
ＦＲＰ船リサイクル
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登録販売店
委託輸送業者

登録販売店
委託輸送業者

自治体
委託輸送業者

受付

運搬

注１）ＰＷＣ：personal water craft　水上オートバイ・ジェットスキー

■ 解 体 場 所 ■
広域認定に参画し、ＦＲＰ船リサイクルシステムで粗解体・分別作業の事業者です。

■中間処理場所■
広域認定に参画し、ＦＲＰ船リサイクルシステムで中間処理（シュレッター）の事業者です。

■最終処分場所■
広域認定に参画し、ＦＲＰ船リサイクルシステムで最終処理（原燃料化）の事業者です。

【北海道地区】

【東北地区】

【関東地区】

【中部地区】

【関西地区】

【中国地区】

【四国地区】

【九州地区】

【沖縄地区】

●北海道
㈱有田商店（星が浦営業所）
㈱アビーロード
㈱鈴木商会（石狩事業所）
㈱クロダリサイクル

●青森県
㈱青南商事（青森工場）

●秋田県
㈱青南商事（秋田臨港工場）

●新潟県
㈱セキヤ（県央エコプラント）

●茨城県
㈱やまたけ（土浦営業所）

●千葉県
㈱メイナン（能満事業所）

●東京都
有明興業㈱（リサイクルポート）

●神奈川県
木村金属工業㈱

●富山県
木村産業㈱

●静岡県
㈱リサイクルクリーン（大川工場）
㈱エコネコル

●愛知県
豊田メタル㈱

●三重県
㈱ウエスギ

●滋賀県
日鉄萬金属㈱

●兵庫県
㈱イボキン
㈱神戸ポートリサイクル

●和歌山県
安田金属興業㈱

●島根県
アースサポート㈱

●岡山県
㈱カンガイ（新湊工場）

●広島県
㈱スナダ

●徳島県
㈱旭金属

●香川県
三木鋼業㈱（坂出工場）

●愛媛県
金城産業㈱（エコセンター）

●高知県
三谷美化産業㈱（処分場）

●福岡県
九州メタル産業㈱

●長崎県
㈱矢敷環境保全

●熊本県
㈱星山商店

●大分県
大山商事㈱（大分工場）
㈲アサヒ産業

●宮崎県
太信鉄源㈱

●鹿児島県
㈱荒川（七ツ島事業所）

●沖縄県
拓南商事㈱

釧路市星が浦南 2-6-8
白老郡白老町字竹浦 538
石狩市新港中央 3-750-7
函館市西桔梗町 246-27

青森市大字戸門字山部 50

秋田市飯島字穀丁大谷地 242

燕市吉田鴻巣 1568 番地

かすみがうら市加茂 5303-6

市原市能満 2053-28

江東区若洲 2-8-17

横須賀市内川 2-4-36

富山市水橋市田袋 286-１

浜松市天竜区大川字クルミノト 457-15
富士宮市山宮 3507-19

半田市日東町 1-6

四日市市天カ須賀新町 1-32

愛知郡愛荘町長野 328-2

たつの市揖保川町正條 379
神戸市中央区港島 9-13

和歌山市梶取 13-1

松江市八幡町 882-2

倉敷市玉島乙島 8252-3

東広島市志和町七条椛坂 10488-160

徳島市東沖州 1-12

坂出市坂出町乙 314-14

松山市北吉田町 77-91

高知市七ツ淵東ハンソヲ 1007

北九州市小倉北区西港町 62-4

大村市富の原 2-921

熊本市北区武蔵ケ丘 9-5-76

大分市豊海 2-4-4
佐伯市西浜 10897-66

宮崎市大字赤江 845

鹿児島市七ツ島 1-2-4

うるま市字州崎 8-2

●北海道

●富山県

●広島県

●福岡県

●沖縄県

㈱有田商店
㈱アビーロード
㈱鈴木商会
㈱クロダリサイクル

木村産業㈱

㈱スナダ

九州メタル産業㈱

拓南商事㈱

日鉄住金セメント㈱

住友大阪セメント㈱

デンカ㈱

宇部興産㈱

琉球セメント㈱

北海道

栃木県

新潟県

山口県

沖縄県

釧路市
白老郡
石狩市
函館市

富山市

東広島市

北九州市

うるま市

0154-22-2354
0144-87-3547
0133-64-1877
0138-49-8880

017-763-2730

018-846-6111

025-375-5108

029-828-0721

0436-74-3033

03-5534-7411

046-835-1276

076-479-2275

053-925-1366
0544-58-5800

0569-22-0211

059-365-6800

0749-42-5245

0791-72-3531
078-303-0505

073-455-3111

0852-37-2890

086-526-2121

082-433-6110

088-664-6090

087-851-7011

089-972-3303

088-872-6287

093-582-6143

0957-55-5333

096-338-6421

097-537-4464
0972-24-1153

0985-53-6510

099-261-9500

098-934-8010

令和 4 年度（期間：2022.4.1～2023.3.31）
ＦＲＰ船リサイクルシステム（廃船処理）のご案内

不要になったＦＲＰ船の廃船処理は、ご相談・ご用命ください。不要になったＦＲＰ船の廃船処理は、ご相談・ご用命ください。

ＦＲＰ船リサイクルシステムは適正処理でＦＲＰ船を再資源化
本システムでＦＲＰ材は、セメントの原料＆燃料として活用されます。

◆処理できる船：ＦＲＰ船、軽合金とＦＲＰの複合船、ＦＲＰコーティングの木造船を本システムで処理します。
◆処理できない船：①切断した船体。

②カーボン繊維使用艇、ケブラー繊維使用艇、ＡＢＳ材使用艇は本システムの対象外です。
◆自 治 体 様 へ：自治体自ら廃棄するＦＲＰ船を排出する場合は、ＦＲＰ船リサイクルセンターに一報頂けますよう

お願い致します。

ＦＲＰ船リサイクルシステムについてのＱ＆Ａ

どこで相談・受付をしてくれるの？
● 下記マークのあるお店で相談・受付します。

抹消登録はできるの？
● 日本小型船舶検査機構に抹消申請書を提出するときに

当センターから発給される「管理票 A 票」の写しと「ＦＲＰ船
リサイクルシステム利用及び船体引渡証明書」を添付します。
解撤したことを証明した書面として受理頂けます。

● 登録抹消その他必要な法的手続き等は、ユーザー皆様の責任
のもとで行なっていただきます。

《 相 談 窓 口 》 《相談・見積と申込》

ＦＲＰ船リサイクル総費用 （イ）＋（ロ）
（イ）当センター宛てに郵便局で払い込み頂く費用
　　・リサイクル料金
　　　（粗解体・分別からセメントでの最終処分するまでの費用）
　　・運搬料金
　　　（引取前清掃完了場所から指定引取場所までの運送費）
　　　（必要によって積込みクレーン費や車両からの下架費）

（ロ）申込先（登録販売店）にお支払い頂く費用
　　・見積・事務代行料等
　　・保管場所から引取前清掃する場所までの一時運送費や
　　　一時保管費
　　・引取前清掃費、その他費用

見積を依頼するために用意するものは？
● 氏名・住所・電話番号のご本人確認のため、免許証

住民票などが必要です。
● 艇のメーカー・船種・船舶全長・検査番号の確認の

ため、検査手帳などが必要です。

船をいつ引き取るの？
● 受付後、「ＦＲＰ船リサイクル連絡票」にてご連絡いたします。

運搬を依頼した場合は、引き取り時に立ち会いをお願い致します。

ＦＲＰ船リサイクルにかかる費用は？
● 下記の事項の費用が必要になります。

詳しくは、申込先（登録販売店）にご確認ください。

・ 船の材質は、ＦＲＰ船、軽合金とＦＲＰの複合船、
ＦＲＰコーティングの木造船を対象としています。

・ 切断した船体やカーボン繊維使用艇、ケブラー繊維使用艇、
ＡＢＳ材使用艇は対象外です。

・引取前清掃の基準を満たしていなければなりません。
■ 工具を使用する引取前清掃作業は、以下の事項

①船底のカキ・フジツボ落とし
②燃料・機関オイル・クーラント抜き
③バッテリーの撤去
　注）エンジンや金物は、取り付けられた状態で受け取りします。

■ その他は、手で降ろせる全てのものの撤去（備品、フェンダー、ロープ等）
■ 一般ごみがある場合は、引き取りできません。

ＦＲＰ船リサイクルに排出する基準は？
● 以下の事項が満たさなければなりません。

ＦＲＰ船リサイクルの流れは？
● 下記を参照してください。

ＦＲＰ船リサイクルセンター （一般社団法人 日本マリン事業協会 内）
〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目10番12号
電話：03-5542-1202（専用） ファックス：03-5542-1206 ホームページ http://www.marine-jbia.or.jp/

◎ 受付・運搬　日程

◎ ＦＲＰ船リサイクル料金・運搬料金参考例・その他料金

地  区

全国

令和 4 年 4月1日 ～ 令和 5年 3月31日
申込先（登録販売店）が見積・受付します。申込先等の休日は対応できません。
予めご了承願います。

運搬車両等の都合で、ご希望に添えない場合があります。予めご了承願います。

日　　　程 備　　　考

2022 年 4月1日 2023 年 3月31日

ご希望日を調整し、適時対応
（指定引取り事業者の休日は不可）

◆リサイクル料金・運搬料は、当会に郵便振込頂き、その他料金は登録販売店に支払い頂きます。
◆地域により、運搬料は手配車両が異なり積載寸法の差異があるので登録販売店・リサイクルセンターにお問い合わせください。
◆全幅が 2.5m以上、全高 2.6m以上の運搬料については登録販売店・リサイクルセンターにお問い合わせください。
◆排出者が自ら運送した場合は、指定引取場所で指定の場所に下架するため、下架料金が加算されることがあります。
◆北海道内の運搬費について：指定引取場所までの距離が、100kmを超え 200km未満の場合は下記の運搬費に20,000 円が加算され、
　距離が 200kmを超えた場合は下記の運搬費に 30,000 円が加算されます。（距離測定は主要幹線道路で算出します）
◆離島は、フェリー代・回送代等が加算されます。
◆沖縄県の②運搬料金は、別途料金とします。

注）消費税額（地方消費税額を含みます。）を含みます。（表内の単位：円 / 税込）　　注）艇幅が2.5m以上の場合は、別途見積します。

③その他料金
②運搬料金参考
例）ユニック車
艇幅 2.5m 未満

船舶全長（登録長は不可）船　種 船舶全長（登録長は不可）船　種

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

6m 以上
7m 以上
8m 以上
9m 以上
10m 以上
11m 以上

6m 以上
7m 以上
8m 以上
9m 以上
10m 以上
11m 以上

4m 以上
5m 以上
6m 以上
7m 以上
8m 以上
9m 以上
10m 以上
11m 以上

6m 未満
7m 未満
8m 未満
9m 未満
10m 未満
11m 未満
12m 未満
6m 未満
7m 未満
8m 未満
9m 未満
10m 未満
11m 未満
12m 未満
4m 未満
5m 未満
6m 未満
7m 未満
8m 未満
9m 未満
10m 未満
11m 未満
12m 未満

セール
クルーザー

アルミ複合

漁　船

21,450

21,450

21,450

27,610

29,700

40,810

55,000

別途協議

26,620

26,620

26,620

31,680

35,750

45,870

55,000

別途協議

27,610

37,840

39,820

52,030

59,070

別途協議

17,050

14,850

23,650

①リサイクル
料金 ③その他料金

②運搬料金参考
例）ユニック車
艇幅 2.5m 未満

①リサイクル
料金

43,010

55,770

71,170

89,320

114,730

148,500

190,080

267,520

297,330

43,010

55,770

71,170

89,320

114,730

148,500

190,080

267,520

297,330

72,600

105,820

137,610

175,340

225,280

282,260

354,530

41,140

31,020

34,870

登録販売店の
諸費用

1. 見積・諸費用
（管理票作成費等）

2. 曳航費
　・一次運送費

3. 上架費

4.引取前清掃費

5. 一時保管費

6. 立会費

7. 他費用

34,760

42,130

50,270

69,300

別途協議

27,610

37,840

39,820

52,030

55,220

別途協議

27,610

27,610

27,610

37,840

39,820

52,030

59,070

別途協議

59,180

79,090

97,240

118,360

145,640

176,550

224,730

59,180

76,890

92,290

113,080

136,400

163,680

198,440

42,350

56,430

71,280

90,090

115,500

148,830

204,600

269,940

316,800

登録販売店の
諸費用

1. 見積・諸費用
（管理票作成費等）

2. 曳航費
　・一次運送費

3. 上架費

4.引取前清掃費

5. 一時保管費

6. 立会費

7. 他費用

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

長さに関係なく一律

長さに関係なく一律

長さに関係なく一律

4m 以上

5m 以上

6m 以上

7m 以上

8m 以上

9m 以上

10m 以上

11m 以上

4m 以上

5m 以上

6m 以上

7m 以上

8m 以上

9m 以上

10m 以上

11m 以上

6m 以上

7m 以上

8m 以上

9m 以上

10m 以上

11m 以上

4m 未満

5m 未満

6m 未満

7m 未満

8m 未満

9m 未満

10m 未満

11m 未満

12m 未満

4m 未満

5m 未満

6m 未満

7m 未満

8m 未満

9m 未満

10m 未満

11m 未満

12m 未満

6m 未満

7m 未満

8m 未満

9m 未満

10m 未満

11m 未満

12m 未満

和　船

オープン

ボート

キャビン

ボート

ディンギー

ＰＷＣ 注1

カヌー



令和 4 年度（期間：2022.4.1〜2023.3.31）　ＦＲＰ船リサイクルシステム　申込先（登録販売店）一覧
注）令和 3 年１1月現在の申し込み先です。申込先（登録販売店）は、予告なく変更・廃止になることがありますのでご了承願います。

最新の一覧表は、当センターのホームページをご覧ください。　http://www.marine-jbia.or.jp/

令和 4 年度（期間：2022.4.1〜2023.3.31）　ＦＲＰ船リサイクルシステム　申込先（登録販売店）一覧
注）令和 3 年１1月現在の申し込み先です。申込先（登録販売店）は、予告なく変更・廃止になることがありますのでご了承願います。

最新の一覧表は、当センターのホームページをご覧ください。　http://www.marine-jbia.or.jp/

～北海道地区～
●北海道
㈲斉藤モータース
㈲ミナトモーター（店舗）
㈲ミナトモーター（本社）
ヤンマー舶用システム㈱（厚岸営業所）
㈲フリーポート
㈱北村鉄工所
ヤンマー舶用システム㈱（洞爺営業所）
㈲エステー三栄商事
㈱カタオカ（店舗）
加藤商会
ヤンマー舶用システム㈱（枝幸営業所）
㈱マリンウェーブ小樽
㈲北欧産業
ドリーム・エーティー㈲
㈱原田自動車工業（川湯店）　
ヤンマー舶用システム㈱（北見支店）
北研造船㈱
佐藤マリンモータース
ヤンマー舶用システム㈱（札幌支店）
時田自工㈱
ヤンマー舶用システム㈱（苫小牧支店）
㈲羽幌マリーンオート販売
ヤンマー舶用システム㈱（根室支店）
㈱小泉機械店（第二工場）
㈱小泉機械店
佐藤鉄工
㈱一映マリーン企画　
ヤンマー舶用システム㈱（函館支店）
㈱マリンプラザ伊藤
室蘭エトモマリン
㈲白鳥マリン
ヤンマー舶用システム㈱（羅臼サービスセンター）
㈱丸善ワタナベ
ヤンマー舶用システム㈱（道北支店）

～東北地区～
●青森県
㈲工藤マリンサービス
ヤンマー舶用システム㈱（青森支店）
㈲東海マリンサービス
亀山輪業㈱
㈱羽賀興業　西部マリーン
ヤンマー舶用システム㈱（八戸支店）
ＧＡＮＧ　ＷＡＹ
㈱北日本機械
㈱ヤマミチ技研
㈱青洋建設　（マリーナ部）　【新規申請中】

●岩手県
㈱互洋大船渡マリーナ
㈲スズキ船外機商会
ヤンマー舶用システム㈱（山田営業所）
ヤマザキマリン㈱

●宮城県
マリン北上㈱
㈱野村モータース
㈲唐桑マリン
㈱マリンテック
㈲互興産業（中の島マリーナ）本社
ヤンマー舶用システム㈱（仙台支店）

●秋田県
㈱マリーナ秋田
㈱秋田スズキ　マリン販売部　秋田日光マリン
マリンジャック
㈱マリーナ秋田（男鹿マリーナ）
㈱マリーナ秋田（本荘マリーナ）

●山形県
荘内マリンサービス
㈲ボートショップ酒田

●福島県
大起造船工業㈱（ボートショップ海）
㈲藤商会
㈱磐梯マリーン（松川浦支店）
㈱磐梯マリーン

～関東地区～
●茨城県
水郷ボートサービス㈱
ヤンマー舶用システム㈱（茨城支店）
㈲大貫マリン
いのせマリン

●栃木県
㈲栃木マリン
㈲Ｊ－ＢＬＵＥ
㈲ワンズオートクラブ

●埼玉県
川口ハーバーマネジメント㈱
㈲サバスマリン
㈱エイビイシイマリーン

●千葉県
㈲ポパイマリンサービス
㈱房総マリーナ
エム・ジーマリーン㈱
イーストワン
㈱小湊鐵工所（ボート船外機部）
㈱栄家商店
セントラル㈱

北海道旭川市永山北１条七丁目36 番地４
北海道厚岸郡厚岸町白浜四丁目95 番地
北海道厚岸郡厚岸町港町二丁目103 番地
北海道厚岸郡厚岸町若竹四丁目165 番
北海道網走郡美幌町字美禽 357 番地
北海道網走市南七条東六丁目21番地
北海道虻田郡洞爺湖町入江 26 番地１
北海道石狩市親船町７番地４
北海道石狩市新港東一丁目54 番 10 号
北海道磯谷郡蘭越町港町634 番地６
北海道枝幸郡枝幸町新港町 1311番地の４
北海道小樽市築港５番７号
北海道小樽市港町４番５号
北海道帯広市西二十条南三丁目53 番 22 号
北海道川上郡弟子屈町川湯温泉五丁目21番 27号
北海道北見市小泉 239 番地４
北海道北見市常呂町字常呂16 番地
北海道釧路市桜ヶ岡六丁目６番15号
北海道札幌市厚別区厚別東四条四丁目８番地１
北海道伊達市舟岡町 322 番地５
北海道苫小牧市汐見町一丁目３番４号
北海道苫前郡羽幌町南大通五丁目５番地の２
北海道根室市西浜町九丁目58 番地
北海道野付郡別海町別海新栄町 12 番地
北海道野付郡別海町別海常盤町 126 番地
北海道函館市小安町 395 番地４
北海道函館市港町一丁目35 番７号
北海道北斗市七重浜八丁目28 番１号
北海道北斗市東浜二丁目14 番 17号
北海道室蘭市絵鞆町四丁目２番地19
北海道室蘭市築地町無番地
北海道目梨郡羅臼町共栄町 19 番地
北海道利尻郡利尻富士町鴛泊字本町 11番地
北海道稚内市末広二丁目８番19 号

青森県青森市大字野内字菊川 57番地 54
青森県青森市港町二丁目５番12号
青森県上北郡野辺地町字家ノ上 22 番地１
青森県つがる市柏稲盛岡本 99 番地１
青森県つがる市柏玉水岸田 38 番地３
青森県八戸市新湊三丁目４番27号
青森県八戸市白銀町三島下 85 番地の５
青森県むつ市大字田名部字小平舘１番地 73
青森県むつ市大字関根字出戸川目132 番地
青森県青森市柳川1丁目 4 番 3号

岩手県大船渡市赤崎町字永浜 230 番地
岩手県久慈市長内町 37地割 21番地 11
岩手県下閉伊郡山田町大沢第５地割 44 番地７
岩手県宮古市神林８番１号

宮城県石巻市東中里一丁目12 番 12 号
宮城県石巻市不動町二丁目16 番１号
宮城県気仙沼市唐桑町浦 105 番地の１
宮城県塩釜市北浜四丁目14 番 43号
宮城県塩釜市中の島６番７号
宮城県仙台市宮城野区中野三丁目１番地５

秋田県秋田市飯島字堀川118 番
秋田県秋田市飯島堀川118 番
秋田県秋田市飯島穀丁14 番 19 号
秋田県男鹿市船川港海岸通り1番地 20
秋田県由利本荘市石脇字田尻 35

山形県酒田市こがね町二丁目１番 41号
山形県酒田市豊里字上割10 番地の６

福島県いわき市江名字東町 1番地
福島県相馬市岩子字坂脇 84 番地の２
福島県相馬市尾浜字港町２番地 48
福島県耶麻郡猪苗代町大字翁沢字不動堂 579 番地 10

茨城県潮来市潮来 5043 番地
茨城県東茨城郡大洗町磯浜町 8253 番地 51
茨城県日立市留町 2699 番地の７
茨城県水戸市小泉町 760 番地１

栃木県宇都宮市下平出町662 番地１
栃木県宇都宮市宝木本町 2078 番地７
栃木県栃木市大平町横堀 957 番地２

埼玉県川口市弥平三丁目12 番８号
埼玉県八潮市大字古新田160 番地１
埼玉県八潮市大字古新田101番地

千葉県安房郡鋸南町大帷子 417 番地７
千葉県いすみ市岬町江場土 2059 番地３
千葉県市川市大和田二丁目19 番６号
千葉県香取市八筋川甲2086 番地
千葉県鴨川市内浦 3000 番地
千葉県木更津市貝渕四丁目12 番２号
千葉県木更津市富士見三丁目１番22号

0166-48-6137
0153-52-4061
0153-52-4061
0153-53-4700
0152-72-4141
0152-44-1234
0142-76-2916
0133-62-3270
0133-62-3577
0136-56-2334
0163-62-1255
0134-22-1311
0134-32-3911
0155-36-7711
015-483-2731
0157-24-1551
0152-54-2263
0154-91-1351
011-898-8001
0142-25-5420
0144-34-0032
0164-62-3529
0153-22-2151
0153-75-2667
0153-75-2226
0138-58-2586
0138-45-3122
0138-73-7111
0138-73-5220
0143-27-5471
0143-23-2121
0153-87-2546
0163-82-1117
0162-23-4365

017-726-0210
017-743-1111
0175-64-1941
0173-34-2602
0173-25-3576
0178-33-5164
0178-35-1735
0175-23-4433
0175-25-2051
017-783-4110

0192-26-2026
0194-53-5181
0193-82-5934
0193-77-3986

0225-96-6515
0225-95-2165
0226-32-2228
022-363-2022
022-367-7981
022-258-3800

018-847-1851
018-847-2711
018-845-2432
0185-23-2515
0184-24-5864

0234-26-3636
0234-34-3636

0246-55-7236
0244-36-4312
0244-38-8004
0242-65-2750

0299-63-1231
029-266-1631
0294-53-6575
029-269-9377

028-662-7897
028-678-3336
0282-25-0664

048-224-2396
048-996-2151
048-995-3515

0470-55-3059
0470-87-8127
047-370-1501
0478-50-3013
04-7095-3000
0438-23-7273
0438-23-2091

●千葉県（続き）
木更津マリーナ
木更津ユウワ　【新規申請中】
原商会
㈱雄和
スズハルマリーナ

●東京都
㈱江戸川造船所
スバル興業 (株 )（夢の島マリーナ）
本橋発動機㈱（勝どきマリーナ）
ヤンマー舶用システム㈱（東京支店）

●神奈川県
㈲ロッキーマリン
㈱リビエラリゾート（逗子マリーナ）
㈱湘南マリーナ
㈲コグレマリンサービス
㈲片倉ボートマリーナ
㈲江の島モーターボート商会
㈱リビエラリゾート（シーボニアマリーナ）
三崎観光㈱（油壺京急マリーナ）
油壷ボートサービス㈱
湘南サニーサイドマリーナ㈱
㈲協立マリン（ボートパーク）
湘南サニーサイドマリーナ㈱（サニーサイドマリーナ ウラガ）
㈲ダルマ　Ｄ－marina
ヤマハ発動機㈱　東日本営業所
ヤンマー舶用システム㈱（神奈川支店）
横浜ベイサイドマリーナ㈱　【新規申請中】
㈱ＳＥＡ　ＬＩＦＥ　【新規申請中】

●新潟県
㈱タカハシ
㈲コバヤシボート
㈱タカハシ（上越店）
㈱マリン商事（種村マリーナ）
㈱タカハシ（新潟万代マリーナ）
㈲ヨコオマリン
㈲新潟ボート販売
白勢エンジニアリング㈱
㈱タカハシ（勝見マリーナ）

～中部地区～
●富山県
日本海マリン㈱（新湊マリーナ店）
㈱スズキマリン（スズキマリーナ富山）
㈱新湊ヤンマー
㈲青島鉄工所
日本海マリン㈱
㈲ジョイマリンエンジニアリング
㈲鍛治伊　バイパス店

●石川県
㈲加賀マリンサービス
ヤンマー舶用システム㈱（北陸支店）
清水マリンサービス
㈱中野朝日自動車工業（マリン部）
ジャンボマリン・ＫＴ
ジャンボマリン・ＫＴ
ヤンマー舶用システム㈱（北陸東部営業所）

●福井県
吉崎屋商会マリーナ
安全鉄工所
京福マリン㈲
㈲松井兄弟社
㈱大木電業社
㈱嶋田商会（三国マリーナ）

●山梨県
富士五湖ボートサービス

●長野県
㈲マリンオート諏訪
AUTO SWAP NAGANO
㈲ MISAWAMOTORS

●岐阜県
岐阜ボート販売㈱

●静岡県
岡田鉄工所
仁科ヤンマー商会
㈲アラリシップビルダーズ
㈲伊豆松崎マリーナ
㈲ニュー東海マリーナ
㈱片山造船所
㈲ワダマリーンサービス（工場）
㈱浜名湖エンタープライズ （新居マリーナ）
スギウラマリンサービス
㈲はしくに
ヤマハマリーナ㈱（ヤマハマリーナ浜名湖）
㈱スズキマリン（スズキマリーナ浜名湖）
ワシズマリーナ㈱
㈲マリンサポート
㈱ KOWA
ヤマハマリーナ㈱（ヤマハマリーナ沼津）
㈲水野ディーゼル
㈱富士ボーティング
㈱沼津パワートレンサービス
西気賀マリン
㈱ジョナサン
水神荘マリーナ
㈲ワダマリーンサービス（本店）

千葉県木更津市木材港二丁目１番
千葉県木更津市久津間1613 番地２
千葉県館山市沼1674 番地の14
千葉県千葉市中央区寒川町一丁目 81番地７
千葉県船橋市宮本二丁目14 番 31号

東京都江戸川区東葛西三丁目17番 16 号
東京都江東区夢の島三丁目２番１号
東京都中央区勝どき三丁目15 番３号
東京都千代田区外神田４丁目14 番１号　秋葉原UDX（北ｳｲﾝｸ 1゙3 階）

神奈川県足柄下郡真鶴町岩 455 番地
神奈川県逗子市小坪五丁目23 番９号
神奈川県平塚市榎木町 11番 　ｸ ﾗ゙ﾝﾄ゙ ﾋ ｸ゙ﾄﾘｱ１階
神奈川県平塚市馬入 2176
神奈川県平塚市札場町43 番 21号
神奈川県藤沢市片瀬四丁目14 番７号
神奈川県三浦市三崎町小網代1286 番地
神奈川県三浦市三崎町諸磯1574
神奈川県三浦市三崎町小網代1219 番地
神奈川県横須賀市芦名一丁目17番８号
神奈川県横須賀市長瀬三丁目９番１号
神奈川県横須賀市東浦賀二丁目22 番２号
神奈川県横浜市神奈川区東神奈川 2-49-11
神奈川県横浜市金沢区白帆４番４
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町 12 番１号
神奈川県横浜市金沢区白帆1番地
神奈川県横浜市金沢区白帆 4 番 3号

新潟県柏崎市番神一丁目７番31号
新潟県北蒲原郡聖籠町大字大夫興野字金清水山 2862 番地 11
新潟県上越市春日新田四丁目2969 番３号
新潟県新潟市中央区入船町四丁目3776 番地 22
新潟県新潟市中央区柳島町四丁目36 番地２
新潟県新潟市西区五十嵐三の町東 25 番 13号
新潟県新潟市東区海老ケ瀬14 番地１
新潟県新潟市東区山木戸八丁目８番１号
新潟県三島郡出雲崎町勝見 811番

富山県射水市海竜新町２番
富山県射水市新堀 39 番
富山県射水市港町 13 番地１
富山県魚津市寿町７番９号
富山県高岡市城光寺120 番
富山県高岡市吉久一丁目３番 42号
富山県氷見市鞍川 41番１号

石川県加賀市田尻町浜山３番地11
石川県金沢市神野町東 70 番地
石川県河北郡内灘町字向粟崎1丁目 47番地
石川県珠洲市野々江町キ20 番地２
石川県七尾市津向町ト107 番地
石川県七尾市中島町藤瀬３の 66 番地
石川県七尾市矢田新町イの28 番１号

福井県あわら市浜坂三丁目４番
福井県大飯郡高浜町和田港内128 番地の 48
福井県小浜市加斗第12号３番地
福井県小浜市川崎二丁目３番地の２
福井県坂井市三国町南本町三丁目４番17号
福井県坂井市三国町新保 42

山梨県南都留郡富士河口湖町船津 2694 番 27号

長野県諏訪市大字豊田 868 番地２
長野県長野市大字高田 336 番地
長野県松本市梓川倭 2676 番１号

岐阜県岐阜市城東通六丁目７番地

静岡県熱海市下多賀 362 番地の７
静岡県賀茂郡西伊豆町仁科1984 番地の１
静岡県賀茂郡西伊豆町安良里 908
静岡県賀茂郡松崎町道部 371番地の１
静岡県湖西市新居町新居 3420 番地の２
静岡県湖西市新居町新居 896 番地の 91
静岡県湖西市新居町新居 3420 番地の２
静岡県湖西市新居町中之郷 3622
静岡県湖西市新居町中之郷 3622
静岡県湖西市新居町新居 3397 番地の１
静岡県湖西市入出字長者1380 番地
静岡県湖西市新所 4494 番地の 90
静岡県湖西市鷲津 2528 番地
静岡県湖西市鷲津 2528 番地の４　ワシズマリーナ内
静岡県駿東郡長泉町下土狩 941番地
静岡県沼津市江浦 514
静岡県沼津市上香貫三貫地1190 番地の１
静岡県沼津市馬込19 番地４
静岡県沼津市多比 691番地の１
静岡県浜松市北区細江町気賀10083 番地の３
静岡県浜松市北区細江町気賀11152 番地
静岡県浜松市北区細江町気賀11429 番地
静岡県浜松市西区篠原町 21392 番地の４

0438-37-2091
0438-41-9266
0470-22-0694
043-224-2005
047-433-6730

03-3680-3161
03-5569-2710
03-3531-7833
03-6733-4260

0465-68-0927
0467-24-1000
0463-23-8882
0463-24-1533
0463-22-5738
0466-27-3444
046-882-1212
046-882-2720
0468-82-6543
046-856-7810
046-846-5191
046-843-4123
045-461-1062
045-775-2450
045-771-8631
045-776-7592
045-771-8727

0257-24-2211
025-256-2020
025-545-1003
025-228-2745
025-229-2188
025-263-1688
025-272-6685
025-275-3071
0258-78-3840

0766-86-8558
0766-86-3750
0766-84-0128
0765-24-3541
0766-44-8558
0766-53-5610
0766-74-2662

0761-75-2119
076-240-1717
076-238-4386
0768-82-6080
0767-53-2441
0767-53-2441
0767-53-3037

0776-79-1541
0770-72-1188
0770-52-5118
0770-52-0349
0776-82-0079
0776-82-5511

0555-72-2038

0266-58-2385
026-263-6438
0263-78-0002

058-273-1651

0557-68-1146
0558-52-0141
0558-56-0311
0558-42-0396
053-594-0469
053-594-1909
053-594-2850
053-595-1588
053-594-4019
053-592-0505
053-578-1114
053-578-2452
053-576-1807
053-576-4906
055-986-1684
055-939-0311
055-931-4748
055-933-3600
055-939-0732
053-523-2774
053-522-4666
053-522-0096
053-448-6720

～中部地区～
●静岡県（続き）
葵マリン㈱
藤原商事㈱（弁天島マリーナ）
金子機械
㈲サン・マリン
㈲ケイエムツー（ボートクラブカナル）
㈲神村マリン・モータース

●愛知県
㈱グランドバンクス
名古屋トヨペット㈱（マリン事業部 NTP マリーナ高浜）
㈱スズキマリン（スズキマリーナ三河御津）
マークマリン
糟谷造船
ネオスポーツ（㈱ジェイエスピー）
衣浦マリーナ

●三重県
ニュージャパンマリン㈱
㈲西岡ヤンマー商会
㈱波切ヤンマー商会
㈱ダイイチ（河芸店）
㈲三重クルーザー
島津鉄工所
㈱鳥羽ヤンマー
㈱波切ヤンマー商会（四日市支店）
㈲おおぜき　【新規申請中】

～関西地区～
●滋賀県
ヤマハマリーナ㈱（ヤマハマリーナ琵琶湖）
㈲安原エンジンサービス
㈲イワキプランニング　マリン事業部
シードリームスカンパニーヨシカワ
㈲小栗鉄工所

●京都府
㈱大阪マリン ( アオイマリーナ）
本庄電機㈲（波路工場）
ヤンマー舶用システム㈱（宮津営業所）
大門オートサービス
㈱西隆（カンノマリンサービス）

●大阪府
㈱アズール（シーゼットカンパニー）
ヤマハ発動機㈱　サービスセンター関空
富士産業㈱（大阪岬マリーナ）
㈲ソルトムーン
㈱五階
㈲ブルーライン
キムラ海陸通商㈱　（キムラマリーン）
㈲畑谷
オーシャン・マリン㈱
㈲イシバシマリン
マリン大阪㈱
大谷マリン

●兵庫県
マリン・サクマ
岩永鉄工㈱
上鍵マリンサービス
赤穂ヤンマー㈱
㈲前羽鉄工所
㈱高浜商会
ヤンマー舶用システム㈱ ( 西日本営業部）
㈱ヤマハ藤田（須磨ヨットハーバー）
㈲阪神マリン
㈲川﨑商会（神戸ハーバーマリーナ）
㈲川﨑商会　播磨マリーナ
㈱ヤマハ藤田（オークマリーナ）
城崎温泉マリーナ
㈱日本海マリーナ
NPO 法人　兵庫県の水域の秩序ある利用を進める会
  （NPO 法人　ＵＷＨ）
マリンハリマ
網手鉄工所
㈱サウスウインド
ウインドバッグマリンサービス
㈱ヤマハ藤田
淡路ディーゼル株式会社
株式会社育波共同鉄工所

●和歌山県
㈱石垣
イナダマリン
㈱マリンルームオオタ（マリーナ店）
㈱マリンルームオオタ
㈱島鉄工所

～中国地区～
●鳥取県
ヤンマー舶用システム㈱（山陰支店）
㈲よなごマリーン

●島根県
ピースマリン
㈱高橋鉄工所
勝部自転車店
新世マリン　　
㈲近藤鉄工
ヤンマー舶用システム㈱　浜田サービスセンター
㈲大新
㈲作野鉄工所
ヒロエマリン

●岡山県
ヤンマー舶用システム㈱（岡山営業所）

静岡県浜松市西区平松町 520 番地の29
静岡県浜松市西区舞阪町弁天島 2728 番地の２
静岡県浜松市西区舞阪町弁天島 3126 番地の24
静岡県浜松市西区舞阪町舞阪 2703 番地の５
静岡県浜松市西区村櫛町4607 番地の13
静岡県浜松市西区雄踏町宇布見 9907 番地

愛知県春日井市廻間町字地蔵前 656 番地１
愛知県高浜市青木町一丁目１番地
愛知県豊川市御津町御幸浜一丁目１番25号
愛知県豊橋市吉前町 113 番地の３
愛知県西尾市吉良町饗庭圦ノ口13 番地
愛知県額田郡幸田町深溝中池田19
愛知県碧南市道場山町三丁目21番地

三重県伊勢市有滝町 2259 番地
三重県志摩市志摩町和具175 番地２
三重県志摩市大王町波切 3325 番地７
三重県津市河芸町東千里 854 番地３
三重県津市高茶屋小森上野町 1331番地の２
三重県度会郡南伊勢町方座浦
三重県鳥羽市鳥羽三丁目31番 30 号
三重県四日市市中納屋町１番11号
三重県桑名市田町 33 番地

滋賀県大津市下阪本五丁目２番２号
滋賀県高島市安曇川町田中364 番地
滋賀県高島市今津町浜分 30 番地の１
滋賀県野洲市吉川 4327 番地
滋賀県彦根市松原二丁目２番19 号

京都府舞鶴市字青井75 番地
京都府宮津市字波路 451番地の１
京都府宮津市字獅子崎小字しきの浜両側 849 番地
京都府宮津市字岩ヶ鼻15 番地の１
京都府京丹後市久美浜町鹿野1397 番地

大阪府池田市古江町 1777 番地
大阪府泉佐野市りんくう往来北６番地　いずみさの関空マリーナ内
大阪府泉南郡岬町多奈川谷川 2160 番地
大阪府大阪市住之江区北加賀屋四丁目１番 55号
大阪府大阪市浪速区日本橋東一丁目３番８号
大阪府大阪市福島区玉川一丁目８番６号
大阪府大阪市港区築港一丁目１番地１号１
大阪府貝塚市澤 334 番地の１
大阪府岸和田市地蔵浜７番地
大阪府堺市西区浜寺石津町西五丁10 番 19 号
大阪府寝屋川市点野二丁目20 番１号
大阪府阪南市自然田 216 番１

兵庫県相生市那波南本町 1576 番地 5
兵庫県明石市材木町 7番1号
兵庫県赤穂市朝日町 5番地の24
兵庫県赤穂市正保橋町３番地の114
兵庫県淡路市岩屋 978 番地の 6
兵庫県淡路市久留麻 2352 番地
兵庫県伊丹市中央三丁目１番17号　ネオ伊丹ビル3階
兵庫県神戸市須磨区若宮町一丁目１番 4号　 須磨ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞー 内
兵庫県神戸市東灘区深江南町一丁目18 番 2号
兵庫県神戸市兵庫区遠矢浜町五丁目37番
兵庫県高砂市曽根町 2710 番地 64
兵庫県たつの市御津町苅屋1131番 1
兵庫県豊岡市城崎町楽々浦通戸 343
兵庫県豊岡市小島1228 番地の2
兵庫県西宮市西宮浜一丁目46 番地 1　西宮ボートパーク内

兵庫県姫路市網千区興浜1383 番地 1
兵庫県姫路市家島町真浦 1987 番地 2
兵庫県姫路市木場1180 番地
兵庫県姫路市広畑区才 629 番地 2　第 2 北川ビル2階
兵庫県姫路市本町 155 番地
兵庫県南あわじ市志知飯山寺292 番地
兵庫県淡路市斗ノ内 63 番地 1

和歌山県海南市下津町下津 213 番地
和歌山県田辺市天神崎 37番地の24
和歌山県和歌山市毛見1530 番地
和歌山県和歌山市築港六丁目17番地
和歌山県和歌山市築港三丁目４番地

鳥取県境港市竹内団地127
鳥取県米子市両三柳 781番地１

島根県出雲市神西沖町 2106 番地１
島根県出雲市河下町44 番地１
島根県出雲市平田町 1888 番地 33
島根県隠岐郡海士町大字海士1624 番地
島根県隠岐郡西ノ島町大字美田 3523 番地 6
島根県浜田市原井町 3025 番地
島根県松江市八幡町 781番地 1
島根県松江市美保関町七類 3260 番地 1
島根県松江市東津田町 1875 の 6

岡山県岡山市中区藤崎 568 番地の16

053-487-0590
053-592-3109
053-592-3125
053-592-2891
053-489-2877
053-592-3820

0568-93-1001
0566-54-5300
0533-76-3521
0532-32-6138
0563-32-0754
0564-56-0022
0566-41-2558

0596-37-6000
0599-85-0636
0599-72-0470
059-245-5501
059-234-4123
0596-76-1407
0599-26-2818
059-352-4864
0594-22-4867

077-578-2182
0740-32-0413
0740-22-6617
077-589-8138
0749-22-0851

0773-77-0387
0772-22-4155
0772-22-6265
0772-28-0700
0772-83-1300

0727-51-9851
072-463-3461
072-495-5306
06-6686-8384
06-6635-1111
06-6447-0299
06-6576-8551
0724-38-9822
072-432-5944
072-264-1473
072-827-1150
072-473-2838

0791-22-1209
078-912-2764
0791-43-7578
0791-45-2277
0799-72-3416
0799-74-2455
072-773-5863
078-735-5500
078-431-3955
078-671-3177
079-448-1515
079-322-8800
0796-32-2565
0796-28-2526
0798-37-2080

079-273-1004
079-325-0193
079-246-0319
079-239-4000
079-289-0011
0799-36-3738
0799-80-2730

073-492-3939
0739-25-1202
073-441-8888
073-433-3008
073-433-0777

0859-45-4811
0859-29-8108

0853-43-7722
0853-66-0612
0853-62-2446
08514-2-0909
08514-6-1331
0855-23-5950
0852-37-1110
0852-72-2541
0852-22-4793

086-274-0585

●岡山県（続き）
㈱岡山マリン・ボートセンター
㈱岡山マリン・ボートセンター（マリーナ岡山）
㈱岡山マリン・ボートセンター（宮浦マリーナ）
筒井鉄工所
備讃ヤンマー㈱
倉敷ヤンマー㈱
㈱オバタボート
㈱オバタボート（オバタマリーナ）
㈱ナスボート　牛窓マリーナ　
ニシナマリン
㈱マリンアクセス大栄
㈲川﨑商会（日生マリーナ備前店）
東洋マリーン㈱
㈲川﨑商会（日生マリーナ）
東備ヤンマー㈱

●広島県
向島ドック㈱（マリーナフェアウインド）
呉マリーン㈲
㈲藤田鉄工所
㈲宮島ビューマリーナ
ヤンマー舶用システム㈱（広島支店）
㈱デルタマリン（江波マリーナ）
㈱エム・シー・エム（ミヤママリーナ）
㈱広島ヤンマー商事
㈱広島ベイマリーナ
㈲中国マリン

●山口県
㈲新港マリン
ミヤマ造船㈱ （マリーナ岩国）
㈱ササキコーポレーション　（UBEマリーナ）
下関ヤンマー販売㈱
㈱デルタマリン　（下関店）
㈱京瀧マリーナ事業所　（マリーナシーホース）
㈱徳山マリン
㈱沼田ヤンマー商会　（周南支店）
㈱ササキコーポレーション　（SHIZUKI マリーナ）
㈱デルタマリン　（防府マリーナ）
㈱沼田ヤンマー商会

～四国地区～
●徳島県
㈲小松島マリーナ
高原マリーナ
阿波ヤンマー㈱
大鳴マリーナ㈲
浅野工作所

●香川県
㈲番の州マリーナ
香川マリン㈱（志度マリーナ）
㈱スヤママリン
瀬戸マリーナ㈱
㈱ユニマットプレシャス（仁尾マリーナ）
香川マリン㈱（屋島マリーナ）
海望企画㈱　マリーナペラガス
㈱高松マリーナ

●愛媛県
弓杖マリンサービス
マリーナシーガル
四国マリーンアンドモータース㈱（内海マリーナ）
来島マリーナ㈱
村越マリン㈲
今治ヤンマー㈱
マリンサービス大野
ヤンマー舶用システム㈱（宇和島営業所）
㈲大洲スズキ販売
ボートサービス・ヤノ
新居浜マリーナサービス㈱
今治ヤンマー㈱（新居浜マリンセンター）
JET　POINT
マリンショップシーガル
㈱アンカレッジ・マリーナ
㈱ジェットプロジェクト
ヤンマー舶用システム㈱（松山営業所）
黒岩マリン
島マリン㈱
親和マリン㈱

●高知県
㈲太平洋マリン
㈱はらみ
マリンショップカワムラ
合同会社 オガワマリンサービス
四万十マリーナ
フクモリモータース
川村モータース

～九州地区～
●福岡県
㈲山﨑ヤンマー
仁光機械㈲　仁光マリーン
㈱小宮鉄工所
㈱ササキコーポレーション（新門司マリーナ）
ホープボート
パワーステーション
コン・フォート
㈱ヨットハーバー芦屋
マリーン博多㈱
㈱ササキコーポレーション（西福岡マリーナ マリノア）
マリンクラブネイビー　【新規申請中】
ハイステップス

岡山県岡山市中区江崎 86 番地の 5
岡山県岡山市南区郡八幡山 2番地
岡山県岡山市南区宮浦字大浜 681番地の1
岡山県笠岡市横島1650
岡山県倉敷市児島駅前三丁目33 番地
岡山県倉敷市玉島1274 番地の1
岡山県倉敷市玉島阿賀崎 2438 番地の 4
岡山県倉敷市玉島乙島亀の首49 番地の 63
岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓 4180 番地
岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓 6449 番地の1
岡山県玉野市胸上1810 番地
岡山県備前市浦伊部砂ヶ鼻1183 番地の2
岡山県備前市西片上1365 番地の15
岡山県備前市日生町寒河 38 番地
岡山県備前市日生町日生 241番地の128

広島県尾道市向島町 16058 番地の191
広島県呉市警固屋九丁目６番３号
広島県竹原市塩町一丁目６番20 号
広島県廿日市市大野二丁目11番９号
広島県広島市佐伯区隅の浜三丁目１番31号
広島県広島市中区江波栄町 10 番 30 号
広島県広島市中区江波南二丁目23 番８号
広島県広島市南区元宇品町41番 25 号
広島県広島市南区元宇品町42 番 16 号
広島県福山市鞆町後地 651番地３

山口県岩国市新港町四丁目４番30 号
山口県岩国市藤生町一丁目28 番 21号
山口県宇部市港町一丁目13 番地７号
山口県下関市東大和町一丁目４番５号
山口県下関市横野町四丁目１番地７号
山口県周南市栗屋奈切 118 番地 13号
山口県周南市大字大島卯の木1298 番地
山口県周南市徳山港町 8475 番５号
山口県萩市堀内西の浜 56 番地
山口県防府市大字田島 2882 番地
山口県柳井市柳井150 番地 60

徳島県小松島市和田島町字松田新田165 番地の５
徳島県徳島市川内町鶴島 374 番地
徳島県徳島市津田海岸町５番 51号
徳島県鳴門市鳴門町三ッ石字八軒浜 92 番地
徳島県鳴門市撫養町弁財天字ハマ19 番地

香川県坂出市沖の浜１番５号
香川県さぬき市志度 1298 番地７
香川県三豊市詫間町詫間1338 番地 162
香川県三豊市詫間町松崎 2825 番地
香川県三豊市仁尾町仁尾己 918 番地 12
香川県高松市庵治町6391番地
香川県高松市郷東町 796 番地 53
香川県高松市浜ノ町68 番 17号

愛媛県今治市大西町別府 2146 番地２
愛媛県今治市菊間町浜 66 番地
愛媛県今治市桜井甲1034 番地
愛媛県今治市砂場町二丁目７番30 号
愛媛県今治市砂場町一丁目２番38号
愛媛県今治市富田新港一丁目２番地の６
愛媛県伊予市大平甲1236 番地８
愛媛県宇和島市三浦東1341番地１
愛媛県大洲市新谷336 番地１
愛媛県西条市壬生川７番地１
愛媛県新居浜市垣生三丁目乙 324 番地
愛媛県新居浜市黒島一丁目５番 64号
愛媛県松山市浅海原乙５番地８
愛媛県松山市和泉北二丁目９番18号
愛媛県松山市粟井河原 336 番地６
愛媛県松山市下灘波甲32 番地 32
愛媛県松山市住吉一丁目６番36 号
愛媛県松山市高浜町 1丁目乙 60 番地の185
愛媛県松山市和気町二丁目番外１の１番地
愛媛県八幡浜市保内町川之石 3番耕地 304 番地 25

高知県高知市五台山タナスカ 4984 番地
高知県高知市桟橋通五丁目５番 40 号
高知県宿毛市片島１番15号
高知県宿毛市坂ノ下1023 番地 37
高知県宿毛市小筑紫町大海 2561番 18号
高知県幡多郡大月町弘見 2596 番地３
高知県幡多郡大月町姫ノ井 202 番地１

福岡県糸島市志摩岐志 360 番地の1
福岡県糸島市二丈松末 1146 番地の 4
福岡県大牟田市健老町 231番地の2
福岡県北九州市門司区新門司北 2丁目1番地
福岡県北九州市門司区畑 338 番地の２
福岡県北九州市八幡西区香月中央四丁目14 番 13号
福岡県久留米市長門石二丁目2番地 19 号
福岡県遠賀郡芦屋町山鹿 2047 番地
福岡県福岡市中央区港三丁目3番29 号
福岡県福岡市西区小戸二丁目11番１号
福岡県福岡市東区大岳四丁目2番 61号　福岡ﾏﾘｰﾅ内
福岡県福岡市東区和白五丁目7番 20 号 -101

086-276-2121
086-267-3311
086-267-3939
0865-67-0381
086-472-8101
086-522-5105
086-526-7557
086-522-5505
0869-34-2498
0869-34-2511
086-341-1467
0869-63-2300
0869-63-0153
0869-74-0500
0869-72-2345

0848-44-0007
0823-28-1344
0846-22-0785
0829-55-3610
082-923-4136
082-291-8125
082-232-2050
082-253-1151
082-255-6135
084-970-5405

0827-22-9555
0827-32-0121
0836-32-0656
083-267-9601
083-258-0431
0834-26-0444
0834-84-0767
0834-21-6016
0838-22-5566
0835-29-0650
0820-22-0575

0885-38-1173
088-665-4250
088-663-1161
088-687-1108
088-686-3013

0877-44-0242
087-894-2321
0875-83-5440
0875-83-6123
0875-82-3203
087-871-2021
087-882-6800
087-821-8470

0898-53-6109
0898-54-3555
0898-48-2580
0898-23-5922
0898-32-6470
0898-47-4105
089-983-5716
0895-29-0012
0893-25-0123
0898-64-4062
0897-46-5636
0897-46-2001
089-995-0767
089-915-3589
089-994-1300
089-993-0211
089-953-1500
089-952-4063
089-979-0230
0894-37-3150

050-3308-5606
088-834-4868
0880-65-5603
0880-63-5587
090-3182-3249
0880-73-1557
0880-74-0526

092-328-2340
092-325-0577
0944-52-8774
093-481-0099
093-481-8080
093-982-5145
0942-32-7558
093-223-2331
092-731-8303
092-885-2288
092-603-9070
092-410-0786

●福岡県（続き）
西戸崎開発㈱　福岡マリーナ
㈲唐泊鉄工所
㈱ササキコーポレーション（海の中道事業所）　

●佐賀県
マリンメカニック伊万里㈲
ノグチ・マリン
㈱イマムラサーキュレーション（海遊）

●長崎県
菊谷造船所　
㈱畑島（ハタシママリーナ）
ヤンマー舶用システム㈱（長崎営業所）
㈲矢上船舶機器サービス
㈱西菱環境開発（総合事務所）
㈱ヤマハマリン西九州
泉マリンサービス

●熊本県
㈲糸田鉄工所
㈲西部内燃機
コスモマリン㈱
㈱スズキマリン（スズキマリーナ熊本）
㈱坂井商会（オーランドマリーナ）
㈱マスターマリン
熊本ヤマハ㈱（サービスセンターパール）
㈱坂井商会　　
㈱アクペリア
熊本ヤマハ㈱
㈱坂井商会（水俣工場）
㈲タケナガマリン

●大分県
㈲五和商事
東和工機
㈱江原造船鉄工所

●宮崎県
加藤マリーン
宮下船舶機器
㈱ドルフィン
共栄マリン㈱

●鹿児島県
田上モータース
赤崎マリン
岡下造船鉄工㈱
岡田マリンサービス
マルモト自動車整備　【新規申請中】
㈲ボートの新福商会
ヤンマー舶用システム㈱（垂水営業所）
武田機械店

～沖縄地区～
●沖縄県
㈲ブルーマリン石垣
ヤンマー沖縄㈱（八重山支店）
オートヒラカワ
㈲津島工業
㈱マリンランド（泡瀬支店）
ヤンマー沖縄㈱（本社）
合同会社 エックスパワー
㈱マリンランド（名護支店）
㈱南西船舶
㈱マリンランド（那覇本店）
㈲総合マリン沖縄
ヤンマー沖縄㈱（宮古支店）

（以上）

福岡県福岡市東区大岳四丁目2番 61号
福岡県福岡市西区大字宮浦 1098 番地
福岡県福岡市東区西戸崎18 番 25 号

佐賀県伊万里市黒川町福田 20 番地
佐賀県小城市芦刈町下古賀554 番地２
佐賀県佐賀市高木瀬東四丁目２番４

長崎県五島市岐宿町岐宿1579 番地の１
長崎県対馬市美津島町洲藻字ミシカ907 番地
長崎県長崎市京泊二丁目８番36 号
長崎県長崎市田中町 860
長崎県西彼杵郡時津町久留里郷1528 番地
長崎県西彼杵郡時津町久留里郷1439 番地 10
長崎県東彼杵郡川棚町三越郷140 番地 13

熊本県天草市楠浦町 10446 番地 34
熊本県天草市倉岳町棚底 1786 番地１
熊本県天草市深海町 2002 番地
熊本県宇城市三角町戸馳11
熊本県上天草市大矢野町登立 3218 番地の１
熊本県上天草市松島町合津 7500 番地
熊本県上天草市松島町合津 7500 番地
熊本県熊本市西区西松尾町4410 番地６
熊本県熊本市南区富合町田尻144 番地２
熊本県熊本市南区南高江三丁目２番地１号
熊本県水俣市丸島町二丁目494 番地
熊本県八代市鏡町野崎1028 番地

大分県大分市久原北４番22号
大分県佐伯市狩生 3176 番地１
大分県国東市国見町伊美 4301番地５

宮崎県串間市大字南方 2219 番地 52
宮崎県日南市大堂津二丁目13 番7
宮崎県日南市吾田西一丁目12 番 24-1号
宮崎県延岡市愛宕町三丁目 62 番地

鹿児島県阿久根市鶴見町4 番地 1
鹿児島県阿久根市西目1093 番地
鹿児島県いちき串木野市新生町 180
鹿児島県鹿児島市七ツ島一丁目110 番地
鹿児島県鹿屋市白水町 705 番地 5
鹿児島県垂水市市木12 番地 30
鹿児島県垂水市錦江町 7番地 1
鹿児島県西之表市西町6974 番

沖縄県石垣市浜崎町 2丁目 4 番地の10
沖縄県石垣市浜崎町三丁目3番16 号
沖縄県うるま市字栄野比 770 番地
沖縄県うるま市勝連平敷屋 3805 番地
沖縄県沖縄市海邦一丁目22 番 24 号
沖縄県宜野湾市大山七丁目11番 12 号
沖縄県中頭郡中城村字久場1927 番地 1
沖縄県名護市東江五丁目19 番 5号
沖縄県那覇市曙三丁目15 番 6 号
沖縄県那覇市曙二丁目4 番 20 号
沖縄県那覇市曙一丁目3番 3号
沖縄県宮古島市平良字荷川取 645 番地 10

092-603-2268
092-809-2523
092-603-2221

0955-27-0119
0952-66-6967
0952-31-5590

0959-82-0102
0920-54-3481
095-860-1271
095-839-3334
095-814-2229
095-882-1829
0956-82-2360

0969-22-3430
0969-64-3222
0969-75-0118
0964-53-0714
0964-56-5758
0969-56-3655
0969-56-1035
096-319-4455
096-358-6611
096-358-2001
0966-63-2946
0965-53-9977

097-593-2628
0972-27-6722
0978-82-0023

0987-72-2388
0987-27-0790
0987-23-6627
0982-21-2951

0996-72-0356
0996-73-2367
0996-32-2141
099-261-7535
0994-46-2270
0994-32-7520
0994-32-5300
0997-23-1855

0980-82-4115
0980-82-4361
098-972-6131
098-978-3668
098-939-8015
098-898-3111
098-942-3467
0980-52-6146
098-861-9816
098-861-2134
098-861-2202
0980-72-6578

令和 4 年度（期間：2022.4.1〜2023.3.31）　ＦＲＰ船リサイクルシステム　申し込み先（登録販売店）一覧
注）令和 3 年１1月現在の申し込み先です。申し込み先（登録販売店）は、予告なく変更・廃止になることがありますのでご了承願います。

最新の一覧表は、当センターのホームページをご覧ください。　http://www.marine-jbia.or.jp/

ＦＲＰ船リサイクルシステム 後援企業
岡崎造船（株）
川崎重工業（株）
（株）キーサイド
（株）ジェイエスピー
スズキ（株）
（株）田中造船
トーハツ（株）
トヨタ自動車（株）
（株）二シエフ

香川県小豆郡土庄町

兵庫県明石市川崎町

神奈川県横浜市金沢区

愛知県額田郡幸田町

静岡県浜松市南区高塚町

長崎県松浦市福島町

東京都板橋区

愛知県豊田市トヨタ町

山口県下関市豊北町

ニュージャパンマリン（株）
ニュージャパンヨット（株）
バンビ（株）
ＢＲＰジャパン（株）
（株）マツイ
（株）マリンシックス
（有）峯造船
ヤマハ発動機（株）
ヤンマー舶用システム（株）
ワイエム志度（株）

三重県伊勢市有滝町

静岡県牧之原市

岡山県備前市日生町

東京都港区

東京都港区

富山県富山市

長崎県南松浦郡新上五島町

静岡県磐田市

兵庫県伊丹市

香川県さぬき市

携帯：090-2973-1435
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～北海道地区～
●北海道
㈲斉藤モータース
㈲ミナトモーター（店舗）
㈲ミナトモーター（本社）
ヤンマー舶用システム㈱（厚岸営業所）
㈲フリーポート
㈱北村鉄工所
ヤンマー舶用システム㈱（洞爺営業所）
㈲エステー三栄商事
㈱カタオカ（店舗）
加藤商会
ヤンマー舶用システム㈱（枝幸営業所）
㈱マリンウェーブ小樽
㈲北欧産業
ドリーム・エーティー㈲
㈱原田自動車工業（川湯店）　
ヤンマー舶用システム㈱（北見支店）
北研造船㈱
佐藤マリンモータース
ヤンマー舶用システム㈱（札幌支店）
時田自工㈱
ヤンマー舶用システム㈱（苫小牧支店）
㈲羽幌マリーンオート販売
ヤンマー舶用システム㈱（根室支店）
㈱小泉機械店（第二工場）
㈱小泉機械店
佐藤鉄工
㈱一映マリーン企画　
ヤンマー舶用システム㈱（函館支店）
㈱マリンプラザ伊藤
室蘭エトモマリン
㈲白鳥マリン
ヤンマー舶用システム㈱（羅臼サービスセンター）
㈱丸善ワタナベ
ヤンマー舶用システム㈱（道北支店）

～東北地区～
●青森県
㈲工藤マリンサービス
ヤンマー舶用システム㈱（青森支店）
㈲東海マリンサービス
亀山輪業㈱
㈱羽賀興業　西部マリーン
ヤンマー舶用システム㈱（八戸支店）
ＧＡＮＧ　ＷＡＹ
㈱北日本機械
㈱ヤマミチ技研
㈱青洋建設　（マリーナ部）　【新規申請中】

●岩手県
㈱互洋大船渡マリーナ
㈲スズキ船外機商会
ヤンマー舶用システム㈱（山田営業所）
ヤマザキマリン㈱

●宮城県
マリン北上㈱
㈱野村モータース
㈲唐桑マリン
㈱マリンテック
㈲互興産業（中の島マリーナ）本社
ヤンマー舶用システム㈱（仙台支店）

●秋田県
㈱マリーナ秋田
㈱秋田スズキ　マリン販売部　秋田日光マリン
マリンジャック
㈱マリーナ秋田（男鹿マリーナ）
㈱マリーナ秋田（本荘マリーナ）

●山形県
荘内マリンサービス
㈲ボートショップ酒田

●福島県
大起造船工業㈱（ボートショップ海）
㈲藤商会
㈱磐梯マリーン（松川浦支店）
㈱磐梯マリーン

～関東地区～
●茨城県
水郷ボートサービス㈱
ヤンマー舶用システム㈱（茨城支店）
㈲大貫マリン
いのせマリン

●栃木県
㈲栃木マリン
㈲Ｊ－ＢＬＵＥ
㈲ワンズオートクラブ

●埼玉県
川口ハーバーマネジメント㈱
㈲サバスマリン
㈱エイビイシイマリーン

●千葉県
㈲ポパイマリンサービス
㈱房総マリーナ
エム・ジーマリーン㈱
イーストワン
㈱小湊鐵工所（ボート船外機部）
㈱栄家商店
セントラル㈱

北海道旭川市永山北１条七丁目36 番地４
北海道厚岸郡厚岸町白浜四丁目95 番地
北海道厚岸郡厚岸町港町二丁目103 番地
北海道厚岸郡厚岸町若竹四丁目165 番
北海道網走郡美幌町字美禽 357 番地
北海道網走市南七条東六丁目21番地
北海道虻田郡洞爺湖町入江 26 番地１
北海道石狩市親船町７番地４
北海道石狩市新港東一丁目54 番 10 号
北海道磯谷郡蘭越町港町634 番地６
北海道枝幸郡枝幸町新港町 1311番地の４
北海道小樽市築港５番７号
北海道小樽市港町４番５号
北海道帯広市西二十条南三丁目53 番 22 号
北海道川上郡弟子屈町川湯温泉五丁目21番 27号
北海道北見市小泉 239 番地４
北海道北見市常呂町字常呂16 番地
北海道釧路市桜ヶ岡六丁目６番15号
北海道札幌市厚別区厚別東四条四丁目８番地１
北海道伊達市舟岡町 322 番地５
北海道苫小牧市汐見町一丁目３番４号
北海道苫前郡羽幌町南大通五丁目５番地の２
北海道根室市西浜町九丁目58 番地
北海道野付郡別海町別海新栄町 12 番地
北海道野付郡別海町別海常盤町 126 番地
北海道函館市小安町 395 番地４
北海道函館市港町一丁目35 番７号
北海道北斗市七重浜八丁目28 番１号
北海道北斗市東浜二丁目14 番 17号
北海道室蘭市絵鞆町四丁目２番地19
北海道室蘭市築地町無番地
北海道目梨郡羅臼町共栄町 19 番地
北海道利尻郡利尻富士町鴛泊字本町 11番地
北海道稚内市末広二丁目８番19 号

青森県青森市大字野内字菊川 57番地 54
青森県青森市港町二丁目５番12号
青森県上北郡野辺地町字家ノ上 22 番地１
青森県つがる市柏稲盛岡本 99 番地１
青森県つがる市柏玉水岸田 38 番地３
青森県八戸市新湊三丁目４番27号
青森県八戸市白銀町三島下 85 番地の５
青森県むつ市大字田名部字小平舘１番地 73
青森県むつ市大字関根字出戸川目132 番地
青森県青森市柳川1丁目 4 番 3号

岩手県大船渡市赤崎町字永浜 230 番地
岩手県久慈市長内町 37地割 21番地 11
岩手県下閉伊郡山田町大沢第５地割 44 番地７
岩手県宮古市神林８番１号

宮城県石巻市東中里一丁目12 番 12 号
宮城県石巻市不動町二丁目16 番１号
宮城県気仙沼市唐桑町浦 105 番地の１
宮城県塩釜市北浜四丁目14 番 43号
宮城県塩釜市中の島６番７号
宮城県仙台市宮城野区中野三丁目１番地５

秋田県秋田市飯島字堀川118 番
秋田県秋田市飯島堀川118 番
秋田県秋田市飯島穀丁14 番 19 号
秋田県男鹿市船川港海岸通り1番地 20
秋田県由利本荘市石脇字田尻 35

山形県酒田市こがね町二丁目１番 41号
山形県酒田市豊里字上割10 番地の６

福島県いわき市江名字東町 1番地
福島県相馬市岩子字坂脇 84 番地の２
福島県相馬市尾浜字港町２番地 48
福島県耶麻郡猪苗代町大字翁沢字不動堂 579 番地 10

茨城県潮来市潮来 5043 番地
茨城県東茨城郡大洗町磯浜町 8253 番地 51
茨城県日立市留町 2699 番地の７
茨城県水戸市小泉町 760 番地１

栃木県宇都宮市下平出町662 番地１
栃木県宇都宮市宝木本町 2078 番地７
栃木県栃木市大平町横堀 957 番地２

埼玉県川口市弥平三丁目12 番８号
埼玉県八潮市大字古新田160 番地１
埼玉県八潮市大字古新田101番地

千葉県安房郡鋸南町大帷子 417 番地７
千葉県いすみ市岬町江場土 2059 番地３
千葉県市川市大和田二丁目19 番６号
千葉県香取市八筋川甲2086 番地
千葉県鴨川市内浦 3000 番地
千葉県木更津市貝渕四丁目12 番２号
千葉県木更津市富士見三丁目１番22号

0166-48-6137
0153-52-4061
0153-52-4061
0153-53-4700
0152-72-4141
0152-44-1234
0142-76-2916
0133-62-3270
0133-62-3577
0136-56-2334
0163-62-1255
0134-22-1311
0134-32-3911
0155-36-7711
015-483-2731
0157-24-1551
0152-54-2263
0154-91-1351
011-898-8001
0142-25-5420
0144-34-0032
0164-62-3529
0153-22-2151
0153-75-2667
0153-75-2226
0138-58-2586
0138-45-3122
0138-73-7111
0138-73-5220
0143-27-5471
0143-23-2121
0153-87-2546
0163-82-1117
0162-23-4365

017-726-0210
017-743-1111
0175-64-1941
0173-34-2602
0173-25-3576
0178-33-5164
0178-35-1735
0175-23-4433
0175-25-2051
017-783-4110

0192-26-2026
0194-53-5181
0193-82-5934
0193-77-3986

0225-96-6515
0225-95-2165
0226-32-2228
022-363-2022
022-367-7981
022-258-3800

018-847-1851
018-847-2711
018-845-2432
0185-23-2515
0184-24-5864

0234-26-3636
0234-34-3636

0246-55-7236
0244-36-4312
0244-38-8004
0242-65-2750

0299-63-1231
029-266-1631
0294-53-6575
029-269-9377

028-662-7897
028-678-3336
0282-25-0664

048-224-2396
048-996-2151
048-995-3515

0470-55-3059
0470-87-8127
047-370-1501
0478-50-3013
04-7095-3000
0438-23-7273
0438-23-2091

●千葉県（続き）
木更津マリーナ
木更津ユウワ　【新規申請中】
原商会
㈱雄和
スズハルマリーナ

●東京都
㈱江戸川造船所
スバル興業 (株 )（夢の島マリーナ）
本橋発動機㈱（勝どきマリーナ）
ヤンマー舶用システム㈱（東京支店）

●神奈川県
㈲ロッキーマリン
㈱リビエラリゾート（逗子マリーナ）
㈱湘南マリーナ
㈲コグレマリンサービス
㈲片倉ボートマリーナ
㈲江の島モーターボート商会
㈱リビエラリゾート（シーボニアマリーナ）
三崎観光㈱（油壺京急マリーナ）
油壷ボートサービス㈱
湘南サニーサイドマリーナ㈱
㈲協立マリン（ボートパーク）
湘南サニーサイドマリーナ㈱（サニーサイドマリーナ ウラガ）
㈲ダルマ　Ｄ－marina
ヤマハ発動機㈱　東日本営業所
ヤンマー舶用システム㈱（神奈川支店）
横浜ベイサイドマリーナ㈱　【新規申請中】
㈱ＳＥＡ　ＬＩＦＥ　【新規申請中】

●新潟県
㈱タカハシ
㈲コバヤシボート
㈱タカハシ（上越店）
㈱マリン商事（種村マリーナ）
㈱タカハシ（新潟万代マリーナ）
㈲ヨコオマリン
㈲新潟ボート販売
白勢エンジニアリング㈱
㈱タカハシ（勝見マリーナ）

～中部地区～
●富山県
日本海マリン㈱（新湊マリーナ店）
㈱スズキマリン（スズキマリーナ富山）
㈱新湊ヤンマー
㈲青島鉄工所
日本海マリン㈱
㈲ジョイマリンエンジニアリング
㈲鍛治伊　バイパス店

●石川県
㈲加賀マリンサービス
ヤンマー舶用システム㈱（北陸支店）
清水マリンサービス
㈱中野朝日自動車工業（マリン部）
ジャンボマリン・ＫＴ
ジャンボマリン・ＫＴ
ヤンマー舶用システム㈱（北陸東部営業所）

●福井県
吉崎屋商会マリーナ
安全鉄工所
京福マリン㈲
㈲松井兄弟社
㈱大木電業社
㈱嶋田商会（三国マリーナ）

●山梨県
富士五湖ボートサービス

●長野県
㈲マリンオート諏訪
AUTO SWAP NAGANO
㈲ MISAWAMOTORS

●岐阜県
岐阜ボート販売㈱

●静岡県
岡田鉄工所
仁科ヤンマー商会
㈲アラリシップビルダーズ
㈲伊豆松崎マリーナ
㈲ニュー東海マリーナ
㈱片山造船所
㈲ワダマリーンサービス（工場）
㈱浜名湖エンタープライズ （新居マリーナ）
スギウラマリンサービス
㈲はしくに
ヤマハマリーナ㈱（ヤマハマリーナ浜名湖）
㈱スズキマリン（スズキマリーナ浜名湖）
ワシズマリーナ㈱
㈲マリンサポート
㈱ KOWA
ヤマハマリーナ㈱（ヤマハマリーナ沼津）
㈲水野ディーゼル
㈱富士ボーティング
㈱沼津パワートレンサービス
西気賀マリン
㈱ジョナサン
水神荘マリーナ
㈲ワダマリーンサービス（本店）

千葉県木更津市木材港二丁目１番
千葉県木更津市久津間1613 番地２
千葉県館山市沼1674 番地の14
千葉県千葉市中央区寒川町一丁目 81番地７
千葉県船橋市宮本二丁目14 番 31号

東京都江戸川区東葛西三丁目17番 16 号
東京都江東区夢の島三丁目２番１号
東京都中央区勝どき三丁目15 番３号
東京都千代田区外神田４丁目14 番１号　秋葉原UDX（北ｳｲﾝｸ 1゙3 階）

神奈川県足柄下郡真鶴町岩 455 番地
神奈川県逗子市小坪五丁目23 番９号
神奈川県平塚市榎木町 11番 　ｸ ﾗ゙ﾝﾄ゙ ﾋ ｸ゙ﾄﾘｱ１階
神奈川県平塚市馬入 2176
神奈川県平塚市札場町43 番 21号
神奈川県藤沢市片瀬四丁目14 番７号
神奈川県三浦市三崎町小網代1286 番地
神奈川県三浦市三崎町諸磯1574
神奈川県三浦市三崎町小網代1219 番地
神奈川県横須賀市芦名一丁目17番８号
神奈川県横須賀市長瀬三丁目９番１号
神奈川県横須賀市東浦賀二丁目22 番２号
神奈川県横浜市神奈川区東神奈川 2-49-11
神奈川県横浜市金沢区白帆４番４
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町 12 番１号
神奈川県横浜市金沢区白帆1番地
神奈川県横浜市金沢区白帆 4 番 3号

新潟県柏崎市番神一丁目７番31号
新潟県北蒲原郡聖籠町大字大夫興野字金清水山 2862 番地 11
新潟県上越市春日新田四丁目2969 番３号
新潟県新潟市中央区入船町四丁目3776 番地 22
新潟県新潟市中央区柳島町四丁目36 番地２
新潟県新潟市西区五十嵐三の町東 25 番 13号
新潟県新潟市東区海老ケ瀬14 番地１
新潟県新潟市東区山木戸八丁目８番１号
新潟県三島郡出雲崎町勝見 811番

富山県射水市海竜新町２番
富山県射水市新堀 39 番
富山県射水市港町 13 番地１
富山県魚津市寿町７番９号
富山県高岡市城光寺120 番
富山県高岡市吉久一丁目３番 42号
富山県氷見市鞍川 41番１号

石川県加賀市田尻町浜山３番地11
石川県金沢市神野町東 70 番地
石川県河北郡内灘町字向粟崎1丁目 47番地
石川県珠洲市野々江町キ20 番地２
石川県七尾市津向町ト107 番地
石川県七尾市中島町藤瀬３の 66 番地
石川県七尾市矢田新町イの28 番１号

福井県あわら市浜坂三丁目４番
福井県大飯郡高浜町和田港内128 番地の 48
福井県小浜市加斗第12号３番地
福井県小浜市川崎二丁目３番地の２
福井県坂井市三国町南本町三丁目４番17号
福井県坂井市三国町新保 42

山梨県南都留郡富士河口湖町船津 2694 番 27号

長野県諏訪市大字豊田 868 番地２
長野県長野市大字高田 336 番地
長野県松本市梓川倭 2676 番１号

岐阜県岐阜市城東通六丁目７番地

静岡県熱海市下多賀 362 番地の７
静岡県賀茂郡西伊豆町仁科1984 番地の１
静岡県賀茂郡西伊豆町安良里 908
静岡県賀茂郡松崎町道部 371番地の１
静岡県湖西市新居町新居 3420 番地の２
静岡県湖西市新居町新居 896 番地の 91
静岡県湖西市新居町新居 3420 番地の２
静岡県湖西市新居町中之郷 3622
静岡県湖西市新居町中之郷 3622
静岡県湖西市新居町新居 3397 番地の１
静岡県湖西市入出字長者1380 番地
静岡県湖西市新所 4494 番地の 90
静岡県湖西市鷲津 2528 番地
静岡県湖西市鷲津 2528 番地の４　ワシズマリーナ内
静岡県駿東郡長泉町下土狩 941番地
静岡県沼津市江浦 514
静岡県沼津市上香貫三貫地1190 番地の１
静岡県沼津市馬込19 番地４
静岡県沼津市多比 691番地の１
静岡県浜松市北区細江町気賀10083 番地の３
静岡県浜松市北区細江町気賀11152 番地
静岡県浜松市北区細江町気賀11429 番地
静岡県浜松市西区篠原町 21392 番地の４

0438-37-2091
0438-41-9266
0470-22-0694
043-224-2005
047-433-6730

03-3680-3161
03-5569-2710
03-3531-7833
03-6733-4260

0465-68-0927
0467-24-1000
0463-23-8882
0463-24-1533
0463-22-5738
0466-27-3444
046-882-1212
046-882-2720
0468-82-6543
046-856-7810
046-846-5191
046-843-4123
045-461-1062
045-775-2450
045-771-8631
045-776-7592
045-771-8727

0257-24-2211
025-256-2020
025-545-1003
025-228-2745
025-229-2188
025-263-1688
025-272-6685
025-275-3071
0258-78-3840

0766-86-8558
0766-86-3750
0766-84-0128
0765-24-3541
0766-44-8558
0766-53-5610
0766-74-2662

0761-75-2119
076-240-1717
076-238-4386
0768-82-6080
0767-53-2441
0767-53-2441
0767-53-3037

0776-79-1541
0770-72-1188
0770-52-5118
0770-52-0349
0776-82-0079
0776-82-5511

0555-72-2038

0266-58-2385
026-263-6438
0263-78-0002

058-273-1651

0557-68-1146
0558-52-0141
0558-56-0311
0558-42-0396
053-594-0469
053-594-1909
053-594-2850
053-595-1588
053-594-4019
053-592-0505
053-578-1114
053-578-2452
053-576-1807
053-576-4906
055-986-1684
055-939-0311
055-931-4748
055-933-3600
055-939-0732
053-523-2774
053-522-4666
053-522-0096
053-448-6720

～中部地区～
●静岡県（続き）
葵マリン㈱
藤原商事㈱（弁天島マリーナ）
金子機械
㈲サン・マリン
㈲ケイエムツー（ボートクラブカナル）
㈲神村マリン・モータース

●愛知県
㈱グランドバンクス
名古屋トヨペット㈱（マリン事業部 NTP マリーナ高浜）
㈱スズキマリン（スズキマリーナ三河御津）
マークマリン
糟谷造船
ネオスポーツ（㈱ジェイエスピー）
衣浦マリーナ

●三重県
ニュージャパンマリン㈱
㈲西岡ヤンマー商会
㈱波切ヤンマー商会
㈱ダイイチ（河芸店）
㈲三重クルーザー
島津鉄工所
㈱鳥羽ヤンマー
㈱波切ヤンマー商会（四日市支店）
㈲おおぜき　【新規申請中】

～関西地区～
●滋賀県
ヤマハマリーナ㈱（ヤマハマリーナ琵琶湖）
㈲安原エンジンサービス
㈲イワキプランニング　マリン事業部
シードリームスカンパニーヨシカワ
㈲小栗鉄工所

●京都府
㈱大阪マリン ( アオイマリーナ）
本庄電機㈲（波路工場）
ヤンマー舶用システム㈱（宮津営業所）
大門オートサービス
㈱西隆（カンノマリンサービス）

●大阪府
㈱アズール（シーゼットカンパニー）
ヤマハ発動機㈱　サービスセンター関空
富士産業㈱（大阪岬マリーナ）
㈲ソルトムーン
㈱五階
㈲ブルーライン
キムラ海陸通商㈱　（キムラマリーン）
㈲畑谷
オーシャン・マリン㈱
㈲イシバシマリン
マリン大阪㈱
大谷マリン

●兵庫県
マリン・サクマ
岩永鉄工㈱
上鍵マリンサービス
赤穂ヤンマー㈱
㈲前羽鉄工所
㈱高浜商会
ヤンマー舶用システム㈱ ( 西日本営業部）
㈱ヤマハ藤田（須磨ヨットハーバー）
㈲阪神マリン
㈲川﨑商会（神戸ハーバーマリーナ）
㈲川﨑商会　播磨マリーナ
㈱ヤマハ藤田（オークマリーナ）
城崎温泉マリーナ
㈱日本海マリーナ
NPO 法人　兵庫県の水域の秩序ある利用を進める会
  （NPO 法人　ＵＷＨ）
マリンハリマ
網手鉄工所
㈱サウスウインド
ウインドバッグマリンサービス
㈱ヤマハ藤田
淡路ディーゼル株式会社
株式会社育波共同鉄工所

●和歌山県
㈱石垣
イナダマリン
㈱マリンルームオオタ（マリーナ店）
㈱マリンルームオオタ
㈱島鉄工所

～中国地区～
●鳥取県
ヤンマー舶用システム㈱（山陰支店）
㈲よなごマリーン

●島根県
ピースマリン
㈱高橋鉄工所
勝部自転車店
新世マリン　　
㈲近藤鉄工
ヤンマー舶用システム㈱　浜田サービスセンター
㈲大新
㈲作野鉄工所
ヒロエマリン

●岡山県
ヤンマー舶用システム㈱（岡山営業所）

静岡県浜松市西区平松町 520 番地の29
静岡県浜松市西区舞阪町弁天島 2728 番地の２
静岡県浜松市西区舞阪町弁天島 3126 番地の24
静岡県浜松市西区舞阪町舞阪 2703 番地の５
静岡県浜松市西区村櫛町4607 番地の13
静岡県浜松市西区雄踏町宇布見 9907 番地

愛知県春日井市廻間町字地蔵前 656 番地１
愛知県高浜市青木町一丁目１番地
愛知県豊川市御津町御幸浜一丁目１番25号
愛知県豊橋市吉前町 113 番地の３
愛知県西尾市吉良町饗庭圦ノ口13 番地
愛知県額田郡幸田町深溝中池田19
愛知県碧南市道場山町三丁目21番地

三重県伊勢市有滝町 2259 番地
三重県志摩市志摩町和具175 番地２
三重県志摩市大王町波切 3325 番地７
三重県津市河芸町東千里 854 番地３
三重県津市高茶屋小森上野町 1331番地の２
三重県度会郡南伊勢町方座浦
三重県鳥羽市鳥羽三丁目31番 30 号
三重県四日市市中納屋町１番11号
三重県桑名市田町 33 番地

滋賀県大津市下阪本五丁目２番２号
滋賀県高島市安曇川町田中364 番地
滋賀県高島市今津町浜分 30 番地の１
滋賀県野洲市吉川 4327 番地
滋賀県彦根市松原二丁目２番19 号

京都府舞鶴市字青井75 番地
京都府宮津市字波路 451番地の１
京都府宮津市字獅子崎小字しきの浜両側 849 番地
京都府宮津市字岩ヶ鼻15 番地の１
京都府京丹後市久美浜町鹿野1397 番地

大阪府池田市古江町 1777 番地
大阪府泉佐野市りんくう往来北６番地　いずみさの関空マリーナ内
大阪府泉南郡岬町多奈川谷川 2160 番地
大阪府大阪市住之江区北加賀屋四丁目１番 55号
大阪府大阪市浪速区日本橋東一丁目３番８号
大阪府大阪市福島区玉川一丁目８番６号
大阪府大阪市港区築港一丁目１番地１号１
大阪府貝塚市澤 334 番地の１
大阪府岸和田市地蔵浜７番地
大阪府堺市西区浜寺石津町西五丁10 番 19 号
大阪府寝屋川市点野二丁目20 番１号
大阪府阪南市自然田 216 番１

兵庫県相生市那波南本町 1576 番地 5
兵庫県明石市材木町 7番1号
兵庫県赤穂市朝日町 5番地の24
兵庫県赤穂市正保橋町３番地の114
兵庫県淡路市岩屋 978 番地の 6
兵庫県淡路市久留麻 2352 番地
兵庫県伊丹市中央三丁目１番17号　ネオ伊丹ビル3階
兵庫県神戸市須磨区若宮町一丁目１番 4号　 須磨ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞー 内
兵庫県神戸市東灘区深江南町一丁目18 番 2号
兵庫県神戸市兵庫区遠矢浜町五丁目37番
兵庫県高砂市曽根町 2710 番地 64
兵庫県たつの市御津町苅屋1131番 1
兵庫県豊岡市城崎町楽々浦通戸 343
兵庫県豊岡市小島1228 番地の2
兵庫県西宮市西宮浜一丁目46 番地 1　西宮ボートパーク内

兵庫県姫路市網千区興浜1383 番地 1
兵庫県姫路市家島町真浦 1987 番地 2
兵庫県姫路市木場1180 番地
兵庫県姫路市広畑区才 629 番地 2　第 2 北川ビル2階
兵庫県姫路市本町 155 番地
兵庫県南あわじ市志知飯山寺292 番地
兵庫県淡路市斗ノ内 63 番地 1

和歌山県海南市下津町下津 213 番地
和歌山県田辺市天神崎 37番地の24
和歌山県和歌山市毛見1530 番地
和歌山県和歌山市築港六丁目17番地
和歌山県和歌山市築港三丁目４番地

鳥取県境港市竹内団地127
鳥取県米子市両三柳 781番地１

島根県出雲市神西沖町 2106 番地１
島根県出雲市河下町44 番地１
島根県出雲市平田町 1888 番地 33
島根県隠岐郡海士町大字海士1624 番地
島根県隠岐郡西ノ島町大字美田 3523 番地 6
島根県浜田市原井町 3025 番地
島根県松江市八幡町 781番地 1
島根県松江市美保関町七類 3260 番地 1
島根県松江市東津田町 1875 の 6

岡山県岡山市中区藤崎 568 番地の16

053-487-0590
053-592-3109
053-592-3125
053-592-2891
053-489-2877
053-592-3820

0568-93-1001
0566-54-5300
0533-76-3521
0532-32-6138
0563-32-0754
0564-56-0022
0566-41-2558

0596-37-6000
0599-85-0636
0599-72-0470
059-245-5501
059-234-4123
0596-76-1407
0599-26-2818
059-352-4864
0594-22-4867

077-578-2182
0740-32-0413
0740-22-6617
077-589-8138
0749-22-0851

0773-77-0387
0772-22-4155
0772-22-6265
0772-28-0700
0772-83-1300

0727-51-9851
072-463-3461
072-495-5306
06-6686-8384
06-6635-1111
06-6447-0299
06-6576-8551
0724-38-9822
072-432-5944
072-264-1473
072-827-1150
072-473-2838

0791-22-1209
078-912-2764
0791-43-7578
0791-45-2277
0799-72-3416
0799-74-2455
072-773-5863
078-735-5500
078-431-3955
078-671-3177
079-448-1515
079-322-8800
0796-32-2565
0796-28-2526
0798-37-2080

079-273-1004
079-325-0193
079-246-0319
079-239-4000
079-289-0011
0799-36-3738
0799-80-2730

073-492-3939
0739-25-1202
073-441-8888
073-433-3008
073-433-0777

0859-45-4811
0859-29-8108

0853-43-7722
0853-66-0612
0853-62-2446
08514-2-0909
08514-6-1331
0855-23-5950
0852-37-1110
0852-72-2541
0852-22-4793

086-274-0585

●岡山県（続き）
㈱岡山マリン・ボートセンター
㈱岡山マリン・ボートセンター（マリーナ岡山）
㈱岡山マリン・ボートセンター（宮浦マリーナ）
筒井鉄工所
備讃ヤンマー㈱
倉敷ヤンマー㈱
㈱オバタボート
㈱オバタボート（オバタマリーナ）
㈱ナスボート　牛窓マリーナ　
ニシナマリン
㈱マリンアクセス大栄
㈲川﨑商会（日生マリーナ備前店）
東洋マリーン㈱
㈲川﨑商会（日生マリーナ）
東備ヤンマー㈱

●広島県
向島ドック㈱（マリーナフェアウインド）
呉マリーン㈲
㈲藤田鉄工所
㈲宮島ビューマリーナ
ヤンマー舶用システム㈱（広島支店）
㈱デルタマリン（江波マリーナ）
㈱エム・シー・エム（ミヤママリーナ）
㈱広島ヤンマー商事
㈱広島ベイマリーナ
㈲中国マリン

●山口県
㈲新港マリン
ミヤマ造船㈱ （マリーナ岩国）
㈱ササキコーポレーション　（UBEマリーナ）
下関ヤンマー販売㈱
㈱デルタマリン　（下関店）
㈱京瀧マリーナ事業所　（マリーナシーホース）
㈱徳山マリン
㈱沼田ヤンマー商会　（周南支店）
㈱ササキコーポレーション　（SHIZUKI マリーナ）
㈱デルタマリン　（防府マリーナ）
㈱沼田ヤンマー商会

～四国地区～
●徳島県
㈲小松島マリーナ
高原マリーナ
阿波ヤンマー㈱
大鳴マリーナ㈲
浅野工作所

●香川県
㈲番の州マリーナ
香川マリン㈱（志度マリーナ）
㈱スヤママリン
瀬戸マリーナ㈱
㈱ユニマットプレシャス（仁尾マリーナ）
香川マリン㈱（屋島マリーナ）
海望企画㈱　マリーナペラガス
㈱高松マリーナ

●愛媛県
弓杖マリンサービス
マリーナシーガル
四国マリーンアンドモータース㈱（内海マリーナ）
来島マリーナ㈱
村越マリン㈲
今治ヤンマー㈱
マリンサービス大野
ヤンマー舶用システム㈱（宇和島営業所）
㈲大洲スズキ販売
ボートサービス・ヤノ
新居浜マリーナサービス㈱
今治ヤンマー㈱（新居浜マリンセンター）
JET　POINT
マリンショップシーガル
㈱アンカレッジ・マリーナ
㈱ジェットプロジェクト
ヤンマー舶用システム㈱（松山営業所）
黒岩マリン
島マリン㈱
親和マリン㈱

●高知県
㈲太平洋マリン
㈱はらみ
マリンショップカワムラ
合同会社 オガワマリンサービス
四万十マリーナ
フクモリモータース
川村モータース

～九州地区～
●福岡県
㈲山﨑ヤンマー
仁光機械㈲　仁光マリーン
㈱小宮鉄工所
㈱ササキコーポレーション（新門司マリーナ）
ホープボート
パワーステーション
コン・フォート
㈱ヨットハーバー芦屋
マリーン博多㈱
㈱ササキコーポレーション（西福岡マリーナ マリノア）
マリンクラブネイビー　【新規申請中】
ハイステップス

岡山県岡山市中区江崎 86 番地の 5
岡山県岡山市南区郡八幡山 2番地
岡山県岡山市南区宮浦字大浜 681番地の1
岡山県笠岡市横島1650
岡山県倉敷市児島駅前三丁目33 番地
岡山県倉敷市玉島1274 番地の1
岡山県倉敷市玉島阿賀崎 2438 番地の 4
岡山県倉敷市玉島乙島亀の首49 番地の 63
岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓 4180 番地
岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓 6449 番地の1
岡山県玉野市胸上1810 番地
岡山県備前市浦伊部砂ヶ鼻1183 番地の2
岡山県備前市西片上1365 番地の15
岡山県備前市日生町寒河 38 番地
岡山県備前市日生町日生 241番地の128

広島県尾道市向島町 16058 番地の191
広島県呉市警固屋九丁目６番３号
広島県竹原市塩町一丁目６番20 号
広島県廿日市市大野二丁目11番９号
広島県広島市佐伯区隅の浜三丁目１番31号
広島県広島市中区江波栄町 10 番 30 号
広島県広島市中区江波南二丁目23 番８号
広島県広島市南区元宇品町41番 25 号
広島県広島市南区元宇品町42 番 16 号
広島県福山市鞆町後地 651番地３

山口県岩国市新港町四丁目４番30 号
山口県岩国市藤生町一丁目28 番 21号
山口県宇部市港町一丁目13 番地７号
山口県下関市東大和町一丁目４番５号
山口県下関市横野町四丁目１番地７号
山口県周南市栗屋奈切 118 番地 13号
山口県周南市大字大島卯の木1298 番地
山口県周南市徳山港町 8475 番５号
山口県萩市堀内西の浜 56 番地
山口県防府市大字田島 2882 番地
山口県柳井市柳井150 番地 60

徳島県小松島市和田島町字松田新田165 番地の５
徳島県徳島市川内町鶴島 374 番地
徳島県徳島市津田海岸町５番 51号
徳島県鳴門市鳴門町三ッ石字八軒浜 92 番地
徳島県鳴門市撫養町弁財天字ハマ19 番地

香川県坂出市沖の浜１番５号
香川県さぬき市志度 1298 番地７
香川県三豊市詫間町詫間1338 番地 162
香川県三豊市詫間町松崎 2825 番地
香川県三豊市仁尾町仁尾己 918 番地 12
香川県高松市庵治町6391番地
香川県高松市郷東町 796 番地 53
香川県高松市浜ノ町68 番 17号

愛媛県今治市大西町別府 2146 番地２
愛媛県今治市菊間町浜 66 番地
愛媛県今治市桜井甲1034 番地
愛媛県今治市砂場町二丁目７番30 号
愛媛県今治市砂場町一丁目２番38号
愛媛県今治市富田新港一丁目２番地の６
愛媛県伊予市大平甲1236 番地８
愛媛県宇和島市三浦東1341番地１
愛媛県大洲市新谷336 番地１
愛媛県西条市壬生川７番地１
愛媛県新居浜市垣生三丁目乙 324 番地
愛媛県新居浜市黒島一丁目５番 64号
愛媛県松山市浅海原乙５番地８
愛媛県松山市和泉北二丁目９番18号
愛媛県松山市粟井河原 336 番地６
愛媛県松山市下灘波甲32 番地 32
愛媛県松山市住吉一丁目６番36 号
愛媛県松山市高浜町 1丁目乙 60 番地の185
愛媛県松山市和気町二丁目番外１の１番地
愛媛県八幡浜市保内町川之石 3番耕地 304 番地 25

高知県高知市五台山タナスカ 4984 番地
高知県高知市桟橋通五丁目５番 40 号
高知県宿毛市片島１番15号
高知県宿毛市坂ノ下1023 番地 37
高知県宿毛市小筑紫町大海 2561番 18号
高知県幡多郡大月町弘見 2596 番地３
高知県幡多郡大月町姫ノ井 202 番地１

福岡県糸島市志摩岐志 360 番地の1
福岡県糸島市二丈松末 1146 番地の 4
福岡県大牟田市健老町 231番地の2
福岡県北九州市門司区新門司北 2丁目1番地
福岡県北九州市門司区畑 338 番地の２
福岡県北九州市八幡西区香月中央四丁目14 番 13号
福岡県久留米市長門石二丁目2番地 19 号
福岡県遠賀郡芦屋町山鹿 2047 番地
福岡県福岡市中央区港三丁目3番 29 号
福岡県福岡市西区小戸二丁目11番１号
福岡県福岡市東区大岳四丁目2番 61号　福岡ﾏﾘｰﾅ内
福岡県福岡市東区和白五丁目7番 20 号 -101

086-276-2121
086-267-3311
086-267-3939
0865-67-0381
086-472-8101
086-522-5105
086-526-7557
086-522-5505
0869-34-2498
0869-34-2511
086-341-1467
0869-63-2300
0869-63-0153
0869-74-0500
0869-72-2345

0848-44-0007
0823-28-1344
0846-22-0785
0829-55-3610
082-923-4136
082-291-8125
082-232-2050
082-253-1151
082-255-6135
084-970-5405

0827-22-9555
0827-32-0121
0836-32-0656
083-267-9601
083-258-0431
0834-26-0444
0834-84-0767
0834-21-6016
0838-22-5566
0835-29-0650
0820-22-0575

0885-38-1173
088-665-4250
088-663-1161
088-687-1108
088-686-3013

0877-44-0242
087-894-2321
0875-83-5440
0875-83-6123
0875-82-3203
087-871-2021
087-882-6800
087-821-8470

0898-53-6109
0898-54-3555
0898-48-2580
0898-23-5922
0898-32-6470
0898-47-4105
089-983-5716
0895-29-0012
0893-25-0123
0898-64-4062
0897-46-5636
0897-46-2001
089-995-0767
089-915-3589
089-994-1300
089-993-0211
089-953-1500
089-952-4063
089-979-0230
0894-37-3150

050-3308-5606
088-834-4868
0880-65-5603
0880-63-5587
090-3182-3249
0880-73-1557
0880-74-0526

092-328-2340
092-325-0577
0944-52-8774
093-481-0099
093-481-8080
093-982-5145
0942-32-7558
093-223-2331
092-731-8303
092-885-2288
092-603-9070
092-410-0786

●福岡県（続き）
西戸崎開発㈱　福岡マリーナ
㈲唐泊鉄工所
㈱ササキコーポレーション（海の中道事業所）　

●佐賀県
マリンメカニック伊万里㈲
ノグチ・マリン
㈱イマムラサーキュレーション（海遊）

●長崎県
菊谷造船所　
㈱畑島（ハタシママリーナ）
ヤンマー舶用システム㈱（長崎営業所）
㈲矢上船舶機器サービス
㈱西菱環境開発（総合事務所）
㈱ヤマハマリン西九州
泉マリンサービス

●熊本県
㈲糸田鉄工所
㈲西部内燃機
コスモマリン㈱
㈱スズキマリン（スズキマリーナ熊本）
㈱坂井商会（オーランドマリーナ）
㈱マスターマリン
熊本ヤマハ㈱（サービスセンターパール）
㈱坂井商会　　
㈱アクペリア
熊本ヤマハ㈱
㈱坂井商会（水俣工場）
㈲タケナガマリン

●大分県
㈲五和商事
東和工機
㈱江原造船鉄工所

●宮崎県
加藤マリーン
宮下船舶機器
㈱ドルフィン
共栄マリン㈱

●鹿児島県
田上モータース
赤崎マリン
岡下造船鉄工㈱
岡田マリンサービス
マルモト自動車整備　【新規申請中】
㈲ボートの新福商会
ヤンマー舶用システム㈱（垂水営業所）
武田機械店

～沖縄地区～
●沖縄県
㈲ブルーマリン石垣
ヤンマー沖縄㈱（八重山支店）
オートヒラカワ
㈲津島工業
㈱マリンランド（泡瀬支店）
ヤンマー沖縄㈱（本社）
合同会社 エックスパワー
㈱マリンランド（名護支店）
㈱南西船舶
㈱マリンランド（那覇本店）
㈲総合マリン沖縄
ヤンマー沖縄㈱（宮古支店）

（以上）

福岡県福岡市東区大岳四丁目2番 61号
福岡県福岡市西区大字宮浦 1098 番地
福岡県福岡市東区西戸崎18 番 25 号

佐賀県伊万里市黒川町福田 20 番地
佐賀県小城市芦刈町下古賀554 番地２
佐賀県佐賀市高木瀬東四丁目２番４

長崎県五島市岐宿町岐宿1579 番地の１
長崎県対馬市美津島町洲藻字ミシカ907 番地
長崎県長崎市京泊二丁目８番36 号
長崎県長崎市田中町 860
長崎県西彼杵郡時津町久留里郷1528 番地
長崎県西彼杵郡時津町久留里郷1439 番地 10
長崎県東彼杵郡川棚町三越郷140 番地 13

熊本県天草市楠浦町 10446 番地 34
熊本県天草市倉岳町棚底 1786 番地１
熊本県天草市深海町 2002 番地
熊本県宇城市三角町戸馳11
熊本県上天草市大矢野町登立 3218 番地の１
熊本県上天草市松島町合津 7500 番地
熊本県上天草市松島町合津 7500 番地
熊本県熊本市西区西松尾町4410 番地６
熊本県熊本市南区富合町田尻144 番地２
熊本県熊本市南区南高江三丁目２番地１号
熊本県水俣市丸島町二丁目494 番地
熊本県八代市鏡町野崎1028 番地

大分県大分市久原北４番22号
大分県佐伯市狩生 3176 番地１
大分県国東市国見町伊美 4301番地５

宮崎県串間市大字南方 2219 番地 52
宮崎県日南市大堂津二丁目13 番7
宮崎県日南市吾田西一丁目12 番 24-1号
宮崎県延岡市愛宕町三丁目 62 番地

鹿児島県阿久根市鶴見町4 番地 1
鹿児島県阿久根市西目1093 番地
鹿児島県いちき串木野市新生町 180
鹿児島県鹿児島市七ツ島一丁目110 番地
鹿児島県鹿屋市白水町 705 番地 5
鹿児島県垂水市市木12 番地 30
鹿児島県垂水市錦江町 7番地 1
鹿児島県西之表市西町6974 番

沖縄県石垣市浜崎町 2丁目 4 番地の10
沖縄県石垣市浜崎町三丁目3番16 号
沖縄県うるま市字栄野比 770 番地
沖縄県うるま市勝連平敷屋 3805 番地
沖縄県沖縄市海邦一丁目22 番 24 号
沖縄県宜野湾市大山七丁目11番 12 号
沖縄県中頭郡中城村字久場1927 番地 1
沖縄県名護市東江五丁目19 番 5号
沖縄県那覇市曙三丁目15 番 6 号
沖縄県那覇市曙二丁目4 番 20 号
沖縄県那覇市曙一丁目3番 3号
沖縄県宮古島市平良字荷川取 645 番地 10

092-603-2268
092-809-2523
092-603-2221

0955-27-0119
0952-66-6967
0952-31-5590

0959-82-0102
0920-54-3481
095-860-1271
095-839-3334
095-814-2229
095-882-1829
0956-82-2360

0969-22-3430
0969-64-3222
0969-75-0118
0964-53-0714
0964-56-5758
0969-56-3655
0969-56-1035
096-319-4455
096-358-6611
096-358-2001
0966-63-2946
0965-53-9977

097-593-2628
0972-27-6722
0978-82-0023

0987-72-2388
0987-27-0790
0987-23-6627
0982-21-2951

0996-72-0356
0996-73-2367
0996-32-2141
099-261-7535
0994-46-2270
0994-32-7520
0994-32-5300
0997-23-1855

0980-82-4115
0980-82-4361
098-972-6131
098-978-3668
098-939-8015
098-898-3111
098-942-3467
0980-52-6146
098-861-9816
098-861-2134
098-861-2202
0980-72-6578

令和 4 年度（期間：2022.4.1〜2023.3.31）　ＦＲＰ船リサイクルシステム　申し込み先（登録販売店）一覧
注）令和 3 年１1月現在の申し込み先です。申し込み先（登録販売店）は、予告なく変更・廃止になることがありますのでご了承願います。

最新の一覧表は、当センターのホームページをご覧ください。　http://www.marine-jbia.or.jp/

ＦＲＰ船リサイクルシステム 後援企業
岡崎造船（株）
川崎重工業（株）
（株）キーサイド
（株）ジェイエスピー
スズキ（株）
（株）田中造船
トーハツ（株）
トヨタ自動車（株）
（株）二シエフ

香川県小豆郡土庄町

兵庫県明石市川崎町

神奈川県横浜市金沢区

愛知県額田郡幸田町

静岡県浜松市南区高塚町

長崎県松浦市福島町

東京都板橋区

愛知県豊田市トヨタ町

山口県下関市豊北町

ニュージャパンマリン（株）
ニュージャパンヨット（株）
バンビ（株）
ＢＲＰジャパン（株）
（株）マツイ
（株）マリンシックス
（有）峯造船
ヤマハ発動機（株）
ヤンマー舶用システム（株）
ワイエム志度（株）

三重県伊勢市有滝町

静岡県牧之原市

岡山県備前市日生町

東京都港区

東京都港区

富山県富山市

長崎県南松浦郡新上五島町

静岡県磐田市

兵庫県伊丹市

香川県さぬき市

携帯：090-2973-1435
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～北海道地区～
●北海道
㈲斉藤モータース
㈲ミナトモーター（店舗）
㈲ミナトモーター（本社）
ヤンマー舶用システム㈱（厚岸営業所）
㈲フリーポート
㈱北村鉄工所
ヤンマー舶用システム㈱（洞爺営業所）
㈲エステー三栄商事
㈱カタオカ（店舗）
加藤商会
ヤンマー舶用システム㈱（枝幸営業所）
㈱マリンウェーブ小樽
㈲北欧産業
ドリーム・エーティー㈲
㈱原田自動車工業（川湯店）　
ヤンマー舶用システム㈱（北見支店）
北研造船㈱
佐藤マリンモータース
ヤンマー舶用システム㈱（札幌支店）
時田自工㈱
ヤンマー舶用システム㈱（苫小牧支店）
㈲羽幌マリーンオート販売
ヤンマー舶用システム㈱（根室支店）
㈱小泉機械店（第二工場）
㈱小泉機械店
佐藤鉄工
㈱一映マリーン企画　
ヤンマー舶用システム㈱（函館支店）
㈱マリンプラザ伊藤
室蘭エトモマリン
㈲白鳥マリン
ヤンマー舶用システム㈱（羅臼サービスセンター）
㈱丸善ワタナベ
ヤンマー舶用システム㈱（道北支店）

～東北地区～
●青森県
㈲工藤マリンサービス
ヤンマー舶用システム㈱（青森支店）
㈲東海マリンサービス
亀山輪業㈱
㈱羽賀興業　西部マリーン
ヤンマー舶用システム㈱（八戸支店）
ＧＡＮＧ　ＷＡＹ
㈱北日本機械
㈱ヤマミチ技研
㈱青洋建設　（マリーナ部）　【新規申請中】

●岩手県
㈱互洋大船渡マリーナ
㈲スズキ船外機商会
ヤンマー舶用システム㈱（山田営業所）
ヤマザキマリン㈱

●宮城県
マリン北上㈱
㈱野村モータース
㈲唐桑マリン
㈱マリンテック
㈲互興産業（中の島マリーナ）本社
ヤンマー舶用システム㈱（仙台支店）

●秋田県
㈱マリーナ秋田
㈱秋田スズキ　マリン販売部　秋田日光マリン
マリンジャック
㈱マリーナ秋田（男鹿マリーナ）
㈱マリーナ秋田（本荘マリーナ）

●山形県
荘内マリンサービス
㈲ボートショップ酒田

●福島県
大起造船工業㈱（ボートショップ海）
㈲藤商会
㈱磐梯マリーン（松川浦支店）
㈱磐梯マリーン

～関東地区～
●茨城県
水郷ボートサービス㈱
ヤンマー舶用システム㈱（茨城支店）
㈲大貫マリン
いのせマリン

●栃木県
㈲栃木マリン
㈲Ｊ－ＢＬＵＥ
㈲ワンズオートクラブ

●埼玉県
川口ハーバーマネジメント㈱
㈲サバスマリン
㈱エイビイシイマリーン

●千葉県
㈲ポパイマリンサービス
㈱房総マリーナ
エム・ジーマリーン㈱
イーストワン
㈱小湊鐵工所（ボート船外機部）
㈱栄家商店
セントラル㈱

北海道旭川市永山北１条七丁目36 番地４
北海道厚岸郡厚岸町白浜四丁目95 番地
北海道厚岸郡厚岸町港町二丁目103 番地
北海道厚岸郡厚岸町若竹四丁目165 番
北海道網走郡美幌町字美禽 357 番地
北海道網走市南七条東六丁目21番地
北海道虻田郡洞爺湖町入江 26 番地１
北海道石狩市親船町７番地４
北海道石狩市新港東一丁目54 番 10 号
北海道磯谷郡蘭越町港町634 番地６
北海道枝幸郡枝幸町新港町 1311番地の４
北海道小樽市築港５番７号
北海道小樽市港町４番５号
北海道帯広市西二十条南三丁目53 番 22 号
北海道川上郡弟子屈町川湯温泉五丁目21番 27号
北海道北見市小泉 239 番地４
北海道北見市常呂町字常呂16 番地
北海道釧路市桜ヶ岡六丁目６番15号
北海道札幌市厚別区厚別東四条四丁目８番地１
北海道伊達市舟岡町 322 番地５
北海道苫小牧市汐見町一丁目３番４号
北海道苫前郡羽幌町南大通五丁目５番地の２
北海道根室市西浜町九丁目58 番地
北海道野付郡別海町別海新栄町 12 番地
北海道野付郡別海町別海常盤町 126 番地
北海道函館市小安町 395 番地４
北海道函館市港町一丁目35 番７号
北海道北斗市七重浜八丁目28 番１号
北海道北斗市東浜二丁目14 番 17号
北海道室蘭市絵鞆町四丁目２番地19
北海道室蘭市築地町無番地
北海道目梨郡羅臼町共栄町 19 番地
北海道利尻郡利尻富士町鴛泊字本町 11番地
北海道稚内市末広二丁目８番19 号

青森県青森市大字野内字菊川 57番地 54
青森県青森市港町二丁目５番12号
青森県上北郡野辺地町字家ノ上 22 番地１
青森県つがる市柏稲盛岡本 99 番地１
青森県つがる市柏玉水岸田 38 番地３
青森県八戸市新湊三丁目４番27号
青森県八戸市白銀町三島下 85 番地の５
青森県むつ市大字田名部字小平舘１番地 73
青森県むつ市大字関根字出戸川目132 番地
青森県青森市柳川1丁目 4 番 3号

岩手県大船渡市赤崎町字永浜 230 番地
岩手県久慈市長内町 37地割 21番地 11
岩手県下閉伊郡山田町大沢第５地割 44 番地７
岩手県宮古市神林８番１号

宮城県石巻市東中里一丁目12 番 12 号
宮城県石巻市不動町二丁目16 番１号
宮城県気仙沼市唐桑町浦 105 番地の１
宮城県塩釜市北浜四丁目14 番 43号
宮城県塩釜市中の島６番７号
宮城県仙台市宮城野区中野三丁目１番地５

秋田県秋田市飯島字堀川118 番
秋田県秋田市飯島堀川118 番
秋田県秋田市飯島穀丁14 番 19 号
秋田県男鹿市船川港海岸通り1番地 20
秋田県由利本荘市石脇字田尻 35

山形県酒田市こがね町二丁目１番 41号
山形県酒田市豊里字上割10 番地の６

福島県いわき市江名字東町 1番地
福島県相馬市岩子字坂脇 84 番地の２
福島県相馬市尾浜字港町２番地 48
福島県耶麻郡猪苗代町大字翁沢字不動堂 579 番地 10

茨城県潮来市潮来 5043 番地
茨城県東茨城郡大洗町磯浜町 8253 番地 51
茨城県日立市留町 2699 番地の７
茨城県水戸市小泉町 760 番地１

栃木県宇都宮市下平出町662 番地１
栃木県宇都宮市宝木本町 2078 番地７
栃木県栃木市大平町横堀 957 番地２

埼玉県川口市弥平三丁目12 番８号
埼玉県八潮市大字古新田160 番地１
埼玉県八潮市大字古新田101番地

千葉県安房郡鋸南町大帷子 417 番地７
千葉県いすみ市岬町江場土 2059 番地３
千葉県市川市大和田二丁目19 番６号
千葉県香取市八筋川甲2086 番地
千葉県鴨川市内浦 3000 番地
千葉県木更津市貝渕四丁目12 番２号
千葉県木更津市富士見三丁目１番22号

0166-48-6137
0153-52-4061
0153-52-4061
0153-53-4700
0152-72-4141
0152-44-1234
0142-76-2916
0133-62-3270
0133-62-3577
0136-56-2334
0163-62-1255
0134-22-1311
0134-32-3911
0155-36-7711
015-483-2731
0157-24-1551
0152-54-2263
0154-91-1351
011-898-8001
0142-25-5420
0144-34-0032
0164-62-3529
0153-22-2151
0153-75-2667
0153-75-2226
0138-58-2586
0138-45-3122
0138-73-7111
0138-73-5220
0143-27-5471
0143-23-2121
0153-87-2546
0163-82-1117
0162-23-4365

017-726-0210
017-743-1111
0175-64-1941
0173-34-2602
0173-25-3576
0178-33-5164
0178-35-1735
0175-23-4433
0175-25-2051
017-783-4110

0192-26-2026
0194-53-5181
0193-82-5934
0193-77-3986

0225-96-6515
0225-95-2165
0226-32-2228
022-363-2022
022-367-7981
022-258-3800

018-847-1851
018-847-2711
018-845-2432
0185-23-2515
0184-24-5864

0234-26-3636
0234-34-3636

0246-55-7236
0244-36-4312
0244-38-8004
0242-65-2750

0299-63-1231
029-266-1631
0294-53-6575
029-269-9377

028-662-7897
028-678-3336
0282-25-0664

048-224-2396
048-996-2151
048-995-3515

0470-55-3059
0470-87-8127
047-370-1501
0478-50-3013
04-7095-3000
0438-23-7273
0438-23-2091

●千葉県（続き）
木更津マリーナ
木更津ユウワ　【新規申請中】
原商会
㈱雄和
スズハルマリーナ

●東京都
㈱江戸川造船所
スバル興業 (株 )（夢の島マリーナ）
本橋発動機㈱（勝どきマリーナ）
ヤンマー舶用システム㈱（東京支店）

●神奈川県
㈲ロッキーマリン
㈱リビエラリゾート（逗子マリーナ）
㈱湘南マリーナ
㈲コグレマリンサービス
㈲片倉ボートマリーナ
㈲江の島モーターボート商会
㈱リビエラリゾート（シーボニアマリーナ）
三崎観光㈱（油壺京急マリーナ）
油壷ボートサービス㈱
湘南サニーサイドマリーナ㈱
㈲協立マリン（ボートパーク）
湘南サニーサイドマリーナ㈱（サニーサイドマリーナ ウラガ）
㈲ダルマ　Ｄ－marina
ヤマハ発動機㈱　東日本営業所
ヤンマー舶用システム㈱（神奈川支店）
横浜ベイサイドマリーナ㈱　【新規申請中】
㈱ＳＥＡ　ＬＩＦＥ　【新規申請中】

●新潟県
㈱タカハシ
㈲コバヤシボート
㈱タカハシ（上越店）
㈱マリン商事（種村マリーナ）
㈱タカハシ（新潟万代マリーナ）
㈲ヨコオマリン
㈲新潟ボート販売
白勢エンジニアリング㈱
㈱タカハシ（勝見マリーナ）

～中部地区～
●富山県
日本海マリン㈱（新湊マリーナ店）
㈱スズキマリン（スズキマリーナ富山）
㈱新湊ヤンマー
㈲青島鉄工所
日本海マリン㈱
㈲ジョイマリンエンジニアリング
㈲鍛治伊　バイパス店

●石川県
㈲加賀マリンサービス
ヤンマー舶用システム㈱（北陸支店）
清水マリンサービス
㈱中野朝日自動車工業（マリン部）
ジャンボマリン・ＫＴ
ジャンボマリン・ＫＴ
ヤンマー舶用システム㈱（北陸東部営業所）

●福井県
吉崎屋商会マリーナ
安全鉄工所
京福マリン㈲
㈲松井兄弟社
㈱大木電業社
㈱嶋田商会（三国マリーナ）

●山梨県
富士五湖ボートサービス

●長野県
㈲マリンオート諏訪
AUTO SWAP NAGANO
㈲ MISAWAMOTORS

●岐阜県
岐阜ボート販売㈱

●静岡県
岡田鉄工所
仁科ヤンマー商会
㈲アラリシップビルダーズ
㈲伊豆松崎マリーナ
㈲ニュー東海マリーナ
㈱片山造船所
㈲ワダマリーンサービス（工場）
㈱浜名湖エンタープライズ （新居マリーナ）
スギウラマリンサービス
㈲はしくに
ヤマハマリーナ㈱（ヤマハマリーナ浜名湖）
㈱スズキマリン（スズキマリーナ浜名湖）
ワシズマリーナ㈱
㈲マリンサポート
㈱ KOWA
ヤマハマリーナ㈱（ヤマハマリーナ沼津）
㈲水野ディーゼル
㈱富士ボーティング
㈱沼津パワートレンサービス
西気賀マリン
㈱ジョナサン
水神荘マリーナ
㈲ワダマリーンサービス（本店）

千葉県木更津市木材港二丁目１番
千葉県木更津市久津間1613 番地２
千葉県館山市沼1674 番地の14
千葉県千葉市中央区寒川町一丁目 81番地７
千葉県船橋市宮本二丁目14 番 31号

東京都江戸川区東葛西三丁目17番 16 号
東京都江東区夢の島三丁目２番１号
東京都中央区勝どき三丁目15 番３号
東京都千代田区外神田４丁目14 番１号　秋葉原UDX（北ｳｲﾝｸ 1゙3 階）

神奈川県足柄下郡真鶴町岩 455 番地
神奈川県逗子市小坪五丁目23 番９号
神奈川県平塚市榎木町 11番 　ｸ ﾗ゙ﾝﾄ゙ ﾋ ｸ゙ﾄﾘｱ１階
神奈川県平塚市馬入 2176
神奈川県平塚市札場町43 番 21号
神奈川県藤沢市片瀬四丁目14 番７号
神奈川県三浦市三崎町小網代1286 番地
神奈川県三浦市三崎町諸磯1574
神奈川県三浦市三崎町小網代1219 番地
神奈川県横須賀市芦名一丁目17番８号
神奈川県横須賀市長瀬三丁目９番１号
神奈川県横須賀市東浦賀二丁目22 番２号
神奈川県横浜市神奈川区東神奈川 2-49-11
神奈川県横浜市金沢区白帆４番４
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町 12 番１号
神奈川県横浜市金沢区白帆1番地
神奈川県横浜市金沢区白帆 4 番 3号

新潟県柏崎市番神一丁目７番31号
新潟県北蒲原郡聖籠町大字大夫興野字金清水山 2862 番地 11
新潟県上越市春日新田四丁目2969 番３号
新潟県新潟市中央区入船町四丁目3776 番地 22
新潟県新潟市中央区柳島町四丁目36 番地２
新潟県新潟市西区五十嵐三の町東 25 番 13号
新潟県新潟市東区海老ケ瀬14 番地１
新潟県新潟市東区山木戸八丁目８番１号
新潟県三島郡出雲崎町勝見 811番

富山県射水市海竜新町２番
富山県射水市新堀 39 番
富山県射水市港町 13 番地１
富山県魚津市寿町７番９号
富山県高岡市城光寺120 番
富山県高岡市吉久一丁目３番 42号
富山県氷見市鞍川 41番１号

石川県加賀市田尻町浜山３番地11
石川県金沢市神野町東 70 番地
石川県河北郡内灘町字向粟崎1丁目 47番地
石川県珠洲市野々江町キ20 番地２
石川県七尾市津向町ト107 番地
石川県七尾市中島町藤瀬３の 66 番地
石川県七尾市矢田新町イの28 番１号

福井県あわら市浜坂三丁目４番
福井県大飯郡高浜町和田港内128 番地の 48
福井県小浜市加斗第12号３番地
福井県小浜市川崎二丁目３番地の２
福井県坂井市三国町南本町三丁目４番17号
福井県坂井市三国町新保 42

山梨県南都留郡富士河口湖町船津 2694 番 27号

長野県諏訪市大字豊田 868 番地２
長野県長野市大字高田 336 番地
長野県松本市梓川倭 2676 番１号

岐阜県岐阜市城東通六丁目７番地

静岡県熱海市下多賀 362 番地の７
静岡県賀茂郡西伊豆町仁科1984 番地の１
静岡県賀茂郡西伊豆町安良里 908
静岡県賀茂郡松崎町道部 371番地の１
静岡県湖西市新居町新居 3420 番地の２
静岡県湖西市新居町新居 896 番地の 91
静岡県湖西市新居町新居 3420 番地の２
静岡県湖西市新居町中之郷 3622
静岡県湖西市新居町中之郷 3622
静岡県湖西市新居町新居 3397 番地の１
静岡県湖西市入出字長者1380 番地
静岡県湖西市新所 4494 番地の 90
静岡県湖西市鷲津 2528 番地
静岡県湖西市鷲津 2528 番地の４　ワシズマリーナ内
静岡県駿東郡長泉町下土狩 941番地
静岡県沼津市江浦 514
静岡県沼津市上香貫三貫地1190 番地の１
静岡県沼津市馬込19 番地４
静岡県沼津市多比 691番地の１
静岡県浜松市北区細江町気賀10083 番地の３
静岡県浜松市北区細江町気賀11152 番地
静岡県浜松市北区細江町気賀11429 番地
静岡県浜松市西区篠原町 21392 番地の４

0438-37-2091
0438-41-9266
0470-22-0694
043-224-2005
047-433-6730

03-3680-3161
03-5569-2710
03-3531-7833
03-6733-4260

0465-68-0927
0467-24-1000
0463-23-8882
0463-24-1533
0463-22-5738
0466-27-3444
046-882-1212
046-882-2720
0468-82-6543
046-856-7810
046-846-5191
046-843-4123
045-461-1062
045-775-2450
045-771-8631
045-776-7592
045-771-8727

0257-24-2211
025-256-2020
025-545-1003
025-228-2745
025-229-2188
025-263-1688
025-272-6685
025-275-3071
0258-78-3840

0766-86-8558
0766-86-3750
0766-84-0128
0765-24-3541
0766-44-8558
0766-53-5610
0766-74-2662

0761-75-2119
076-240-1717
076-238-4386
0768-82-6080
0767-53-2441
0767-53-2441
0767-53-3037

0776-79-1541
0770-72-1188
0770-52-5118
0770-52-0349
0776-82-0079
0776-82-5511

0555-72-2038

0266-58-2385
026-263-6438
0263-78-0002

058-273-1651

0557-68-1146
0558-52-0141
0558-56-0311
0558-42-0396
053-594-0469
053-594-1909
053-594-2850
053-595-1588
053-594-4019
053-592-0505
053-578-1114
053-578-2452
053-576-1807
053-576-4906
055-986-1684
055-939-0311
055-931-4748
055-933-3600
055-939-0732
053-523-2774
053-522-4666
053-522-0096
053-448-6720

～中部地区～
●静岡県（続き）
葵マリン㈱
藤原商事㈱（弁天島マリーナ）
金子機械
㈲サン・マリン
㈲ケイエムツー（ボートクラブカナル）
㈲神村マリン・モータース

●愛知県
㈱グランドバンクス
名古屋トヨペット㈱（マリン事業部 NTP マリーナ高浜）
㈱スズキマリン（スズキマリーナ三河御津）
マークマリン
糟谷造船
ネオスポーツ（㈱ジェイエスピー）
衣浦マリーナ

●三重県
ニュージャパンマリン㈱
㈲西岡ヤンマー商会
㈱波切ヤンマー商会
㈱ダイイチ（河芸店）
㈲三重クルーザー
島津鉄工所
㈱鳥羽ヤンマー
㈱波切ヤンマー商会（四日市支店）
㈲おおぜき　【新規申請中】

～関西地区～
●滋賀県
ヤマハマリーナ㈱（ヤマハマリーナ琵琶湖）
㈲安原エンジンサービス
㈲イワキプランニング　マリン事業部
シードリームスカンパニーヨシカワ
㈲小栗鉄工所

●京都府
㈱大阪マリン ( アオイマリーナ）
本庄電機㈲（波路工場）
ヤンマー舶用システム㈱（宮津営業所）
大門オートサービス
㈱西隆（カンノマリンサービス）

●大阪府
㈱アズール（シーゼットカンパニー）
ヤマハ発動機㈱　サービスセンター関空
富士産業㈱（大阪岬マリーナ）
㈲ソルトムーン
㈱五階
㈲ブルーライン
キムラ海陸通商㈱　（キムラマリーン）
㈲畑谷
オーシャン・マリン㈱
㈲イシバシマリン
マリン大阪㈱
大谷マリン

●兵庫県
マリン・サクマ
岩永鉄工㈱
上鍵マリンサービス
赤穂ヤンマー㈱
㈲前羽鉄工所
㈱高浜商会
ヤンマー舶用システム㈱ ( 西日本営業部）
㈱ヤマハ藤田（須磨ヨットハーバー）
㈲阪神マリン
㈲川﨑商会（神戸ハーバーマリーナ）
㈲川﨑商会　播磨マリーナ
㈱ヤマハ藤田（オークマリーナ）
城崎温泉マリーナ
㈱日本海マリーナ
NPO 法人　兵庫県の水域の秩序ある利用を進める会
  （NPO 法人　ＵＷＨ）
マリンハリマ
網手鉄工所
㈱サウスウインド
ウインドバッグマリンサービス
㈱ヤマハ藤田
淡路ディーゼル株式会社
株式会社育波共同鉄工所

●和歌山県
㈱石垣
イナダマリン
㈱マリンルームオオタ（マリーナ店）
㈱マリンルームオオタ
㈱島鉄工所

～中国地区～
●鳥取県
ヤンマー舶用システム㈱（山陰支店）
㈲よなごマリーン

●島根県
ピースマリン
㈱高橋鉄工所
勝部自転車店
新世マリン　　
㈲近藤鉄工
ヤンマー舶用システム㈱　浜田サービスセンター
㈲大新
㈲作野鉄工所
ヒロエマリン

●岡山県
ヤンマー舶用システム㈱（岡山営業所）

静岡県浜松市西区平松町 520 番地の29
静岡県浜松市西区舞阪町弁天島 2728 番地の２
静岡県浜松市西区舞阪町弁天島 3126 番地の24
静岡県浜松市西区舞阪町舞阪 2703 番地の５
静岡県浜松市西区村櫛町4607 番地の13
静岡県浜松市西区雄踏町宇布見 9907 番地

愛知県春日井市廻間町字地蔵前 656 番地１
愛知県高浜市青木町一丁目１番地
愛知県豊川市御津町御幸浜一丁目１番25号
愛知県豊橋市吉前町 113 番地の３
愛知県西尾市吉良町饗庭圦ノ口13 番地
愛知県額田郡幸田町深溝中池田19
愛知県碧南市道場山町三丁目21番地

三重県伊勢市有滝町 2259 番地
三重県志摩市志摩町和具175 番地２
三重県志摩市大王町波切 3325 番地７
三重県津市河芸町東千里 854 番地３
三重県津市高茶屋小森上野町 1331番地の２
三重県度会郡南伊勢町方座浦
三重県鳥羽市鳥羽三丁目31番 30 号
三重県四日市市中納屋町１番11号
三重県桑名市田町 33 番地

滋賀県大津市下阪本五丁目２番２号
滋賀県高島市安曇川町田中364 番地
滋賀県高島市今津町浜分 30 番地の１
滋賀県野洲市吉川 4327 番地
滋賀県彦根市松原二丁目２番19 号

京都府舞鶴市字青井75 番地
京都府宮津市字波路 451番地の１
京都府宮津市字獅子崎小字しきの浜両側 849 番地
京都府宮津市字岩ヶ鼻15 番地の１
京都府京丹後市久美浜町鹿野1397 番地

大阪府池田市古江町 1777 番地
大阪府泉佐野市りんくう往来北６番地　いずみさの関空マリーナ内
大阪府泉南郡岬町多奈川谷川 2160 番地
大阪府大阪市住之江区北加賀屋四丁目１番 55号
大阪府大阪市浪速区日本橋東一丁目３番８号
大阪府大阪市福島区玉川一丁目８番６号
大阪府大阪市港区築港一丁目１番地１号１
大阪府貝塚市澤 334 番地の１
大阪府岸和田市地蔵浜７番地
大阪府堺市西区浜寺石津町西五丁10 番 19 号
大阪府寝屋川市点野二丁目20 番１号
大阪府阪南市自然田 216 番１

兵庫県相生市那波南本町 1576 番地 5
兵庫県明石市材木町 7番1号
兵庫県赤穂市朝日町 5番地の24
兵庫県赤穂市正保橋町３番地の114
兵庫県淡路市岩屋 978 番地の 6
兵庫県淡路市久留麻 2352 番地
兵庫県伊丹市中央三丁目１番17号　ネオ伊丹ビル3階
兵庫県神戸市須磨区若宮町一丁目１番 4号　 須磨ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞー 内
兵庫県神戸市東灘区深江南町一丁目18 番 2号
兵庫県神戸市兵庫区遠矢浜町五丁目37番
兵庫県高砂市曽根町 2710 番地 64
兵庫県たつの市御津町苅屋1131番 1
兵庫県豊岡市城崎町楽々浦通戸 343
兵庫県豊岡市小島1228 番地の2
兵庫県西宮市西宮浜一丁目46 番地 1　西宮ボートパーク内

兵庫県姫路市網千区興浜1383 番地 1
兵庫県姫路市家島町真浦 1987 番地 2
兵庫県姫路市木場1180 番地
兵庫県姫路市広畑区才 629 番地 2　第 2 北川ビル2階
兵庫県姫路市本町 155 番地
兵庫県南あわじ市志知飯山寺292 番地
兵庫県淡路市斗ノ内 63 番地 1

和歌山県海南市下津町下津 213 番地
和歌山県田辺市天神崎 37番地の24
和歌山県和歌山市毛見1530 番地
和歌山県和歌山市築港六丁目17番地
和歌山県和歌山市築港三丁目４番地

鳥取県境港市竹内団地127
鳥取県米子市両三柳 781番地１

島根県出雲市神西沖町 2106 番地１
島根県出雲市河下町44 番地１
島根県出雲市平田町 1888 番地 33
島根県隠岐郡海士町大字海士1624 番地
島根県隠岐郡西ノ島町大字美田 3523 番地 6
島根県浜田市原井町 3025 番地
島根県松江市八幡町 781番地 1
島根県松江市美保関町七類 3260 番地 1
島根県松江市東津田町 1875 の 6

岡山県岡山市中区藤崎 568 番地の16

053-487-0590
053-592-3109
053-592-3125
053-592-2891
053-489-2877
053-592-3820

0568-93-1001
0566-54-5300
0533-76-3521
0532-32-6138
0563-32-0754
0564-56-0022
0566-41-2558

0596-37-6000
0599-85-0636
0599-72-0470
059-245-5501
059-234-4123
0596-76-1407
0599-26-2818
059-352-4864
0594-22-4867

077-578-2182
0740-32-0413
0740-22-6617
077-589-8138
0749-22-0851

0773-77-0387
0772-22-4155
0772-22-6265
0772-28-0700
0772-83-1300

0727-51-9851
072-463-3461
072-495-5306
06-6686-8384
06-6635-1111
06-6447-0299
06-6576-8551
0724-38-9822
072-432-5944
072-264-1473
072-827-1150
072-473-2838

0791-22-1209
078-912-2764
0791-43-7578
0791-45-2277
0799-72-3416
0799-74-2455
072-773-5863
078-735-5500
078-431-3955
078-671-3177
079-448-1515
079-322-8800
0796-32-2565
0796-28-2526
0798-37-2080

079-273-1004
079-325-0193
079-246-0319
079-239-4000
079-289-0011
0799-36-3738
0799-80-2730

073-492-3939
0739-25-1202
073-441-8888
073-433-3008
073-433-0777

0859-45-4811
0859-29-8108

0853-43-7722
0853-66-0612
0853-62-2446
08514-2-0909
08514-6-1331
0855-23-5950
0852-37-1110
0852-72-2541
0852-22-4793

086-274-0585

●岡山県（続き）
㈱岡山マリン・ボートセンター
㈱岡山マリン・ボートセンター（マリーナ岡山）
㈱岡山マリン・ボートセンター（宮浦マリーナ）
筒井鉄工所
備讃ヤンマー㈱
倉敷ヤンマー㈱
㈱オバタボート
㈱オバタボート（オバタマリーナ）
㈱ナスボート　牛窓マリーナ　
ニシナマリン
㈱マリンアクセス大栄
㈲川﨑商会（日生マリーナ備前店）
東洋マリーン㈱
㈲川﨑商会（日生マリーナ）
東備ヤンマー㈱

●広島県
向島ドック㈱（マリーナフェアウインド）
呉マリーン㈲
㈲藤田鉄工所
㈲宮島ビューマリーナ
ヤンマー舶用システム㈱（広島支店）
㈱デルタマリン（江波マリーナ）
㈱エム・シー・エム（ミヤママリーナ）
㈱広島ヤンマー商事
㈱広島ベイマリーナ
㈲中国マリン

●山口県
㈲新港マリン
ミヤマ造船㈱ （マリーナ岩国）
㈱ササキコーポレーション　（UBEマリーナ）
下関ヤンマー販売㈱
㈱デルタマリン　（下関店）
㈱京瀧マリーナ事業所　（マリーナシーホース）
㈱徳山マリン
㈱沼田ヤンマー商会　（周南支店）
㈱ササキコーポレーション　（SHIZUKI マリーナ）
㈱デルタマリン　（防府マリーナ）
㈱沼田ヤンマー商会

～四国地区～
●徳島県
㈲小松島マリーナ
高原マリーナ
阿波ヤンマー㈱
大鳴マリーナ㈲
浅野工作所

●香川県
㈲番の州マリーナ
香川マリン㈱（志度マリーナ）
㈱スヤママリン
瀬戸マリーナ㈱
㈱ユニマットプレシャス（仁尾マリーナ）
香川マリン㈱（屋島マリーナ）
海望企画㈱　マリーナペラガス
㈱高松マリーナ

●愛媛県
弓杖マリンサービス
マリーナシーガル
四国マリーンアンドモータース㈱（内海マリーナ）
来島マリーナ㈱
村越マリン㈲
今治ヤンマー㈱
マリンサービス大野
ヤンマー舶用システム㈱（宇和島営業所）
㈲大洲スズキ販売
ボートサービス・ヤノ
新居浜マリーナサービス㈱
今治ヤンマー㈱（新居浜マリンセンター）
JET　POINT
マリンショップシーガル
㈱アンカレッジ・マリーナ
㈱ジェットプロジェクト
ヤンマー舶用システム㈱（松山営業所）
黒岩マリン
島マリン㈱
親和マリン㈱

●高知県
㈲太平洋マリン
㈱はらみ
マリンショップカワムラ
合同会社 オガワマリンサービス
四万十マリーナ
フクモリモータース
川村モータース

～九州地区～
●福岡県
㈲山﨑ヤンマー
仁光機械㈲　仁光マリーン
㈱小宮鉄工所
㈱ササキコーポレーション（新門司マリーナ）
ホープボート
パワーステーション
コン・フォート
㈱ヨットハーバー芦屋
マリーン博多㈱
㈱ササキコーポレーション（西福岡マリーナ マリノア）
マリンクラブネイビー　【新規申請中】
ハイステップス

岡山県岡山市中区江崎 86 番地の 5
岡山県岡山市南区郡八幡山 2番地
岡山県岡山市南区宮浦字大浜 681番地の1
岡山県笠岡市横島1650
岡山県倉敷市児島駅前三丁目33 番地
岡山県倉敷市玉島1274 番地の1
岡山県倉敷市玉島阿賀崎 2438 番地の 4
岡山県倉敷市玉島乙島亀の首49 番地の 63
岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓 4180 番地
岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓 6449 番地の1
岡山県玉野市胸上1810 番地
岡山県備前市浦伊部砂ヶ鼻1183 番地の2
岡山県備前市西片上1365 番地の15
岡山県備前市日生町寒河 38 番地
岡山県備前市日生町日生 241番地の128

広島県尾道市向島町 16058 番地の191
広島県呉市警固屋九丁目６番３号
広島県竹原市塩町一丁目６番20 号
広島県廿日市市大野二丁目11番９号
広島県広島市佐伯区隅の浜三丁目１番31号
広島県広島市中区江波栄町 10 番 30 号
広島県広島市中区江波南二丁目23 番８号
広島県広島市南区元宇品町41番 25 号
広島県広島市南区元宇品町42 番 16 号
広島県福山市鞆町後地 651番地３

山口県岩国市新港町四丁目４番30 号
山口県岩国市藤生町一丁目28 番 21号
山口県宇部市港町一丁目13 番地７号
山口県下関市東大和町一丁目４番５号
山口県下関市横野町四丁目１番地７号
山口県周南市栗屋奈切 118 番地 13号
山口県周南市大字大島卯の木1298 番地
山口県周南市徳山港町 8475 番５号
山口県萩市堀内西の浜 56 番地
山口県防府市大字田島 2882 番地
山口県柳井市柳井150 番地 60

徳島県小松島市和田島町字松田新田165 番地の５
徳島県徳島市川内町鶴島 374 番地
徳島県徳島市津田海岸町５番 51号
徳島県鳴門市鳴門町三ッ石字八軒浜 92 番地
徳島県鳴門市撫養町弁財天字ハマ19 番地

香川県坂出市沖の浜１番５号
香川県さぬき市志度 1298 番地７
香川県三豊市詫間町詫間1338 番地 162
香川県三豊市詫間町松崎 2825 番地
香川県三豊市仁尾町仁尾己 918 番地 12
香川県高松市庵治町6391番地
香川県高松市郷東町 796 番地 53
香川県高松市浜ノ町68 番 17号

愛媛県今治市大西町別府 2146 番地２
愛媛県今治市菊間町浜 66 番地
愛媛県今治市桜井甲1034 番地
愛媛県今治市砂場町二丁目７番30 号
愛媛県今治市砂場町一丁目２番38号
愛媛県今治市富田新港一丁目２番地の６
愛媛県伊予市大平甲1236 番地８
愛媛県宇和島市三浦東1341番地１
愛媛県大洲市新谷336 番地１
愛媛県西条市壬生川７番地１
愛媛県新居浜市垣生三丁目乙 324 番地
愛媛県新居浜市黒島一丁目５番 64号
愛媛県松山市浅海原乙５番地８
愛媛県松山市和泉北二丁目９番18号
愛媛県松山市粟井河原 336 番地６
愛媛県松山市下灘波甲32 番地 32
愛媛県松山市住吉一丁目６番36 号
愛媛県松山市高浜町 1丁目乙 60 番地の185
愛媛県松山市和気町二丁目番外１の１番地
愛媛県八幡浜市保内町川之石 3番耕地 304 番地 25

高知県高知市五台山タナスカ 4984 番地
高知県高知市桟橋通五丁目５番 40 号
高知県宿毛市片島１番15号
高知県宿毛市坂ノ下1023 番地 37
高知県宿毛市小筑紫町大海 2561番 18号
高知県幡多郡大月町弘見 2596 番地３
高知県幡多郡大月町姫ノ井 202 番地１

福岡県糸島市志摩岐志 360 番地の1
福岡県糸島市二丈松末 1146 番地の 4
福岡県大牟田市健老町 231番地の2
福岡県北九州市門司区新門司北 2丁目1番地
福岡県北九州市門司区畑 338 番地の２
福岡県北九州市八幡西区香月中央四丁目14 番 13号
福岡県久留米市長門石二丁目2番地 19 号
福岡県遠賀郡芦屋町山鹿 2047 番地
福岡県福岡市中央区港三丁目3番 29 号
福岡県福岡市西区小戸二丁目11番１号
福岡県福岡市東区大岳四丁目2番 61号　福岡ﾏﾘｰﾅ内
福岡県福岡市東区和白五丁目7番 20 号 -101

086-276-2121
086-267-3311
086-267-3939
0865-67-0381
086-472-8101
086-522-5105
086-526-7557
086-522-5505
0869-34-2498
0869-34-2511
086-341-1467
0869-63-2300
0869-63-0153
0869-74-0500
0869-72-2345

0848-44-0007
0823-28-1344
0846-22-0785
0829-55-3610
082-923-4136
082-291-8125
082-232-2050
082-253-1151
082-255-6135
084-970-5405

0827-22-9555
0827-32-0121
0836-32-0656
083-267-9601
083-258-0431
0834-26-0444
0834-84-0767
0834-21-6016
0838-22-5566
0835-29-0650
0820-22-0575

0885-38-1173
088-665-4250
088-663-1161
088-687-1108
088-686-3013

0877-44-0242
087-894-2321
0875-83-5440
0875-83-6123
0875-82-3203
087-871-2021
087-882-6800
087-821-8470

0898-53-6109
0898-54-3555
0898-48-2580
0898-23-5922
0898-32-6470
0898-47-4105
089-983-5716
0895-29-0012
0893-25-0123
0898-64-4062
0897-46-5636
0897-46-2001
089-995-0767
089-915-3589
089-994-1300
089-993-0211
089-953-1500
089-952-4063
089-979-0230
0894-37-3150

050-3308-5606
088-834-4868
0880-65-5603
0880-63-5587
090-3182-3249
0880-73-1557
0880-74-0526

092-328-2340
092-325-0577
0944-52-8774
093-481-0099
093-481-8080
093-982-5145
0942-32-7558
093-223-2331
092-731-8303
092-885-2288
092-603-9070
092-410-0786

●福岡県（続き）
西戸崎開発㈱　福岡マリーナ
㈲唐泊鉄工所
㈱ササキコーポレーション（海の中道事業所）　

●佐賀県
マリンメカニック伊万里㈲
ノグチ・マリン
㈱イマムラサーキュレーション（海遊）

●長崎県
菊谷造船所　
㈱畑島（ハタシママリーナ）
ヤンマー舶用システム㈱（長崎営業所）
㈲矢上船舶機器サービス
㈱西菱環境開発（総合事務所）
㈱ヤマハマリン西九州
泉マリンサービス

●熊本県
㈲糸田鉄工所
㈲西部内燃機
コスモマリン㈱
㈱スズキマリン（スズキマリーナ熊本）
㈱坂井商会（オーランドマリーナ）
㈱マスターマリン
熊本ヤマハ㈱（サービスセンターパール）
㈱坂井商会　　
㈱アクペリア
熊本ヤマハ㈱
㈱坂井商会（水俣工場）
㈲タケナガマリン

●大分県
㈲五和商事
東和工機
㈱江原造船鉄工所

●宮崎県
加藤マリーン
宮下船舶機器
㈱ドルフィン
共栄マリン㈱

●鹿児島県
田上モータース
赤崎マリン
岡下造船鉄工㈱
岡田マリンサービス
マルモト自動車整備　【新規申請中】
㈲ボートの新福商会
ヤンマー舶用システム㈱（垂水営業所）
武田機械店

～沖縄地区～
●沖縄県
㈲ブルーマリン石垣
ヤンマー沖縄㈱（八重山支店）
オートヒラカワ
㈲津島工業
㈱マリンランド（泡瀬支店）
ヤンマー沖縄㈱（本社）
合同会社 エックスパワー
㈱マリンランド（名護支店）
㈱南西船舶
㈱マリンランド（那覇本店）
㈲総合マリン沖縄
ヤンマー沖縄㈱（宮古支店）

（以上）

福岡県福岡市東区大岳四丁目2番 61号
福岡県福岡市西区大字宮浦 1098 番地
福岡県福岡市東区西戸崎18 番 25 号

佐賀県伊万里市黒川町福田 20 番地
佐賀県小城市芦刈町下古賀554 番地２
佐賀県佐賀市高木瀬東四丁目２番４

長崎県五島市岐宿町岐宿1579 番地の１
長崎県対馬市美津島町洲藻字ミシカ907 番地
長崎県長崎市京泊二丁目８番36 号
長崎県長崎市田中町 860
長崎県西彼杵郡時津町久留里郷1528 番地
長崎県西彼杵郡時津町久留里郷1439 番地 10
長崎県東彼杵郡川棚町三越郷140 番地 13

熊本県天草市楠浦町 10446 番地 34
熊本県天草市倉岳町棚底 1786 番地１
熊本県天草市深海町 2002 番地
熊本県宇城市三角町戸馳11
熊本県上天草市大矢野町登立 3218 番地の１
熊本県上天草市松島町合津 7500 番地
熊本県上天草市松島町合津 7500 番地
熊本県熊本市西区西松尾町4410 番地６
熊本県熊本市南区富合町田尻144 番地２
熊本県熊本市南区南高江三丁目２番地１号
熊本県水俣市丸島町二丁目494 番地
熊本県八代市鏡町野崎1028 番地

大分県大分市久原北４番22号
大分県佐伯市狩生 3176 番地１
大分県国東市国見町伊美 4301番地５

宮崎県串間市大字南方 2219 番地 52
宮崎県日南市大堂津二丁目13 番7
宮崎県日南市吾田西一丁目12 番 24-1号
宮崎県延岡市愛宕町三丁目 62 番地

鹿児島県阿久根市鶴見町4 番地 1
鹿児島県阿久根市西目1093 番地
鹿児島県いちき串木野市新生町 180
鹿児島県鹿児島市七ツ島一丁目110 番地
鹿児島県鹿屋市白水町 705 番地 5
鹿児島県垂水市市木12 番地 30
鹿児島県垂水市錦江町 7番地 1
鹿児島県西之表市西町6974 番

沖縄県石垣市浜崎町 2丁目 4 番地の10
沖縄県石垣市浜崎町三丁目3番16 号
沖縄県うるま市字栄野比 770 番地
沖縄県うるま市勝連平敷屋 3805 番地
沖縄県沖縄市海邦一丁目22 番 24 号
沖縄県宜野湾市大山七丁目11番 12 号
沖縄県中頭郡中城村字久場1927 番地 1
沖縄県名護市東江五丁目19 番 5号
沖縄県那覇市曙三丁目15 番 6 号
沖縄県那覇市曙二丁目4 番 20 号
沖縄県那覇市曙一丁目3番 3号
沖縄県宮古島市平良字荷川取 645 番地 10

092-603-2268
092-809-2523
092-603-2221

0955-27-0119
0952-66-6967
0952-31-5590

0959-82-0102
0920-54-3481
095-860-1271
095-839-3334
095-814-2229
095-882-1829
0956-82-2360

0969-22-3430
0969-64-3222
0969-75-0118
0964-53-0714
0964-56-5758
0969-56-3655
0969-56-1035
096-319-4455
096-358-6611
096-358-2001
0966-63-2946
0965-53-9977

097-593-2628
0972-27-6722
0978-82-0023

0987-72-2388
0987-27-0790
0987-23-6627
0982-21-2951

0996-72-0356
0996-73-2367
0996-32-2141
099-261-7535
0994-46-2270
0994-32-7520
0994-32-5300
0997-23-1855

0980-82-4115
0980-82-4361
098-972-6131
098-978-3668
098-939-8015
098-898-3111
098-942-3467
0980-52-6146
098-861-9816
098-861-2134
098-861-2202
0980-72-6578

令和 4 年度（期間：2022.4.1〜2023.3.31）　ＦＲＰ船リサイクルシステム　申し込み先（登録販売店）一覧
注）令和 3 年１1月現在の申し込み先です。申し込み先（登録販売店）は、予告なく変更・廃止になることがありますのでご了承願います。

最新の一覧表は、当センターのホームページをご覧ください。　http://www.marine-jbia.or.jp/

ＦＲＰ船リサイクルシステム 後援企業
岡崎造船（株）
川崎重工業（株）
（株）キーサイド
（株）ジェイエスピー
スズキ（株）
（株）田中造船
トーハツ（株）
トヨタ自動車（株）
（株）二シエフ

香川県小豆郡土庄町

兵庫県明石市川崎町

神奈川県横浜市金沢区

愛知県額田郡幸田町

静岡県浜松市南区高塚町

長崎県松浦市福島町

東京都板橋区

愛知県豊田市トヨタ町

山口県下関市豊北町

ニュージャパンマリン（株）
ニュージャパンヨット（株）
バンビ（株）
ＢＲＰジャパン（株）
（株）マツイ
（株）マリンシックス
（有）峯造船
ヤマハ発動機（株）
ヤンマー舶用システム（株）
ワイエム志度（株）

三重県伊勢市有滝町

静岡県牧之原市

岡山県備前市日生町

東京都港区

東京都港区

富山県富山市

長崎県南松浦郡新上五島町

静岡県磐田市

兵庫県伊丹市

香川県さぬき市

携帯：090-2973-1435



ＦＲＰ船リサイクル

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

登録販売店
委託輸送業者

登録販売店
委託輸送業者

自治体
委託輸送業者

受付

運搬

注１）ＰＷＣ：personal water craft　水上オートバイ・ジェットスキー

■ 解 体 場 所 ■
広域認定に参画し、ＦＲＰ船リサイクルシステムで粗解体・分別作業の事業者です。

■中間処理場所■
広域認定に参画し、ＦＲＰ船リサイクルシステムで中間処理（シュレッター）の事業者です。

■最終処分場所■
広域認定に参画し、ＦＲＰ船リサイクルシステムで最終処理（原燃料化）の事業者です。

【北海道地区】

【東北地区】

【関東地区】

【中部地区】

【関西地区】

【中国地区】

【四国地区】

【九州地区】

【沖縄地区】

●北海道
㈱有田商店（星が浦営業所）
㈱アビーロード
㈱鈴木商会（石狩事業所）
㈱クロダリサイクル

●青森県
㈱青南商事（青森工場）

●秋田県
㈱青南商事（秋田臨港工場）

●新潟県
㈱セキヤ（県央エコプラント）

●茨城県
㈱やまたけ（土浦営業所）

●千葉県
㈱メイナン（能満事業所）

●東京都
有明興業㈱（リサイクルポート）

●神奈川県
木村金属工業㈱

●富山県
木村産業㈱

●静岡県
㈱リサイクルクリーン（大川工場）
㈱エコネコル

●愛知県
豊田メタル㈱

●三重県
㈱ウエスギ

●滋賀県
日鉄萬金属㈱

●兵庫県
㈱イボキン
㈱神戸ポートリサイクル

●和歌山県
安田金属興業㈱

●島根県
アースサポート㈱

●岡山県
㈱カンガイ（新湊工場）

●広島県
㈱スナダ

●徳島県
㈱旭金属

●香川県
三木鋼業㈱（坂出工場）

●愛媛県
金城産業㈱（エコセンター）

●高知県
三谷美化産業㈱（処分場）

●福岡県
九州メタル産業㈱

●長崎県
㈱矢敷環境保全

●熊本県
㈱星山商店

●大分県
大山商事㈱（大分工場）
㈲アサヒ産業

●宮崎県
太信鉄源㈱

●鹿児島県
㈱荒川（七ツ島事業所）

●沖縄県
拓南商事㈱

釧路市星が浦南 2-6-8
白老郡白老町字竹浦 538
石狩市新港中央 3-750-7
函館市西桔梗町 246-27

青森市大字戸門字山部 50

秋田市飯島字穀丁大谷地 242

燕市吉田鴻巣 1568 番地

かすみがうら市加茂 5303-6

市原市能満 2053-28

江東区若洲 2-8-17

横須賀市内川 2-4-36

富山市水橋市田袋 286-１

浜松市天竜区大川字クルミノト 457-15
富士宮市山宮 3507-19

半田市日東町 1-6

四日市市天カ須賀新町 1-32

愛知郡愛荘町長野 328-2

たつの市揖保川町正條 379
神戸市中央区港島 9-13

和歌山市梶取 13-1

松江市八幡町 882-2

倉敷市玉島乙島 8252-3

東広島市志和町七条椛坂 10488-160

徳島市東沖州 1-12

坂出市坂出町乙 314-14

松山市北吉田町 77-91

高知市七ツ淵東ハンソヲ 1007

北九州市小倉北区西港町 62-4

大村市富の原 2-921

熊本市北区武蔵ケ丘 9-5-76

大分市豊海 2-4-4
佐伯市西浜 10897-66

宮崎市大字赤江 845

鹿児島市七ツ島 1-2-4

うるま市字州崎 8-2

●北海道

●富山県

●広島県

●福岡県

●沖縄県

㈱有田商店
㈱アビーロード
㈱鈴木商会
㈱クロダリサイクル

木村産業㈱

㈱スナダ

九州メタル産業㈱

拓南商事㈱

日鉄住金セメント㈱

住友大阪セメント㈱

デンカ㈱

宇部興産㈱

琉球セメント㈱

北海道

栃木県

新潟県

山口県

沖縄県

釧路市
白老郡
石狩市
函館市

富山市

東広島市

北九州市

うるま市

0154-22-2354
0144-87-3547
0133-64-1877
0138-49-8880

017-763-2730

018-846-6111

025-375-5108

029-828-0721

0436-74-3033

03-5534-7411

046-835-1276

076-479-2275

053-925-1366
0544-58-5800

0569-22-0211

059-365-6800

0749-42-5245

0791-72-3531
078-303-0505

073-455-3111

0852-37-2890

086-526-2121

082-433-6110

088-664-6090

087-851-7011

089-972-3303

088-872-6287

093-582-6143

0957-55-5333

096-338-6421

097-537-4464
0972-24-1153

0985-53-6510

099-261-9500

098-934-8010

令和 4 年度（期間：2022.4.1～2023.3.31）
ＦＲＰ船リサイクルシステム（廃船処理）のご案内

不要になったＦＲＰ船の廃船処理は、ご相談・ご用命ください。不要になったＦＲＰ船の廃船処理は、ご相談・ご用命ください。

ＦＲＰ船リサイクルシステムは適正処理でＦＲＰ船を再資源化
本システムでＦＲＰ材は、セメントの原料＆燃料として活用されます。

◆処理できる船：ＦＲＰ船、軽合金とＦＲＰの複合船、ＦＲＰコーティングの木造船を本システムで処理します。
◆処理できない船：①切断した船体。

②カーボン繊維使用艇、ケブラー繊維使用艇、ＡＢＳ材使用艇は本システムの対象外です。
◆自 治 体 様 へ：自治体自ら廃棄するＦＲＰ船を排出する場合は、ＦＲＰ船リサイクルセンターに一報頂けますよう

お願い致します。

ＦＲＰ船リサイクルシステムについてのＱ＆Ａ

どこで相談・受付をしてくれるの？
● 下記マークのあるお店で相談・受付します。

抹消登録はできるの？
● 日本小型船舶検査機構に抹消申請書を提出するときに

当センターから発給される「管理票 A 票」の写しと「ＦＲＰ船
リサイクルシステム利用及び船体引渡証明書」を添付します。
解撤したことを証明した書面として受理頂けます。

● 登録抹消その他必要な法的手続き等は、ユーザー皆様の責任
のもとで行なっていただきます。

《 相 談 窓 口 》 《相談・見積と申込》

ＦＲＰ船リサイクル総費用 （イ）＋（ロ）
（イ）当センター宛てに郵便局で払い込み頂く費用
　　・リサイクル料金
　　　（粗解体・分別からセメントでの最終処分するまでの費用）
　　・運搬料金
　　　（引取前清掃完了場所から指定引取場所までの運送費）
　　　（必要によって積込みクレーン費や車両からの下架費）

（ロ）申込先（登録販売店）にお支払い頂く費用
　　・見積・事務代行料等
　　・保管場所から引取前清掃する場所までの一時運送費や
　　　一時保管費
　　・引取前清掃費、その他費用

見積を依頼するために用意するものは？
● 氏名・住所・電話番号のご本人確認のため、免許証

住民票などが必要です。
● 艇のメーカー・船種・船舶全長・検査番号の確認の

ため、検査手帳などが必要です。

船をいつ引き取るの？
● 受付後、「ＦＲＰ船リサイクル連絡票」にてご連絡いたします。

運搬を依頼した場合は、引き取り時に立ち会いをお願い致します。

ＦＲＰ船リサイクルにかかる費用は？
● 下記の事項の費用が必要になります。

詳しくは、申込先（登録販売店）にご確認ください。

・ 船の材質は、ＦＲＰ船、軽合金とＦＲＰの複合船、
ＦＲＰコーティングの木造船を対象としています。

・ 切断した船体やカーボン繊維使用艇、ケブラー繊維使用艇、
ＡＢＳ材使用艇は対象外です。

・引取前清掃の基準を満たしていなければなりません。
■ 工具を使用する引取前清掃作業は、以下の事項

①船底のカキ・フジツボ落とし
②燃料・機関オイル・クーラント抜き
③バッテリーの撤去
　注）エンジンや金物は、取り付けられた状態で受け取りします。

■ その他は、手で降ろせる全てのものの撤去（備品、フェンダー、ロープ等）
■ 一般ごみがある場合は、引き取りできません。

ＦＲＰ船リサイクルに排出する基準は？
● 以下の事項が満たさなければなりません。

ＦＲＰ船リサイクルの流れは？
● 下記を参照してください。

ＦＲＰ船リサイクルセンター （一般社団法人 日本マリン事業協会 内）
〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目10番12号
電話：03-5542-1202（専用） ファックス：03-5542-1206 ホームページ http://www.marine-jbia.or.jp/

◎ 受付・運搬　日程

◎ ＦＲＰ船リサイクル料金・運搬料金参考例・その他料金

地  区

全国

令和 4 年 4月1日 ～ 令和 5年 3月31日
申込先（登録販売店）が見積・受付します。申込先等の休日は対応できません。
予めご了承願います。

運搬車両等の都合で、ご希望に添えない場合があります。予めご了承願います。

日　　　程 備　　　考

2022 年 4月1日 2023 年 3月31日

ご希望日を調整し、適時対応
（指定引取り事業者の休日は不可）

◆リサイクル料金・運搬料は、当会に郵便振込頂き、その他料金は登録販売店に支払い頂きます。
◆地域により、運搬料は手配車両が異なり積載寸法の差異があるので登録販売店・リサイクルセンターにお問い合わせください。
◆全幅が 2.5m以上、全高 2.6m以上の運搬料については登録販売店・リサイクルセンターにお問い合わせください。
◆排出者が自ら運送した場合は、指定引取場所で指定の場所に下架するため、下架料金が加算されることがあります。
◆北海道内の運搬費について：指定引取場所までの距離が、100kmを超え 200km未満の場合は下記の運搬費に20,000 円が加算され、
　距離が 200kmを超えた場合は下記の運搬費に 30,000 円が加算されます。（距離測定は主要幹線道路で算出します）
◆離島は、フェリー代・回送代等が加算されます。
◆沖縄県の②運搬料金は、別途料金とします。

注）消費税額（地方消費税額を含みます。）を含みます。（表内の単位：円 / 税込）　　注）艇幅が2.5m以上の場合は、別途見積します。

③その他料金
②運搬料金参考
例）ユニック車
艇幅 2.5m 未満

船舶全長（登録長は不可）船　種 船舶全長（登録長は不可）船　種

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

6m 以上
7m 以上
8m 以上
9m 以上
10m 以上
11m 以上

6m 以上
7m 以上
8m 以上
9m 以上
10m 以上
11m 以上

4m 以上
5m 以上
6m 以上
7m 以上
8m 以上
9m 以上
10m 以上
11m 以上

6m 未満
7m 未満
8m 未満
9m 未満
10m 未満
11m 未満
12m 未満
6m 未満
7m 未満
8m 未満
9m 未満
10m 未満
11m 未満
12m 未満
4m 未満
5m 未満
6m 未満
7m 未満
8m 未満
9m 未満
10m 未満
11m 未満
12m 未満

セール
クルーザー

アルミ複合

漁　船

21,450

21,450

21,450

27,610

29,700

40,810

55,000

別途協議

26,620

26,620

26,620

31,680

35,750

45,870

55,000

別途協議

27,610

37,840

39,820

52,030

59,070

別途協議

17,050

14,850

23,650

①リサイクル
料金 ③その他料金

②運搬料金参考
例）ユニック車
艇幅 2.5m 未満

①リサイクル
料金

43,010

55,770

71,170

89,320

114,730

148,500

190,080

267,520

297,330

43,010

55,770

71,170

89,320

114,730

148,500

190,080

267,520

297,330

72,600

105,820

137,610

175,340

225,280

282,260

354,530

41,140

31,020

34,870

登録販売店の
諸費用

1. 見積・諸費用
（管理票作成費等）

2. 曳航費
　・一次運送費

3. 上架費

4.引取前清掃費

5. 一時保管費

6. 立会費

7. 他費用

34,760

42,130

50,270

69,300

別途協議

27,610

37,840

39,820

52,030

55,220

別途協議

27,610

27,610

27,610

37,840

39,820

52,030

59,070

別途協議

59,180

79,090

97,240

118,360

145,640

176,550

224,730

59,180

76,890

92,290

113,080

136,400

163,680

198,440

42,350

56,430

71,280

90,090

115,500

148,830

204,600

269,940

316,800

登録販売店の
諸費用

1. 見積・諸費用
（管理票作成費等）

2. 曳航費
　・一次運送費

3. 上架費

4.引取前清掃費

5. 一時保管費

6. 立会費

7. 他費用

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

長さに関係なく一律

長さに関係なく一律

長さに関係なく一律

4m 以上

5m 以上

6m 以上

7m 以上

8m 以上

9m 以上

10m 以上

11m 以上

4m 以上

5m 以上

6m 以上

7m 以上

8m 以上

9m 以上

10m 以上

11m 以上

6m 以上

7m 以上

8m 以上

9m 以上

10m 以上

11m 以上

4m 未満

5m 未満

6m 未満

7m 未満

8m 未満

9m 未満

10m 未満

11m 未満

12m 未満

4m 未満

5m 未満

6m 未満

7m 未満

8m 未満

9m 未満

10m 未満

11m 未満

12m 未満

6m 未満

7m 未満

8m 未満

9m 未満

10m 未満

11m 未満

12m 未満

和　船

オープン

ボート

キャビン

ボート

ディンギー

ＰＷＣ 注1

カヌー



ＦＲＰ船リサイクル

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

登録販売店
委託輸送業者

登録販売店
委託輸送業者

自治体
委託輸送業者

受付

運搬

注１）ＰＷＣ：personal water craft　水上オートバイ・ジェットスキー

■ 解 体 場 所 ■
広域認定に参画し、ＦＲＰ船リサイクルシステムで粗解体・分別作業の事業者です。

■中間処理場所■
広域認定に参画し、ＦＲＰ船リサイクルシステムで中間処理（シュレッター）の事業者です。

■最終処分場所■
広域認定に参画し、ＦＲＰ船リサイクルシステムで最終処理（原燃料化）の事業者です。

【北海道地区】

【東北地区】

【関東地区】

【中部地区】

【関西地区】

【中国地区】

【四国地区】

【九州地区】

【沖縄地区】

●北海道
㈱有田商店（星が浦営業所）
㈱アビーロード
㈱鈴木商会（石狩事業所）
㈱クロダリサイクル

●青森県
㈱青南商事（青森工場）

●秋田県
㈱青南商事（秋田臨港工場）

●新潟県
㈱セキヤ（県央エコプラント）

●茨城県
㈱やまたけ（土浦営業所）

●千葉県
㈱メイナン（能満事業所）

●東京都
有明興業㈱（リサイクルポート）

●神奈川県
木村金属工業㈱

●富山県
木村産業㈱

●静岡県
㈱リサイクルクリーン（大川工場）
㈱エコネコル

●愛知県
豊田メタル㈱

●三重県
㈱ウエスギ

●滋賀県
日鉄萬金属㈱

●兵庫県
㈱イボキン
㈱神戸ポートリサイクル

●和歌山県
安田金属興業㈱

●島根県
アースサポート㈱

●岡山県
㈱カンガイ（新湊工場）

●広島県
㈱スナダ

●徳島県
㈱旭金属

●香川県
三木鋼業㈱（坂出工場）

●愛媛県
金城産業㈱（エコセンター）

●高知県
三谷美化産業㈱（処分場）

●福岡県
九州メタル産業㈱

●長崎県
㈱矢敷環境保全

●熊本県
㈱星山商店

●大分県
大山商事㈱（大分工場）
㈲アサヒ産業

●宮崎県
太信鉄源㈱

●鹿児島県
㈱荒川（七ツ島事業所）

●沖縄県
拓南商事㈱

釧路市星が浦南 2-6-8
白老郡白老町字竹浦 538
石狩市新港中央 3-750-7
函館市西桔梗町 246-27

青森市大字戸門字山部 50

秋田市飯島字穀丁大谷地 242

燕市吉田鴻巣 1568 番地

かすみがうら市加茂 5303-6

市原市能満 2053-28

江東区若洲 2-8-17

横須賀市内川 2-4-36

富山市水橋市田袋 286-１

浜松市天竜区大川字クルミノト 457-15
富士宮市山宮 3507-19

半田市日東町 1-6

四日市市天カ須賀新町 1-32

愛知郡愛荘町長野 328-2

たつの市揖保川町正條 379
神戸市中央区港島 9-13

和歌山市梶取 13-1

松江市八幡町 882-2

倉敷市玉島乙島 8252-3

東広島市志和町七条椛坂 10488-160

徳島市東沖州 1-12

坂出市坂出町乙 314-14

松山市北吉田町 77-91

高知市七ツ淵東ハンソヲ 1007

北九州市小倉北区西港町 62-4

大村市富の原 2-921

熊本市北区武蔵ケ丘 9-5-76

大分市豊海 2-4-4
佐伯市西浜 10897-66

宮崎市大字赤江 845

鹿児島市七ツ島 1-2-4

うるま市字州崎 8-2

●北海道

●富山県

●広島県

●福岡県

●沖縄県

㈱有田商店
㈱アビーロード
㈱鈴木商会
㈱クロダリサイクル

木村産業㈱

㈱スナダ

九州メタル産業㈱

拓南商事㈱

日鉄住金セメント㈱

住友大阪セメント㈱

デンカ㈱

宇部興産㈱

琉球セメント㈱

北海道

栃木県

新潟県

山口県

沖縄県

釧路市
白老郡
石狩市
函館市

富山市

東広島市

北九州市

うるま市

0154-22-2354
0144-87-3547
0133-64-1877
0138-49-8880

017-763-2730

018-846-6111

025-375-5108

029-828-0721

0436-74-3033

03-5534-7411

046-835-1276

076-479-2275

053-925-1366
0544-58-5800

0569-22-0211

059-365-6800

0749-42-5245

0791-72-3531
078-303-0505

073-455-3111

0852-37-2890

086-526-2121

082-433-6110

088-664-6090

087-851-7011

089-972-3303

088-872-6287

093-582-6143

0957-55-5333

096-338-6421

097-537-4464
0972-24-1153

0985-53-6510

099-261-9500

098-934-8010

令和 4 年度（期間：2022.4.1～2023.3.31）
ＦＲＰ船リサイクルシステム（廃船処理）のご案内

不要になったＦＲＰ船の廃船処理は、ご相談・ご用命ください。不要になったＦＲＰ船の廃船処理は、ご相談・ご用命ください。

ＦＲＰ船リサイクルシステムは適正処理でＦＲＰ船を再資源化
本システムでＦＲＰ材は、セメントの原料＆燃料として活用されます。

◆処理できる船：ＦＲＰ船、軽合金とＦＲＰの複合船、ＦＲＰコーティングの木造船を本システムで処理します。
◆処理できない船：①切断した船体。

②カーボン繊維使用艇、ケブラー繊維使用艇、ＡＢＳ材使用艇は本システムの対象外です。
◆自 治 体 様 へ：自治体自ら廃棄するＦＲＰ船を排出する場合は、ＦＲＰ船リサイクルセンターに一報頂けますよう

お願い致します。

ＦＲＰ船リサイクルシステムについてのＱ＆Ａ

どこで相談・受付をしてくれるの？
● 下記マークのあるお店で相談・受付します。

抹消登録はできるの？
● 日本小型船舶検査機構に抹消申請書を提出するときに

当センターから発給される「管理票 A 票」の写しと「ＦＲＰ船
リサイクルシステム利用及び船体引渡証明書」を添付します。
解撤したことを証明した書面として受理頂けます。

● 登録抹消その他必要な法的手続き等は、ユーザー皆様の責任
のもとで行なっていただきます。

《 相 談 窓 口 》 《相談・見積と申込》

ＦＲＰ船リサイクル総費用 （イ）＋（ロ）
（イ）当センター宛てに郵便局で払い込み頂く費用
　　・リサイクル料金
　　　（粗解体・分別からセメントでの最終処分するまでの費用）
　　・運搬料金
　　　（引取前清掃完了場所から指定引取場所までの運送費）
　　　（必要によって積込みクレーン費や車両からの下架費）

（ロ）申込先（登録販売店）にお支払い頂く費用
　　・見積・事務代行料等
　　・保管場所から引取前清掃する場所までの一時運送費や
　　　一時保管費
　　・引取前清掃費、その他費用

見積を依頼するために用意するものは？
● 氏名・住所・電話番号のご本人確認のため、免許証

住民票などが必要です。
● 艇のメーカー・船種・船舶全長・検査番号の確認の

ため、検査手帳などが必要です。

船をいつ引き取るの？
● 受付後、「ＦＲＰ船リサイクル連絡票」にてご連絡いたします。

運搬を依頼した場合は、引き取り時に立ち会いをお願い致します。

ＦＲＰ船リサイクルにかかる費用は？
● 下記の事項の費用が必要になります。

詳しくは、申込先（登録販売店）にご確認ください。

・ 船の材質は、ＦＲＰ船、軽合金とＦＲＰの複合船、
ＦＲＰコーティングの木造船を対象としています。

・ 切断した船体やカーボン繊維使用艇、ケブラー繊維使用艇、
ＡＢＳ材使用艇は対象外です。

・引取前清掃の基準を満たしていなければなりません。
■ 工具を使用する引取前清掃作業は、以下の事項

①船底のカキ・フジツボ落とし
②燃料・機関オイル・クーラント抜き
③バッテリーの撤去
　注）エンジンや金物は、取り付けられた状態で受け取りします。

■ その他は、手で降ろせる全てのものの撤去（備品、フェンダー、ロープ等）
■ 一般ごみがある場合は、引き取りできません。

ＦＲＰ船リサイクルに排出する基準は？
● 以下の事項が満たさなければなりません。

ＦＲＰ船リサイクルの流れは？
● 下記を参照してください。

ＦＲＰ船リサイクルセンター （一般社団法人 日本マリン事業協会 内）
〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目10番12号
電話：03-5542-1202（専用） ファックス：03-5542-1206 ホームページ http://www.marine-jbia.or.jp/

◎ 受付・運搬　日程

◎ ＦＲＰ船リサイクル料金・運搬料金参考例・その他料金

地  区

全国

令和 4 年 4月1日 ～ 令和 5年 3月31日
申込先（登録販売店）が見積・受付します。申込先等の休日は対応できません。
予めご了承願います。

運搬車両等の都合で、ご希望に添えない場合があります。予めご了承願います。

日　　　程 備　　　考

2022 年 4月1日 2023 年 3月31日

ご希望日を調整し、適時対応
（指定引取り事業者の休日は不可）

◆リサイクル料金・運搬料は、当会に郵便振込頂き、その他料金は登録販売店に支払い頂きます。
◆地域により、運搬料は手配車両が異なり積載寸法の差異があるので登録販売店・リサイクルセンターにお問い合わせください。
◆全幅が 2.5m以上、全高 2.6m以上の運搬料については登録販売店・リサイクルセンターにお問い合わせください。
◆排出者が自ら運送した場合は、指定引取場所で指定の場所に下架するため、下架料金が加算されることがあります。
◆北海道内の運搬費について：指定引取場所までの距離が、100kmを超え 200km未満の場合は下記の運搬費に20,000 円が加算され、
　距離が 200kmを超えた場合は下記の運搬費に 30,000 円が加算されます。（距離測定は主要幹線道路で算出します）
◆離島は、フェリー代・回送代等が加算されます。
◆沖縄県の②運搬料金は、別途料金とします。

注）消費税額（地方消費税額を含みます。）を含みます。（表内の単位：円 / 税込）　　注）艇幅が2.5m以上の場合は、別途見積します。

③その他料金
②運搬料金参考
例）ユニック車
艇幅 2.5m 未満

船舶全長（登録長は不可）船　種 船舶全長（登録長は不可）船　種

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

6m 以上
7m 以上
8m 以上
9m 以上
10m 以上
11m 以上

6m 以上
7m 以上
8m 以上
9m 以上
10m 以上
11m 以上

4m 以上
5m 以上
6m 以上
7m 以上
8m 以上
9m 以上
10m 以上
11m 以上

6m 未満
7m 未満
8m 未満
9m 未満
10m 未満
11m 未満
12m 未満
6m 未満
7m 未満
8m 未満
9m 未満
10m 未満
11m 未満
12m 未満
4m 未満
5m 未満
6m 未満
7m 未満
8m 未満
9m 未満
10m 未満
11m 未満
12m 未満

セール
クルーザー

アルミ複合

漁　船

21,450

21,450

21,450

27,610

29,700

40,810

55,000

別途協議

26,620

26,620

26,620

31,680

35,750

45,870

55,000

別途協議

27,610

37,840

39,820

52,030

59,070

別途協議

17,050

14,850

23,650

①リサイクル
料金 ③その他料金

②運搬料金参考
例）ユニック車
艇幅 2.5m 未満

①リサイクル
料金

43,010

55,770

71,170

89,320

114,730

148,500

190,080

267,520

297,330

43,010

55,770

71,170

89,320

114,730

148,500

190,080

267,520

297,330

72,600

105,820

137,610

175,340

225,280

282,260

354,530

41,140

31,020

34,870

登録販売店の
諸費用

1. 見積・諸費用
（管理票作成費等）

2. 曳航費
　・一次運送費

3. 上架費

4.引取前清掃費

5. 一時保管費

6. 立会費

7. 他費用

34,760

42,130

50,270

69,300

別途協議

27,610

37,840

39,820

52,030

55,220

別途協議

27,610

27,610

27,610

37,840

39,820

52,030

59,070

別途協議

59,180

79,090

97,240

118,360

145,640

176,550

224,730

59,180

76,890

92,290

113,080

136,400

163,680

198,440

42,350

56,430

71,280

90,090

115,500

148,830

204,600

269,940

316,800

登録販売店の
諸費用

1. 見積・諸費用
（管理票作成費等）

2. 曳航費
　・一次運送費

3. 上架費

4.引取前清掃費

5. 一時保管費

6. 立会費

7. 他費用

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

長さに関係なく一律

長さに関係なく一律

長さに関係なく一律

4m 以上

5m 以上

6m 以上

7m 以上

8m 以上

9m 以上

10m 以上

11m 以上

4m 以上

5m 以上

6m 以上

7m 以上

8m 以上

9m 以上

10m 以上

11m 以上

6m 以上

7m 以上

8m 以上

9m 以上

10m 以上

11m 以上

4m 未満

5m 未満

6m 未満

7m 未満

8m 未満

9m 未満

10m 未満

11m 未満

12m 未満

4m 未満

5m 未満

6m 未満

7m 未満

8m 未満

9m 未満

10m 未満

11m 未満

12m 未満

6m 未満

7m 未満

8m 未満

9m 未満

10m 未満

11m 未満

12m 未満

和　船

オープン

ボート

キャビン

ボート

ディンギー

ＰＷＣ 注1

カヌー


