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電話番号 E-mail

北海道 佐々木造船所 余市郡余市町港町39-1 0135-22-5630

北海道 中島造船所 余市郡余市町梅川町501 0135-23-2880 nakajimazousen501（アットマーク）beetle.ocn.ne.jp

北海道 石栗造船所 余市郡余市町港町203 0135-22-5480

北海道 小坂造船カネマプラスチック工場 岩内郡岩内町字万代43-1 0135-62-0660

北海道 (株)檜山造船公社 檜山郡江差町字中歌町196 0139-52-4195

北海道 寺島造船所 爾志郡乙部町字緑町6 0139-62-2996

北海道 加藤造船所 二海郡八雲町熊石関内町 01398-2-3950

北海道 金沢造船所 函館市大船町157 0138-25-3260

北海道 函館どつく(株) 函館市弁天町20番地3号 0138-22-3111

北海道 (有)半田造船鉄工所 函館市浅野町1-4 0138-41-4935 dockyard（アットマーク）nifty.ne.jp

北海道 函東工業(株) 函館市浅野町3-11 0138-42-1256 info（アットマーク）kanto-co.com

北海道 (有)高谷造船所 函館市臼尻町149-49 0138-25-5150 takayazosenjyo（アットマーク）outlook.jp

北海道 (有)カクダイ櫻庭造船製材所 茅部郡森町字港町22-2 01374-2-2556

北海道 函館造船(株) 函館市海岸町25番地1 0138-40-1112 takuji.k（アットマーク）hakodate-zousen.co.jp

北海道 ヤマハマリン北海道製造(株) 二海郡八雲町野田生70番地 0137-66-2111

北海道 函館どつく(株)室蘭製作所 室蘭市祝津町１丁目128 0143-27-1251

北海道 (株)アタカ造船所 苫小牧市汐見町1丁目3-7 0144-32-9635 atakazousenjyo（アットマーク）email.plala.or.jp

全国造船所リスト

都道府県 造船所名 住所
連絡先
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http://www.hakodate-dock.co.jp/jp/index.html
http://handa-dockyard.com/
http://www.kanto-co.com/
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北海道 (有)吉田造船 苫小牧市汐見町1丁目3-7 0144-32-5451 yoshida-zousen（アットマーク）mocha.ocn.ne.jp

北海道 富野造船所 勇払郡むかわ町汐見41-1 0145-42-4698

北海道 (有)いぶり造船 登別市登別港町1-21-6 0143-83-2171

北海道 村井造船所 沙流郡日高町字富浜50-3
090-1644-0511（代表：村井）
0145-62-1273（造船所）

北海道 (株)村上鉄工所 広尾郡広尾町会所前3丁目12 01558-2-2157

北海道 (有)広洋造船鉄工 広尾郡広尾町会所前2丁目77-2 01558-2-5464

北海道 釧路重工業(株) 釧路市浜町12-7 0154-41-9171

北海道 運上船舶工業(有) 厚岸郡厚岸町湾月1丁目8 0153-52-6161 usk-unjo（アットマーク）jeans.ocn.ne.jp

北海道 (有)坂井造船所 厚岸郡厚岸町奔渡1丁目226 0153-52-4482

北海道 (有)番匠造船所 白糠郡白糠町東3条南2丁目2-81 01547-2-3301

北海道 (有)荒木地造船所 根室市穂香19 0153-24-3817 arkhoni2（アットマーク）cameo.plala.or.jp

北海道 上野造船所 根室市宝林町3丁目92-3 0153-24-6156

北海道 (株)柏崎造船 根室市穂香19 0153-24-9344 almship1（アットマーク）axel.ocn.ne.jp

北海道 (株)金澤造船所 目梨郡羅臼町八木浜町 0153-88-2104 kanazawazousenzyo（アットマーク）maroon.plala.or.jp

北海道 根室造船(株) 根室市花咲港288 0153-25-3500 nemuro-z（アットマーク）gray.plala.or.jp

北海道 (有)小島造船所 北見市常呂町字常呂8-4 0152-54-2215

北海道 北研造船(株) 北見市常呂町字常呂16 0152-54-2263
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http://www.iburizousen.com/
http://murakami-tekkou.com/
http://www.kushiro-jyukogyo.com/
http://www.usk-unjo.com/
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北海道 稚内港湾施設(株) 稚内市末広町1丁目1-34 0162-23-2365

北海道 増毛造船鉄工(株) 増毛郡増毛町中歌766番地 0164-53-2561

北海道 (株)野宮造船所 羽幌町港町3丁目 0164-62-1710

青森県 角清造船(株) 青森県八戸市沼館4-7-37 0178-43-4316 kakusei（アットマーク）road.ocn.ne.jp

青森県 (有)木下造船所 青森県八戸市新湊2-4-3 0178-33-2512

青森県 大橋ＦＲＰ技工 青森県八戸市新湊1-3-11 0178-70-5651

青森県 野呂造船所 青森県西津軽郡深浦町大字深浦字浜町350-5 0174-74-2036

青森県 (有)タナカ造船サービス 青森県八戸市新湊3-4-1 0178-33-5653

青森県 ヤマミチ技研 青森県むつ市大字関根浜出戸川目132 0175-25-2051

岩手県 大船渡ドック 大船渡市赤崎町字生形129番地2 0192-27-2101 dock-77（アットマーク）tmt.ne.jp

岩手県 須賀ケミカル産業 大船渡市赤崎町跡浜183-5 0192-27-2600 fune.suga（アットマーク）blue.ocn.ne.jp

岩手県 弘伸化工 大船渡市末崎町字山岸122 0192-29-3122

岩手県 有限会社伊藤輪店 大船渡市三陸町綾里字平舘16-5 0192-42-2108 datemaru3（アットマーク）gmail.com

岩手県 互洋大船渡マリーナ 大船渡市赤崎町永浜230 0192-26-2026 goyomarn（アットマーク）io.ocn.ne.jp

岩手県 吉田造船所 陸前高田市気仙町字古谷163 0192-54-3068

岩手県 釜石造船所 岩手県釜石市新浜町2丁目４番11号 0193-22-1856 kamazoei（アットマーク）vega.ocn.ne.jp

岩手県 小鯖船舶工業 岩手県釜石市甲子町第9地割248番地3 0193-27-3001 kosabasenpaku（アットマーク）arion.ocn.ne.jp
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岩手県 福舘造船所 下閉伊郡山田町船越 第4地割3−3 0193-84-2884

岩手県 前山造船 代表者連絡先：下閉伊郡山田町荒川1-12-11(作業場は大沢地区） 090-9032-9386

岩手県 松川造船所 岩手県久慈市宇部町11-32-1 0194-75-4777

岩手県 (有)スズキ船外機商会 岩手県久慈市長内町37-21-11 0194-53-5181

岩手県 北栄工機 岩手県九戸郡野田村大字野田33-31-6 0194-71-1555

岩手県 ホクサンマリンサービス 岩手県九戸郡野田村大字野田28-1-2 0194-78-2498

岩手県 フジシマ・マリン 岩手県下閉伊郡普代村第23地割字小谷地22-2 0194-35-2823

宮城県 鈴木造船所 宮城県石巻市西浜町1番地３２ 0225-98-8112

宮城県 聖人堀鉄工所 宮城県石巻市南浜町１丁目７番70号 0225-22-4155 hiziri-s（アットマーク）deluxe.ocn.ne.jp

宮城県 佐藤造船所（気仙沼） 0226-27-3308

宮城県 ヤマニシ 宮城県石巻市西浜町1番地2 0225-82-5551

宮城県 有限会社
丸竹造船所 宮城県気仙沼市浪板405
TEL:0226-22-6264
FAX:0226-24-3130

marutake（アットマーク）k-macs.ne.jp

宮城県 宮城県造船鉄工(株)
（気仙沼） 宮城県気仙沼市大浦284 TEL:0226-23-8300

宮城県 株式会社みらい造船 宮城県気仙沼市朝日町７番地５
TEL:0226-25-8984
FAX:0226-25-8973

info（アットマーク）miraiships.co.jp

宮城県 宮城造船鉄工(株)
（塩釜）
（事務所）宮城県塩竈市北浜１－１５－３５
  （工場） 宮城県塩竈市北浜４－７１－１３

TEL:022-362-6883
FAX:0022-365-9300

info（アットマーク）miyaship.com

宮城県 木村造機 宮城県塩竈市牛生町１０－１７ 022-364-2148

宮城県 志津川造船鉄工所 宮城県本吉郡南三陸町志津川字大森町２０５－７ 0226-46-2114 info（アットマーク）s-zt.jp
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http://www.yamanishi-miyagi.co.jp/index.html
tel:0226-22-6264%0aFAX:0226-24-3130
tel:0226-22-6264%0aFAX:0226-24-3130
tel:0226-23-8300
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tel:０２２６－４６－２１１４
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宮城県 大勝造船所 宮城県本吉郡南三陸町志津川字大森町205番地8 0226-46-2062

秋田県 秋田造船鉄工(株)本社 秋田県男鹿市船川港船川字外ヶ沢１２５－１４ 0185-23-3225 office（アットマーク）akizo-ho.jp

山形県 (有)家岸造船所 酒田市宮野浦字家岸585 0234-22-9533 yagishi（アットマーク）ic-net.or.jp 

山形県 (株)山形造船 酒田市入船町6-22 
TEL:0234-26-1233 
FAX:0234-26-1164

山形県 豊浦造船鉄工(株) 鶴岡市由良１丁目２-１０ 0235-73-2204 t.shipyard1239（アットマーク）deluxe.ocn.ne.jp

茨城県 (株)平山造船所 茨城県神栖市波崎7620-5 0479-44-1523 ship（アットマーク）portland.ne.jp

千葉県 田村造船所 銚子市松本町3-975−6 0479-22-3821

千葉県 (有)大九造船所 銚子市松本町3-971 0479-22-3823

千葉県 (有)船忠荘司造船 いすみ市大原10073-8 0470-64-1119

千葉県 椎木造船所 夷隅郡御宿町岩和田945-1 0470-68-4832

千葉県 小高造船所 館山市富士見545-4 0470-22-6039

千葉県 戸田造船所 安房郡鋸南町吉浜526 0470-55-2901 toda-sy（アットマーク）tiara.ocn.ne.jp

千葉県 (株)アイ・エス・ビー 富津市新富41-2 0439-88-0700 isbsales（アットマーク）isb-se.co.jp

千葉県 小湊造船(株) 袖ヶ浦市南袖9 0438-63-3261 kominato（アットマーク）beetle.ocn.ne.jp

千葉県 北村造船所 富津市萩生222 0439-69-8357

神奈川県 長谷川造船所 神奈川県三浦市三崎町小網代1791地先 -

神奈川県 石黒造船所(株) 神奈川県三浦市海外町17-3 046-882-4510 masa-21（アットマーク）ninus.ocn.ne.jp
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tel:0234-26-1233 FAX:0234-26-1164
tel:0234-26-1233 FAX:0234-26-1164
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神奈川県 (株)ミツギフィッシャーボートビルダーズ 神奈川県三浦市南下浦町松輪1659 046-886-1357 mitsugi（アットマーク）major.ocn.ne.jp

新潟県 塚田大重造船所 新潟県糸魚川市大字筒石1759 025-567-2077 daijyu53（アットマーク）snow.plala.or.jp

新潟県 東和造船(株) 新潟市中央区万代島3-1 025-243-8000 towazousen(アットマーク)nifty.com

新潟県 富樫造船所 新潟県村上市鵜泊22 0254-77-2607

新潟県 新潟造船(株) 新潟市中央区入船町四丁目3776番地 025-222-6130 yoshihito_sano（アットマーク）nsr.co.jp

新潟県 松岡造船鉄工所 新潟県佐渡市赤泊680-8 0259-87-2267

新潟県 松田造船所 新潟県佐渡市両津夷260-1 0259-23-2670

新潟県 山口博造船所 新潟県佐渡市原黒730-21 080-5016-4679 yay121（アットマーク）yahoo.ne.jp

新潟県 山田巧造船所 新潟県糸魚川市大字能生7237 025-566-2413

富山県 新日本海重工業株式会社 富山県富山市西宮町1番1号 076-437-9271

富山県 曽根造船所 富山県射水市三日曽根14-14 0766-82-2706

富山県 渡辺造船 富山県氷見市阿尾3381 0766-72-2376

富山県 株式会社マリンシックス 富山県富山市水橋常願寺792番地 076-478-2780 info（アットマーク）marinesix.co.jp

富山県 番匠FRP造船 富山県氷見市北大町8-20 0766-72-0631

石川県 (株)川崎造船所 石川県七尾市津向町ト部５３の５ 0767-52-5179

石川県 石川ドック株式会社 石川県七尾市万行町１部２４番地 0767-53-1728 dock13（アットマーク）fuga.ocn.ne.jp

石川県 (株)近藤造船所 石川県七尾市桜町８９番地４ 0767-53-5522 kondoh-shipyard（アットマーク）if-n.ne.jp
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http://towazousen.com/index2.html
https://www.mes.co.jp/nsr/
https://snhi.co.jp/
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石川県 木下造船所 石川県小松市安宅町タ１４６ 0761-22-0091 kinoshitazousensyo（アットマーク）gmail.com

石川県 塩谷造船(株) 石川県金沢市大野町４丁目コの２ 076-268-7353 siotani7353（アットマーク）ia2.itkeeper.ne.jp

石川県 (株)清水造船建設 石川県七尾市昭和町６４ 0767-53-1313

石川県 (有)鳥毛造船所 石川県七尾市津向町ト部１０３番地１０ 0767-53-6343

福井県 (株)ニシエフ小浜工場 福井県小浜市川崎二丁目二番 0770-52-3051 nishi-f.obama（アットマーク）clear.ocn.ne.jp

静岡県 (株)片山造船所 湖西市新居町新居896-91 053-594-1909

静岡県 (株)カナサシ重工 静岡市清水区三保491-1 054-334-5151 saiyo（アットマーク）kanasashi-hi.co.jp

静岡県 (株)清港ドッグ 静岡市清水区折戸1-1-15 054-334-0311

静岡県 (株)ティーエムマリン 静岡市清水区三保3797 054-334-2191 tm-marine（アットマーク）ka.tnc.ne.jp

静岡県 (株)三保造船所 静岡市清水区三保3797 054-334-5214 business（アットマーク）mihozosen.co.jp

静岡県 (有)大沼工業 焼津市吉永1258-1 054-664-3177

静岡県 東海造船運輸(株) 焼津市小川3899-4 054-624-3131

静岡県 藤井造船所 賀茂郡西伊豆町仁科1958 0558-52-0550

静岡県 内山造船所 賀茂郡東伊豆町稲取1227-1 0557-95-2602

静岡県 臼井造船所 賀茂郡南伊豆町湊917 0558-62-1621

静岡県 太平造船工業(株) 伊東市静海町6-16 0557-37-3220 thsy（アットマーク）circus.ocn.ne.jp

静岡県 (株)タカギ 賀茂郡松崎町道部836-42 0558-42-1229 takagi.a（アットマーク）estate.ocn.ne.jp
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https://ameblo.jp/kz-marine/
https://www.nishi-f.co.jp/
https://katayama-z.co.jp/
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静岡県 鈴木造船 賀茂郡松崎町小杉原310-1 0558-43-0521 suzuki.toshiyuki（アットマーク）lime.plala.or.jp

静岡県 清水ボート 静岡市清水区興津本町828 054-369-7222

静岡県 梅原造船工業 焼津市大覚寺2-21-1 054-629-0711 umhr-shipyard（アットマーク）cy.dnc

静岡県 (株)曽根造船所 牧之原市新庄2973 0548-58-0918 sone（アットマーク）sone-zousen.com

静岡県 丸登造船所
磐田市福田5490-7(自宅）
磐田市豊浜4723-5（造船所）

090-3389-0403
0538-55-3033

marutozousen（アットマーク）mail.wbs.ne.jp

愛知県 マリンシステム藤井造船 田原市赤羽根町池尻田6 0531-45-3401 fujiizousen（アットマーク）tees.jp

愛知県 碧南造船 碧南市港本町1 0566-42-0829

愛知県 鈴木造船所 西尾市一色町治明丑新田北ノ切288 0563-72-1546 eisei-ship（アットマーク）dune.ocn.ne.jp

愛知県 豊田造船所 蒲郡市三谷町松前2 0533－68－7922 toyoda-marine（アットマーク）nifty.com

愛知県 形原造船 蒲郡市形原町港町133-3 0533-57-4165 k-ship（アットマーク）sk.aitai.ne.jp

三重県 ニュージャパンマリン 伊勢市有滝町２２５９ 0596-37-6000 ｍ－yoshikawa（アットマーク）njm-3y.co.jp

三重県 きりゅう造船 北牟婁郡紀北町長島１８９０－１ 0597-47-2670 kiryu（アットマーク）tune.ocn.ne.jp

三重県 湊洋工業 伊勢市有滝町字大浜２２５９ー４ 0596-37‐4422

三重県 ナンカイマリン 度会郡南伊勢町礫浦２０１－４ 0599-64-2009 nankai-m（アットマーク）amigo2.ne.jp

三重県 弁天造船 志摩市浜島町浜島１０１０

三重県 辰也造船所 志摩市浜島町浜島８２７－１２ 0599-53-0387

三重県 中勝造船所 伊勢市二見町今一色８７４－１９１ 0596-43-2638
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三重県 長谷川造船所 鳥羽市鳥羽１丁目ー２３ー４ 0599-25-2446

三重県 大橋造船所 桑名市長島町白鶴１－１ 0594-45-0337

京都府 (株)和田造船 舞鶴市字和田295-1 0773-62-0488 wada-sy（アットマーク）dance.ne.jp

兵庫県 (有)アルシップ 姫路市家島町坊勢701 079-326-0331

和歌山県 大徳造船所 海南市下津町下津224 073-492-1796

和歌山県 大松造船所 海南市下津町大崎960-4 073-492-4520

和歌山県 (株)島鉄工所 和歌山市築港３丁目４ 073-433-0777 n-shima（アットマーク）marine-shima.jp

和歌山県 横田鉄工所 海南市下津町大崎951 073-492-2543

和歌山県 共和造船所(株) 有田郡湯浅町湯浅2661 0737-62-3825

和歌山県 川崎造船所(有) 和歌山県田辺市目良22番39号 0739-22-8625 kawasaki（アットマーク）k6.dion.ne.jp

和歌山県 田辺造船(有) 和歌山県田辺市天神崎37-15 0739-22-5420

鳥取県 (有)鯉口造船所 鳥取県岩美郡岩美町岩本1150-1 0857-73-1331 koiguchi.zousen（アットマーク）ncn-t.net

鳥取県 船田造船所 岩美郡岩美町岩本1145-3 0857-73-0558 funada（アットマーク）movie.ocn.ne.jp

鳥取県 石橋造船鉄工所 鳥取県境港市岬町48番地 0859-42-2300 isibasi.ship（アットマーク）gmail.com

島根県 有限会社森山造船所 島根県松江市美保関町森山828-2 0852-72-2303

島根県 有限会社福島造船鉄工所 島根県松江市美保関町森山22-1 0852-72-3535

島根県 有限会社坂本造船所 島根県出雲市小伊津町1812-5 0853-68-0012 saka-ship（アットマーク）hit-5.net
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島根県 荒瀬造船所 島根県大田市仁摩町仁万1802-25 0854-88-2408

島根県 山陰FRP造船株式会社 島根県松江市美保関町森山22-1 0852-72-9700 yamaguchi（アットマーク）saninfrp.co.jp

広島県 (有)大勝マリン 広島県江田島市大柿町大原6121番地3 0823-57-5275

広島県 (株)上田尾鉄工所 広島県江田島市能美町大原１１７６－６ 0823-57-3800

広島県 (有)江能ディーゼル 広島県 江田島市 能美町鹿川４７２５－１１ 0823-45-5116

広島県 (有)広島港湾造船所 広島県南区元宇品町40－3 082－251-0742

広島県 (有)エヌ・ケイクラフト 広島県江田島市大柿町大君1845-4 0823-40-3070

広島県 中田造船所 広島県呉市倉橋町乙14544-2 0823-54-0145

広島県 大江造船所 広島県江田島市大柿町大君７６９－２ 0823-573368

広島県 呉マリーン(有) 広島県呉市警固屋９－６－３ 0823-28-1344 kuremarine（アットマーク）ybb.ne.jp

広島県 岡田造船所 広島県尾道市向東町3255-13 084-844-0794 okada-sy（アットマーク）bbbn.jp 

広島県 瀬戸鉄工所(有) 広島県尾道市正徳町26-2 084-822-5641

広島県 碇造船所 広島県福山市鞆町鞆1035 084-982-2368

広島県 木曽造船 広島県尾道市向東町906番地 084-844-5600

山口県 株式会社ニシエフ 山口県下関市豊北町粟野4238番地 083-785-0126 info（アットマーク）nishi-f.co.jp

山口県 有限会社　村井造船所 長門市仙崎2834番地 0837-26-2818 -

山口県 有限会社萩造船所 山口県萩市大字椿東5602番地2 0838-25-0641 hagizousen（アットマーク）mist.ocn.ne.jp
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山口県 上領造船有限会社 山口県萩市大字山田5325番地7 0838-22-1957 kamiryou1114（アットマーク）kbh.biglobe.ne.jp

香川県 (有)ニュータイヨー 丸亀市富士見町2丁目6-13 0877-58-1306

香川県 (有)高松エフアールピー造船 高松市瀬戸内町31番14号 087-833-4781 tkfrp（アットマーク）juno.ocn.jp

香川県 白井造船所 さぬき市鴨庄3625-7 -

愛媛県 越智造船所 西条市喜多川853番地 0897-55-1050

愛媛県 近藤造船所 西条市西ひうち6-9 0897-53-3537

愛媛県 有限会社　大本造船所 今治市大浜町1-3-3 (0898）23-6455 ohmoto-z（アットマーク）icknet.ne.jp

愛媛県 有限会社　吉海造船所 今治市吉海町福田309-1 (0897）84-3931 qqq97sk9k（アットマーク）samba.ocn.ne.jp

愛媛県 北村造船所 松山市由良町440 089-961-2202

愛媛県 松室造船所 松山市港山町1-28 089-951-1835

愛媛県 有限会社角田造船所 松山市港山町1-23 089-952-1551

愛媛県 有限会社菅造船所 松山市港山町1-11 089-952-3636

愛媛県 川下造船所 松山市元怒和 089-999-0318

愛媛県 池田造船所 松山市津和地73 089-999-0747

愛媛県 金子清造船所 松山市津和地66 -

愛媛県 若松造船所 伊予市双海町串甲48-7 089-987-0231

愛媛県 栗之浦造船協同組合 八幡浜市栗野浦574 0894-24-7777 info（アットマーク）kurinouradock.co.jp
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愛媛県 有限会社赤松造船所 宇和島市明倫町二丁目２番26号 0895-22-0781 akamatum（アットマーク）mail.netwave.or.jp

愛媛県 株式会社愛媛プラスチック造船 宇和島市三浦東676番地 0895-29-0221 epk13（アットマーク）me.pikara.ne.jp

愛媛県 佐藤造船所 宇和島市坂下津丙64 0895-22-2028

愛媛県 田中造船所 宇和島市遊子2715-2 0895-62-0828

愛媛県 中井造船所 吉田町南君3112-58 0895-54-0567

愛媛県 有限会社仲川造船所 宇和島市坂下津乙23番地 0895-22-1105

愛媛県 有限会社松田造船 宇和島市明倫町一丁目１番24号 0895-22-2383

愛媛県 山田造船所 宇和島市津島町嵐番外乙1 0895-35-0709

愛媛県 吉川金栄 宇和島市北灘乙2046-10 0895-32-3822

徳島県 鞆浦造船所 海部郡海陽町鞆浦字山下14-1 0884-73-2971 tomourashipyard（アットマーク）gmail.com

高知県 片岡造船所 高知県宿毛市大島14-45-69 0880-65-8477

高知県 (株)カタシマクリエーション 高知県宿毛市高砂11番15号 0880-65-7221 shigeru（アットマーク）katashima.com

高知県 (有)吉野工作所 須崎市新町2-4-29 0889-42-2385

高知県 (株)馬詰造船所 須崎市須崎1978 0889-42-3176 u.shipyard（アットマーク）helen.ocn.ne.jp

高知県 (有)宮崎造船所 室戸市室戸岬町三津2025 0887-23-2012

福岡県 (有)前川造船工業 福岡市西区愛宕浜4丁目49-8 092-881-2566 maekawa-z（アットマーク）h7.dion.ne.jp

福岡県 タナカマリンサービス 福岡市西区大字西浦サガリ1078-24 092-809-1290
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福岡県 (有)小宮鉄工所 柳川市大浜町１８８４-１ 0944-73-1117 komitetsu（アットマーク）docomonet.jp

福岡県 (株)村嶋マリン 柳川市七ツ家1517-5 0944-72-5355

福岡県 中島マリン 柳川市大和町中島653 0944-76-0188

福岡県 坂井造船鉄工所 柳川市大和町中島2207 0944-76-2232 sakaizousen（アットマーク）knd.biglobe.ne.jp

佐賀県 吉川造船所 佐賀県唐津市鎮西町名護屋1640-1 0955-51-1106 y-ship（アットマーク）netfour.ne.jp

長崎県 長崎造船（株） 長崎県長崎市浪の平町４番２号 095-826-0191 info(アットマーク)nagazou.co.jp

長崎県 (株)井筒造船所 長崎市戸町４丁目１１番１１号 095-878-4236

長崎県 (株)渡辺造船所 長崎市土井首町５０９番地１３ 095-878-4515 watazou001（アットマーク）nifty.com

長崎県 三浦造船(株) 西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷72-1 0959-22-0030 miura-shipyard（アットマーク）syd.odn.ne.jp

長崎県 (有)森山造船所 佐世保市小佐々町矢岳５６２－６ 0956-69-2627 moriyamazousen（アットマーク）ret.bbiq.jp

長崎県 (有)田中造船 佐世保市小佐々町楠泊６３６番地の４ 0956-69-2641 tk.tanaka（アットマーク）gem.bbiq.jp

長崎県 (株)沖新船舶工業 佐世保市針尾北町３５６－３ 0956-58-4952 info（アットマーク）okishinsenpaku.co.jp

長崎県 山下造船所 平戸市津吉町１６０－２ 0950-27-0237 qqvww7ps9h（アットマーク）chic.ocn.jp

長崎県 (株)タケダ重工 対馬市上対馬町浜久須３－３２ 0920-86-3735 sawaratool（アットマーク）outlook.jp

長崎県 井上造船鉄工 南島原市加津佐町乙２５１番地 0957-87-2517

熊本県 石原造船(株) 熊本県天草市久玉町4926-2 0969-72-4012

熊本県 古里造船　　　 熊本県五和町御領12134-16 0969-32-0561
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熊本県 小林造船所 熊本県天草市天草町大江軍浦1394-3 0969-42-5039

熊本県 松岡造船所 熊本県天草市五和町御領9885 0969-32-1531

熊本県 浜本造船所 熊本県天草市新和町大多尾3604-3 0969-46-3362 hamamoto_zousen（アットマーク）song.ocn.ne.jp 

熊本県 (有)新宅造船所 八代市港町273 0965-37-1089

大分県 神田造船 大分県佐伯市鶴見地松浦948番地2 0972-33-0070

大分県 清家造船 大分県佐伯市鶴見大字沖松浦1211-3 0972-33-0031 sy-seike（アットマーク）saiki.tv  

大分県 伊東造船 大分県佐伯市蒲江大字蒲江浦5104 0972-42-0281

大分県 ヤンマーマリンインターナショナルアジア株式会社 大分県国東市武蔵町糸3286-3 0978-68-0824

宮崎県 大堂津ドック 宮崎県日南市大堂津2丁目21番1号 0987-27-1169

宮崎県 有限会社栄松造船所 宮崎県日南市南郷町中村乙4145の2 0987-64-3509 Sakaematu-sk（アットマーク）mx51.tiki.ne.jp

宮崎県 有限会社高田造船所 宮崎県日向市大字日知屋5510番地の1 0982-52-2205 funadaiku25（アットマーク）yahoo.co.jp

宮崎県 金丸造船所有限会社 宮崎県東臼杵郡門川町大字門川尾末9102番地 0982-63-5106

宮崎県 森造船所 延岡市北浦町市振25番地 0982-45-2451

鹿児島県 岡下造船鉄工株式会社 いちき串木野市新生町180 0996-32-2141 okzou（アットマーク）celery.ocn.ne.jp

鹿児島県 寿工業株式会社 いちき串木野市新生町180 0996-32-2171 kushikino（アットマーク）kotobuki-grp.jp

鹿児島県 有限会社田村太志造船所 大島郡瀬戸内町大字古仁屋字大湊12 0997-72-3963 tamurafutosizousensy（アットマーク）joy.ocn.ne.jp

鹿児島県 山川造船鉄工株式会社 指宿市山川福元5763 0993-34-1131 info（アットマーク）yamakawasb.co.jp
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鹿児島県 株式会社櫻島造船所 鹿児島市谷山港3丁目4番13 099-293-2024 sakura-z（アットマーク）po3.synapse.ne.jp

鹿児島県 有限会社神崎造船 鹿児島市高免町346-1 099-293-4115

鹿児島県 山下照造船所 垂水市牛根麓34-8 0994-32-1383

鹿児島県 合同会社新田造船所 指宿市岩本162-1 0993-25-5074 nitta（アットマーク）po.synapse.ne.jp

沖縄県 大城造船 - -
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