-54-2653
〒857-4404 南松浦郡新上五島町青方郷１８０５－１
TEL.0959-52-3825
FAX.0959-52-8089
〒859-2212 南島原市西有家町須川６５９－１５
TEL.0957-82-2680
FAX.0957-82-1606
〒859-5152 平戸市鏡川町１２７２番地
TEL.0950-22-2115
FAX.0950-22-4722
〒859-5533 平戸市志々伎町１８５７－１
TEL.0950-27-0218
FAX.0950-27-0184

有限会社

石原機工

〒859-5703 平戸市生月町里免３２９７番

大島自動車整備工場

〒859-5803 平戸市大島村西宇戸１７２０

有限会社

〒859-5512 平戸市津吉町６７６

オジカ鉄工

小値賀ダイヤ

〒857-4701 北松浦郡小値賀町笛吹郷１３６１

愛機工業所

〒857-4701 北松浦郡小値賀町笛吹郷１６１６－３

有限会社

坂井機械店

〒857-4701 北松浦郡小値賀町笛吹郷１８５５

TEL.0950-53-1060
FAX.0950-53-0676
TEL.0950-55-2482
FAX.0950-55-2186
TEL.0950-27-0086
FAX.0950-27-1055
TEL.0959-56-3697
FAX.0959-56-2115
TEL.0959-56-2344
FAX.0959-56-2344
TEL.0959-56-2604
FAX.0959-56-3375

（大分県）
株式会社

オオツカデイゼル

臼杵工場＊

〒875-0002 臼杵市大字下ノ江１２８４番地

ﾔﾝﾏｰ舶用ｼｽﾃﾑ㈱九州営業部杵築営業所＊

〒873-0033 杵築市大字守江４７８０－８６

ﾔﾝﾏｰ舶用ｼｽﾃﾑ㈱九州営業部東九州支店＊

〒876-0801 佐伯市葛港町３５３５番地２８

東和工機

〒876-1101 佐伯市狩生３１７６番地１

有限会社

和栄ディーゼル

〒876-0004 佐伯市大字荒網代浦９０８番地

豊後内燃機工業有限会社

〒876-0012 佐伯市大字鶴望４６０１番地３

共栄船渠株式会社

〒876-0012 佐伯市大字鶴望４６６５番地

株式会社

OSR 大分船舶

〒879-1505 速見郡日出町大字川崎３４２６－３

株式会社

オカモト

〒870-0941 大分市下郡工業団地

TEL.0972-67-2011
FAX.0972-67-2014
TEL.0978-66-1280
FAX.0978-66-1290
TEL.0972-22-5911
FAX.0972-24-1371
TEL.0972-27-6722
FAX.0972-27-8030
TEL.0972-22-9233
FAX.0972-22-9233
TEL.0972-22-2311
FAX.0972-22-2312
TEL.0972-22-8646
FAX.0972-23-4589
TEL.0977-72-7181
FAX.0977-72-6390
TEL.0975-69-5555
FAX.0975-67-0404

株式会社

オオツカデイゼル

〒870-0901 大分市西新地１丁目１番３２号

株式会社

マリン興業

〒870-1113 大分市中判田１７６５－１

東九州ディーゼル株式会社

〒870-0921 大分市萩原一丁目１７番２５号

有限会社

〒871-0056 中津市片端町１３４２番地

姫野鐵工所

TEL.097-558-9271
FAX.097-558-3931
otsuka@otsuka-diesel.co.jp
TEL.0975-97-1037
FAX.0975-97-1037
TEL.097-558-6388
FAX.097-558-6397
TEL.0979-22-1815
FAX.0979-22-1813

（熊本県）
正垣機械工業有限会社

〒869-3207 宇城市三角町大字三角浦３０８

株式会社 篠﨑造船鉄工所

〒869-3205 宇城市三角町波多２８４番地

近藤鉄工所株式会社

〒869-3205 宇城市三角町波多４２５８

株式会社

〒861-5288 熊本市西区西松尾町４４１０番地６

坂井商会

熊本ヤマハ株式会社

〒861-4106 熊本市南区南高江３－２－１

株式会社

あまくさマリーナ

〒861-6101 上天草市松島町阿村５１９１

有限会社

森内鉄工所

〒869-3602 上天草市大矢野町上７０７番地１５

有限会社

坂田鉄工

〒869-3603 上天草市大矢野町中７０８０

中本鉄工所

〒866-0201 上天草市龍ヶ岳町大道２１５７ー１

浜崎鉄工株式会社

〒866-0203 上天草市龍ヶ岳町樋島３９５－２

有限会社

〒863-2507 天草郡苓北町富岡２５４５

富岡鉄工所

TEL.0964-52-2617
FAX.0964-52-2619
TEL.0964-52-2703
FAX.0964-52-2705
TEL.0964-52-2027
FAX.0964-53-0336
TEL.096-319-4455
FAX.096-329-2048
TEL.096-358-2001
FAX.096-357-5823
TEL.0969-56-2466
FAX.0969-56-2493
TEL.0964-56-0207
FAX.0964-56-4912
TEL.0964-57-0428
FAX.0964-57-0432
TEL.0969-63-0313
FAX.0969-63-0133
TEL.0969-62-0585
FAX.0969-62-0536
TEL.0969-35-0022
FAX.0969-35-2441

合資会社

鳥嶋鉄工所

〒863-1901 天草市牛深町２２８６

戸川鉄工所
合資会社

〒863-1901 天草市牛深町２６９５－５
小園機械店

〒863-1901 天草市牛深町大池田１５３８－３１

浜本鉄工所株式会社

〒866-0313 天草市御所浦町３５２６の３

有限会社

〒863-0042 天草市瀬戸町４９番地の１１

マリンテック・イリフネ

舩本鉄工所

〒863-0102 天草市新和町大多尾３６０１－１２

中村鉄工所

〒861-6403 天草市倉岳町宮田２４１９

有限会社

糸田鉄工所

〒863-0044 天草市楠浦町１０４４６ー３４

鬼塚鉄工所

〒863-0044 天草市楠浦町錦島六番地

TEL.09697-2-2572
FAX.09697-2-2295
TEL.0969-73-2843
FAX.0969-73-3855
TEL.0969-73-3177
FAX.0969-73-3178
TEL.0969-67-3331
FAX.0969-67-3378
TEL.0969-23-3071
FAX.0969-23-3248
TEL. 0969-46-3860
FAX. 0969-46-2733
TEL.0969-64-2043
FAX.0969-64-3726
TEL.0969-22-3430
FAX.0969-24-2221
TEL.0969-22-3974
FAX.0969-22-3974

（宮崎県）
三菱重工ｴﾝｼﾞﾝｼｽﾃﾑ㈱
有限会社

日豊営業所＊

小野鉄工所

〒882-0856 延岡市出北４－３１９７－１
〒882-0096 延岡市島浦町８の１７

共栄マリン株式会社

〒882-0872 延岡市愛宕町３丁目６２番地

ﾔﾝﾏｰ舶用ｼｽﾃﾑ㈱九州営業部東九州支店宮崎営
業所＊
有限会社 深鉄工所

〒880-0855 宮崎市田代町１７０番１

ﾔﾝﾏｰ舶用ｼｽﾃﾑ㈱九州営業部東九州支店宮崎県
北営業所＊

〒889-0603 東臼杵郡門川町大字加草８５ー１

〒889-0605 東臼杵郡門川町庵川西２－７０

TEL.0982-33-3872
FAX.0982-35-2165
TEL.0982-43-0778
FAX.0982-43-0884
TEL. 0982-21-2951
FAX. 0982-21-2969
TEL.0985-26-2031
FAX.0985-27-1942
TEL.0982-63-0120
FAX.0982-63-5332
TEL.0982-63-6933
FAX.0982-63-6852

二宮鉄工所
有限会社

〒889-0621 東臼杵郡門川町大字門川尾末８５２９－２
大野機工

〒889-0611 東臼杵郡門川町尾末９０９８－５７

ＮＡＹＡ・ＴＥＳ

〒887-0002 日南市西町２丁目７－１６

有限会社

〒889-3204 日南市南郷町中村乙４８６２ー２

鬼束ディーゼル機工

TEL.0982-63-1014
FAX.0982-63-5400
TEL.0982-63-0031
FAX.0982-63-0082
TEL.0987-23-9718
FAX.0987-23-9717
TEL.0987-64-1705
FAX.0987-64-3884

（鹿児島県）
有限会社

内倉鉄工所

〒896-0036 いちき串木野市浦和町５５

有限会社

日進工業所

〒896-0034 いちき串木野市小瀬町１４２

平谷船舶工業有限会社

〒896-0054 いちき串木野市日出町１２８

ﾔﾝﾏｰ舶用ｼｽﾃﾑ㈱九州営業部阿久根営業所＊

〒899-1623 阿久根市港町２番地

有限会社

〒891-0515 指宿市山川小川１１８８－２

中村ｴﾝｼﾞﾝｻｰﾋﾞｽ

山川造船鉄工株式会社

〒891-0511 指宿市山川福元５７６３

株式会社

〒890-0073 鹿児島市宇宿２ー５ー１３

菊川鉄工

ﾔﾝﾏｰ舶用ｼｽﾃﾑ㈱九州営業部鹿児島支店＊

〒891-0132 鹿児島市七ッ島１ー４ー１３

株式会社

〒891-0131 鹿児島市谷山港２－１７

なんきゅうドック

三菱重工ｴﾝｼﾞﾝｼｽﾃﾑ㈱
マルセ工販株式会社

九州支社南九州支店＊

〒891-0131 鹿児島市谷山港２ー５ー９
〒891-0122 鹿児島市南栄５ー１０ー７

TEL.0996-32-3905
FAX.0996-32-7610
TEL.0996-32-2843
FAX.0996-32-8014
TEL.0996-32-5884
FAX.0996-32-9831
TEL.0996-72-2511
FAX.0996-73-1400
TEL.0993-35-3278
FAX.0993-35-3278
TEL.0993-34-1131
FAX.0993-35-3162
TEL.099-258-1231
FAX.099-256-7212
TEL.099-261-1743
FAX.099-261-1694
TEL.099-261-3751
FAX.099-261-3752
TEL.099-284-2010
FAX.099-261-1411
TEL.099-267-5151
FAX.099-268-0252

ﾔﾝﾏｰ舶用ｼｽﾃﾑ㈱九州営業部垂水営業所＊

〒891-2124 垂水市錦江町７番１

TEL.0994-32-5300
FAX.0994-32-5497

