得意先名

郵便番号 都道府県

住所

TEL

大富運輸株式会社 ヌマヅマリーナ

410-0000

静岡県

静岡県沼津市江浦１５の１８

055-939-0421

㈱沼津パワートレンサービス

410-0101

静岡県

静岡県沼津市多比６９１－１

055-939-0732

富士ボーティング

410-0105

静岡県

静岡県沼津市馬込１９－４

0559-33-3600

スルガマリーナ

410-0841

静岡県

静岡県沼津市下河原１３０

0559-51-7474

セルフィッシュガレージ

411-0945

静岡県

静岡県駿東郡長泉町本宿３１６-１２

055-989-8803

サトウマリン

413-0101

静岡県

静岡県熱海市上多賀５－１

0557-68-1326

熱海マリーナ株式会社

413-0102

静岡県

静岡県熱海市下多賀５４１－１８

0557-68-2316

有限会社 海遊社

413-0102

静岡県

静岡県熱海市下多賀1401-11

0557-68-3456

(有)コバルト

414-0001

静岡県

静岡県伊東市宇佐美１１３１－１

0557-47-0411

下田ボートサービス㈱

415-0013

静岡県

静岡県下田市柿崎３６－５４

0558-22-5511

大塚商事 ㈱

421-0302

静岡県

静岡県榛原郡吉田町川尻３１３８－６９

0548-32-8565

有限会社 ウインズ

422-8005

静岡県

静岡県静岡市駿河区池田５７７－２

054-265-5323

(有) 清水エンジニアサービス

424-0065

静岡県

静岡県静岡市清水区長崎471-2

0543-48-3373

白澤マリンサービス

424-0066

静岡県

静岡県静岡市清水区七ッ新屋２-４-７-３０１

054-335-0005

有限会社 もちづき釣具

424-0204

静岡県

静岡県静岡市清水区興津中町１７８－６

0543-69-1239

㈱ 三保マリーナ

424-0901

静岡県

静岡県静岡市清水区三保２９３９

0543-34-0456

富士商会

424-0923

静岡県

静岡県静岡市清水区幸町１－３

0543-34-3962

㈱清水マリーナ

424-0944

静岡県

静岡県静岡市清水区築地町５－６

0543-52-8132

スギウラマリンサービス

431-0301

静岡県

静岡県湖西市新居町中之郷３６２２

053-594-4019

㈲浜名湖オーシャンマリン

431-0411

静岡県

静岡県湖西市入出１７６８－４

053-578-2448

ユタカマリーナ

431-0411

静岡県

静岡県湖西市入出字瀬田脇１７９０－２

053-578-3080

スズキマリーナ浜名湖

431-0421

静岡県

静岡県湖西市新所４４９４－９０

053-578-2491

ワシズマリーナ㈱

431-0431

静岡県

静岡県湖西市鷲津２５２８

053-576-1807

富士マリーナ

431-1202

静岡県

静岡県浜松市呉松町１２２９

053-487-0884

有限会社 持田マリン商会

431-1204

静岡県

静岡県浜松市白洲町１３２３－１

053-487-1623

マツバラ マリン

433-8117

静岡県

静岡県浜松市中区高丘東３丁目４５－１９

053-528-7528

㈱スズキマリン 三河御津

441-0314

愛知県

愛知県豊川市御津町御幸浜１－１－２５

0533-76-3521

有限会社 ゼロ

441-1332

愛知県

愛知県新城市黒田字大岡８０－３

0536-26-0213

Ｔ’ｓ ＦＯＲＴ

441-1634

愛知県

愛知県新城市長篠段子28-1 ディアス長篠201

090-83659584

(有)マリンシステム藤井造船

441-3502

愛知県

愛知県田原市赤羽根町池尻田6番地

0531-45-3401

株式会社 ファストネット

443-0014

愛知県

愛知県蒲郡市海陽町2-1ラグナマリーナ内

0533-59-8299

有限会社 豊田造船所

443-0021

愛知県

愛知県蒲郡市三谷町松前２

0533-68-7922

中部伊勢志摩開発株式会社

443-0105

愛知県

愛知県蒲郡市西浦町字大山２６

0533-57-5101

株式会社ジェイエスピー

444-0124

愛知県

愛知県額田郡幸田町深溝大角豆田１－６

0564-56-0012

アイサン工業株式会社

444-0324

愛知県

愛知県西尾市寺津町２－２６

0563-59-7181

株式会社 尾崎電機

444-0701

愛知県

愛知県幡豆郡幡豆町東幡豆浜ノ山４番地７

0563-62-3665

碧海マリンサービス

444-0951

愛知県

愛知県岡崎市北野町字西山畔7-1

0564-32-8893

名古屋ﾄﾖﾍﾟｯﾄ㈱NTP マリーナ高浜

444-1325

愛知県

愛知県高浜市青木町１－１

0566-54-5300

ワールドマリンサービス

447-0864

愛知県

愛知県碧南市道場山町3-21（衣浦マリーナ内）

0566-48-2284

衣浦マリーナ

447-0864

愛知県

愛知県碧南市道場山町3丁目21番地

0566-41-2558

ﾙｱｰｼｮｯﾌﾟ クリンチノット

448-0001

愛知県

愛知県刈谷市井ヶ谷町戌沼 ２‐６

0566-35-2707

(有)三河ヨット研究所

448-0835

愛知県

愛知県刈谷市港町3-12

0566-23-9337

株式会社 マルハン本社

457-0823

愛知県

愛知県名古屋市南区元塩町２－１３－３

052-612-1631

株式会社クレイン

458-0847

愛知県

愛知県名古屋市緑区浦里三丁目154番地

052-880-9111

ＳＥＡ－ＴＲＥＫ

464-0056

愛知県

愛知県名古屋市千種区月見坂町1-25-202

052-757-4677

株式会社フライヤーズ

465-0064

愛知県

愛知県 名古屋市名東区大針2-106

052-508-4131

株式会社KIOB

470-0037

愛知県

愛知県常滑市中大流19-1

0569-34-8400

有限会社シーフレンド

470-0224

愛知県

愛知県みよし市三好町西荒田９２－１

0561-33-1158

有限会社ケインツ

470-1101

愛知県

愛知県豊明市沓掛町寺内７４－３

0562-95-0757

(有)ラダー（マリンメイト）

470-1132

愛知県

愛知県豊明市間米町敷田１２２５－１３９

0562-93-3696

㈱ 知多マリーナ

470-2412

愛知県

愛知県知多郡美浜町浦戸字森下４６－２

0569-82-0359

大野マリンサービス

470-2414

愛知県

愛知県知多郡美浜町豊丘五宝４４－６

0569-82-6905

Ｔ．ＲＥＸ

ティーレックス

470-3502

愛知県

愛知県知多郡南知多町片名新師崎２１－５

0566-52-9119

株式会社 アクティブ

471-0864

愛知県

愛知県豊田市広路町1-29

0565-33-4466

マリンサービス オザキ

473-0916

愛知県

愛知県豊田市吉原町高見５３番地

0565-53-0991

（有）東海マリンサービス

479-0848

愛知県

愛知県常滑市港町4-16

0569-43-3007

名古屋ﾄﾖﾍﾟｯﾄ㈱NTP マリーナりんくう

479-0882

愛知県

愛知県常滑市りんくう町3丁目6番地の1

0569-35-7900

有限会社 セントラル

483-8239

愛知県

愛知県江南市木賀本郷町西11-1

0587-56-5358

マリンショップ太陽

489-0918

愛知県

愛知県瀬戸市北脇町２１１-３

0561-83-3434

空心マリーン

490-1105

愛知県

愛知県海部郡甚目寺町新居屋字善左屋敷７９

052-444-0523

株式会社 マリン東海

490-1428

愛知県

愛知県弥富市竹田３－２５－２

0567-56-4173

（有）木曽川マリーナ

498-0055

愛知県

愛知県弥富市境町３８

05676-8-1350

伊勢湾陸運㈱トビシママリン

498-0068

愛知県

愛知県弥富市鍋田町八穂152-1

05675-5-2888

オートガレージ大宮

501-3217

岐阜県

岐阜県関市下有知１０８３番地

0575-24-9926

株式会社 ダイナミックス

502-0914

岐阜県

岐阜県岐阜市菅生７－１－１３

058-296-3724

株式会社 ダイイチ 本店（河芸）

510-0303

三重県

三重県津市河芸町東千里８６２

0592-71-0700

伊勢湾マリーナ

510-8001

三重県

三重県四日市市天ヵ須賀１丁目８番地２６

0593-64-0100

有限会社 おおぜき

511-0842

三重県

三重県桑名市立田町82-1

0594-22-4867

伊勢湾商事株式会社

514-0803

三重県

三重県津市津興港中道北官370 津ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞｰ内

059-225-4337

坂井釣具店

514-0831

三重県

三重県津市本町１６－１８

059-228-4432

ニュージャパンマリン㈱

515-0501

三重県

三重県伊勢市有滝町２２５９

0596-37-6000

中村マリンサービス

515-0504

三重県

三重県伊勢市磯町１８２５ カンファトリーA２０１

090-4214-2403

株式会社 エルモ

515-0507

三重県

三重県伊勢市村松町明野１３８９－２８

05984-2-7170

アサヒレジャー㈱ 本部

515-0812

三重県

三重県松阪市船江町７８４－１

0598-53-0091

カイホマリンサービス

515-2132

三重県

三重県松阪市松崎浦町２５５－２

0598-51-1122

有限会社 小堀鉄工所

517-0500

三重県

三重県志摩市浜島町１７８２-３１

05995-3-0784

とよマリン

517-0505

三重県

三重県志摩市阿児町甲賀浅野４０５３－４

059-969-2120

長久マリン

517-0604

三重県

三重県志摩市大王町船越３２９１－２

05997-2-2493

㈱ジェイワン 三重本店

518-0116

三重県

三重県伊賀市上神戸４５０７－１０

0595-38-1538

ミラクロップ㈱ BOAT&TACKLE ｸﾙｰｽﾞ

518-0823

三重県

三重県伊賀市四十九町2677番地

0595-48-6555

寺田エンジニアリング

519-0414

三重県

三重県度会郡玉城町佐田１０２－３

0596-58-3572

㈱ ダイイチ 伊勢支店

519-0504

三重県

三重県伊勢市小俣町宮前７２６

0596-22-3165

株式会社ＩＤＫマリーン

519-0606

三重県

三重県伊勢市二見町荘１２２１

05964-2-1935

石倉渡船

519-3204

三重県

三重県北牟婁郡紀井長島町東長島2682-10

0597-47-0712

