2016年2月現在

水 路 図 誌 販 売 所 等 一 覧
※ 必要な販売所・地域をクリックするとジャンプします
・日本版水路図誌
販売所
取次店

(海図の最新維持と販売を行っています)
(海図購入の取次を行っています)
北海道 青森 秋田 岩手 山形 宮城
宮城 福島 茨城 埼玉 千葉 東京 神奈川
神奈川 新潟 富山 石川 福井
静岡 愛知 三重 滋賀 大阪
大阪 兵庫
兵庫 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島
広島 山口 山口 徳島
香川 愛媛 高知 福岡
福岡 佐賀 長崎 熊本
大分 宮崎 鹿児島 沖縄

・英国版水路図誌 販売所
・米国版水路図誌 販売所
・中国版水路図誌 販売所
所

在

地
名
称
等
販売所 (海図の最新維持と販売を行っています。)

電話/(F)ファックス

東京都中央区新川1の17の25(東茅場町有楽ビル)

三洋商事(株)
<tokyo@sanyotrading.jp>

(03)3551-8311

川崎市川崎区塩浜2の18の16

三洋商事(株) 東京支店横浜事務所
<yoko-chart@sanyotrading.jp>

(044)280-0740

大阪市西区北堀江4の5の7

三洋商事(株) 大阪支店
<osaka@sanyotrading.jp>

(06)6538-3201

神戸市兵庫区西柳原町3の16

三洋商事(株) 神戸支店
<kobe@sanyotrading.jp>

(078)651-4721

福岡市東区郷口町8の27

三洋商事(株) 福岡支店
<fukuoka@sanyotrading.jp>

(092)626-0700

北九州市門司区港町5の5

三洋商事(株) 門司支店
<moji@sanyotrading.jp>

(093)321-0584

東京都港区三田3の11の36(三田日東ダイビル5F)

日本水路図誌(株) 東京本社
<jhc-tokyo@jhchart.co.jp>

(03)5439-1621
(F)(03)5439-1788

神戸市中央区江戸町85-1(ベイ・ウイング神戸ビル8F)

日本水路図誌(株) 神戸営業所
<jhc-kobe@jhchart.co.jp>

(078)331-4888
(F)(078)392-4684

横浜市中区山下町273(JPT元町ビル8F)

神戸市中央区明石町32番地(明海ビル5F)

東京都大田区羽田空港1の6の6(第一綜合ビル6F)

ｺｰﾝｽﾞ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ
海図グループ 横浜海図チーム
<sales6121@cornes.jp>
ｺｰﾝｽﾞ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ
海図グループ 神戸海図チーム
<sales6151@cornes.jp>
(一財)日本水路協会 海図サービスセンター
<sale@jha.jp>
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(045)650-1380
(F)(045)664-6516
(078)332-3422
(F)(078)332-3426
(03)5708-7070
(F)(03)5708-7072

2016年2月現在

所

在

地
名
称
等
取次店 (海図購入の取次を行っています)

電話/(F)ファックス

北海道 (16)
札幌市東区北22条東16の4の21

島田燈器工業(株) 札幌営業所

(011)789-8711

網走市南3条東3

(株)杉本船具店

(0152)43-2630

小樽市色内1の4の21

小樽船用品(株)

(0134)25-3181

小樽市築港5の2

(有)カラットマリンシステム

(0134)25-3227

釧路市浜町1の4

三洋電気船具(株)

(0154)23-2241

苫小牧市元中野町4の7の1

北洋海運(株)

(0144)34-6105

苫小牧市汐見町1の2の2

北海道船用品(株) 苫小牧営業所

(0144)35-2601

根室市本町3の27

(株)ヤマレン

(0153)23-2221

函館市弁天町25の2

北海道船用品(株) 函館支店

(0138)23-0721

函館市末広町21の20

函館船具(資)

(0138)22-4195

北斗市久根別1の23の22

(有)港屋材具

(0138)73-0989

室蘭市海岸町3の3の5

北海道船用品(株)

(0143)22-1321

室蘭市絵鞆町4の2の14

エンルムマリンサービス

(0143)27-4455

紋別市港町4の2の24

北見船具販売(有)

(0158)23-3552

稚内市港町1の612

水野船具店

(0162)23-3904

稚内市中央4の15の32

小樽船用品(株)稚内営業所

(0162)23-3987

札幌市中央区大通西18丁目1-40

マップショップ(株) http://www.mapshop.co.jp

ネット販売のみ

青森県 (7)
青森市大字野木字野尻37の731(青森総合流通団地)

(株)東北船用品

(017)773-8481

青森市本町5の8の8

青森舶用(株)

(017)734-0336

八戸市八太郎1の5の8

(株)三亥 八戸工販

(0178)28-6311

八戸市新湊3の9の8

(株)三亥 八戸支店

(0178)33-1191

八戸市新湊1の11の14

(有)昭和商会

(0178)33-6111

むつ市新町1の21

(株)東北船用品 むつ店

(0175)22-1443

上北郡六ヶ所村大字平沼字久保10の1

(株)三亥 むつ小川原営業所

(0175)75-3434

(株)イリサワ 秋田支店

(018)845-0230

釜石市大字平田第1地割1の5

(株)三亥 釜石支店

(0193)36-1333

釜石市大字平田第1地割1の5

(株)三亥 釜石工販

(0193)36-1818

久慈市長内町37地割20の8

(株)三亥 久慈出張所

(0194)52-4614

宮古市宮町3の3の8

(株)三亥 宮古営業所

(0193)62-4447

(株)イリサワ 酒田支店

(0234)24-2533

仙台市若林区卸町東2の8の8

(株)三亥 仙台支店

(022)239-8511

仙台市青葉区二日町13の30

(株)武揚堂 仙台営業所

(022)222-6656

仙台市宮城野区原町2の1の57(ENDOビル1F)

(株)マップテクノ仙台

(022)257-4228

気仙沼市港町503の5

スガノ興産(株)

(0226)22-1900

気仙沼市松川前13の1

アサヤ(株)

(0226)22-1800

秋田県 (1)
秋田市土崎港西2の2の12

岩手県 (4)

山形県 (1)
酒田市東両羽町6の14

宮城県 (9)
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事務所

2016年2月現在

所

在

地

名

称

等

電話/(F)ファックス

気仙沼市本郷22の6

(資)斉民商店 事務所

(0226)22-3005

塩釜市尾島町1の10

(有)嶋屋書店

(022)362-3226

塩釜市新浜町1の21の57

三恵商事(株)

(022)364-2171

塩釜市新浜町1の21の47

(株)三亥 塩釜支店

(022)366-3521

いわき市小名浜字古湊117

(有)海拓総業

(0246)54-2606

いわき市小名浜字芳浜11の60

シオヤ産業(株)

(0246)53-3700

いわき市小名浜字高山312の2

(有)パシフィックトレーディング

(0246)54-5895

水戸市川又町1447

飛鳥マリンクラブ

(029)269-3077

水戸市三の丸1の1の33(すいさん会館)

茨城沿海地区漁業協同組合連合会

(029)224-5151

神栖市東深芝8

鹿島埠頭(株)

(0299)92-5551

八潮市古新田9の1

東京ボート(株)

(048)998-1300

八潮市古新田156

(株)東京エンタープライズマリーナ

(048)997-3451

千葉市中央区寒川町1の81の7

マリーナ千葉(株) 雄和

(043)224-2005

千葉市中央区蘇我町2の935

千葉マリンサービス（株）

(043)312-7031

市川市大和田2の19の6

エム・ジーマリン(株)

(047)370-1501

木更津市富士見3の1の22

セントラル(株)

(0438)23-2091

足立区皿沼2の8の10

SEA企画(株)

(03)3857-5971

江戸川区東葛西3の17の16

ニューポート江戸川

(03)3675-4701

大田区東糀谷1の12の16

キムラ海陸通商(株)

(03)3744-6511

江東区佐賀2の6の7

(株)サンコー

(03)3630-3511

江東区塩浜2の14の2

泰東産業(株)

(03)3647-8661

江東区千田10の12

マコト船具(株) 東京支店

(03)3699-0211

江東区東陽町1の25の14

綱田工業(株) 東京支店

(03)3647-2341

新宿区西落合2の12の4

国土地図(株)

(03)3953-5879

墨田区業平2の12の5(第1ビル)

第一商事(株)

(03)3625-0541

墨田区江東橋5の11の3

東洋コーポレーション(株) 東京営業所

(03)3846-1041

中央区日本橋3の8の16(ぶよおビル)

(株)武揚堂

(03)3271-2451

中央区日本橋本町1の1の8(KDX新日本橋ビル7F)

コスモップサービス(株) 東京支店

(03)3242-0510

中央区八丁堀4の14の8

(株)三共商店

(03)3552-7881

千代田区神田小川町3の22

内外地図(株)

(03)3291-0338

港区三田3の1の7(三田東宝ビル2F)

富士貿易(株) 東京事務所

(03)5419-6735

横浜市磯子区新杉田町2

平野ボート･ヨコハママリーナ

(045)771-2223

横浜市神奈川区子安通1の2の3

(株)エノモト

(045)453-6660

横浜市神奈川区栄町21の2

(株)垂見

(045)441-1855

福島県 (3)

茨城県 (3)

埼玉県 (2)

千葉県 (4)

東京都 (15)

神奈川県 (29)
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2016年2月現在

所

在

地

名

称

等

電話/(F)ファックス

横浜市神奈川区東神奈川1の8の1

横浜マリン海技学院

(045)461-1013

横浜市神奈川区新子安1の20の3

東宝商事(株) 横浜営業所

(045)402-0951

横浜市金沢区白帆4の3(シーサイドピア4F)

(株)海王

(045)773-0685

横浜市中区かもめ町4(横浜船用品センター)

(有)共和

(045)625-2234

横浜市中区かもめ町4(横浜船用品センター)

(株)谷田商会

(045)621-5651

横浜市中区根岸町3の176の1

(株)橋本船具店

(045)624-1621

横浜市中区本牧間門43の18

(株)マシン商会 横浜支店

(045)623-6603

横浜市中区北仲通4の40(商工中金横浜ビル3F)

(株)ヒカワマリン

(045)226-0022

横浜市中区新山下3の9の3

富士貿易㈱ 横浜本社

(045)622-2686

横浜市中区松影町2の7の11

横浜船用品(株)

(045)232-4885

横浜市西区伊勢町1の4

金港船具(株)

(045)251-5364

横浜市西区高島2の10の28

(株)双洋商会

(045)441-0828

横浜市西区戸部町4の158の12

(株)トステック

(045)241-3685

横浜市南区井土ケ谷中町38

(有)上平商会

(045)713-7873

横浜市南区共進町3の74

舵シープラザ

(045)731-8751

横浜市南区白金町2の28

(株)ダイセン

(045)242-6121

横浜市南区永田東3の6の15

中村船具工業(株)

(045)713-5481

逗子市小坪5の23の9

(株)リビエラリゾート 逗子マリーナハーバー (0467)24-1000

藤沢市片瀬海岸1の12の17

(株)湘南ライセンス

(0466)27-5005

三浦市三崎町3の7の11

(株)山星船具店

(046)881-5177

三浦市三崎町小網代1286

(株)リビエラリゾート シーボニアマリーナ

(046)882-1214

横須賀市西浦賀4の11の5

(株)ユニマット ヴェラシス

(046)844-2111

横須賀市西浦賀町1の5

東宝物産(株)

(046)841 7900
(046)841-7900

横須賀市東浦賀2の22の2

サニーサイドマリーナ ウラガ

(046)843-4123

足柄下郡真鶴町真鶴1947の4

ユニマットマリン マリーナ真鶴

(0465)68-0231

三浦郡葉山町堀内50の2

(株)葉山マリーナー マリンショップ

(046)875-2670

新潟市中央区入船町1の3663

(株)イリサワ

(025)228-4488

柏崎市東の輪町8の18

(株)柏崎マリン開発

(0257)21-1255

上越市春日新田1の19の3

(株)イリサワ 上越支店

(025)543-3387

高岡市伏木2の1の6

(株)富山船具店

(0766)44-0129

高岡市伏木錦町15の9

双葉商会

(0766)44-0128

金沢市広坂1の1の30

(株)うつのみや

(076)234-8111

七尾市寿町111の9

石川船用品(株)

(0767)53-0447

福井市中央3の13の3

(株)嶋田商会

(0776)23-1411

敦賀市桜町2の10

敦賀海陸運輸(株)

(0770)22-3111

坂井市三国町新保42

(株)嶋田商会･三国マリーナ

(0776)82-5511

新潟県 (3)

富山県 (2)

石川県 (2)

福井県 (3)
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2016年2月現在

所

在

地

名

称

等

電話/(F)ファックス

静岡県 (7)
静岡市清水区袖師町1877の66

伊藤商事(株) 清水営業所

(054)365-6565

静岡市清水区日の出町10の80(清水ﾏﾘﾝﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ)

清水ポートサービス(株)

(054)351-0713

静岡市清水区富士見町4の5

静船(株)

(054)352-7147

静岡市清水区港町1の6の4

(株)フタバコーケン

(054)352-1116

焼津市中港町3の7の14

(株)森健商店

(054)629-1135

焼津市中港5の12の21

(株)ヤスオカ 焼津支店

(054)629-4551

焼津市利右衛門2683の2

伊藤商事(株)大井川営業所

(054)622-3388

名古屋市港区入船2の4の6(名港ビル7F)

旭運輸(株)

(052)661-1815

名古屋市港区潮見町37の20

鹿児島船舶(株) 船用品課

(052)614-5633

名古屋市千種区千種2の1の22

(株)ハリケーン

(052)741-7711

蒲郡市海陽町2の1 ラグナマリーナ内

(株)ファストネット

(0533)59-8299

刈谷市港町3の12

(有)三河ヨット研究所

(0566)23-9337

豊橋市明海町5の1

総合ポートサービス(株)

(0532)23-0281

半田市11号地1の4

半田港運(株)

(0569)23-2307

半田市船入町10の1

寺田産業(株)

(0569)23-0725

西尾市東幡豆町緑ケ崎1

(株)マリーナ東海

(0563)62-4511

津市河芸町東千里862

(株)ダイイチ

(059)245-5501

伊勢市小木町57の1

石川商工(株)

(0596)36-1000

尾鷲市港町4の1

尾鷲石川商工(株)

(0597)22-1821

四日市市尾上町3の8

住中船具(株)

(059)352-5265

四日市市尾上町16の3

(株)大久保商会

(059)353-0141

四日市市霞2の1の1

伊勢湾マリーナ

(059)364-0100

四日市市千歳町37(埠頭ビル3F)

愛三商船(株) 四日市支店

(059)353-4556

四日市市千歳町5の6

旭運輸(株) 四日市事務所

(059)353-5371

志摩市阿児町鵜方1376の3

石川商工(株) 志摩営業所

(0599)43-3311

度会郡南伊勢町船越3113

(株)志摩ヨットハーバー

(0599)66-0933

ヤマハマリーナ 琵琶湖

(077)578-2182

大阪市生野区巽北4の2の5

山喜商店

(06)6752-0261

大阪市住之江区新北島7の4の48

(株)マシン商会 大阪営業所

(06)6683-5701

大阪市大正区三軒家東2の1の21

木村省吾商店

(06)6551-1808

大阪市大正区三軒家西1の25の6

(株)大正

(06)6552-0891

大阪市浪速区芦原2の3の2

宮崎産業

(06)6568-0613

大阪市浪速区木津川1の1の21

(株)丹生商店

(06)6561-3333

大阪市浪速区立葉1の1の6

(株)前田船具店

(06)6562-3871

大阪市西区安治川1の1の19

西島産業(株)

(06)6581-4343

大阪市西区北堀江4の15の21

(株)和弘工業所

(06)6538-3191

大阪市西区九条1の6の26

(株)平野商店

(06)6584-0561

愛知県 (9)

三重県 (10)

滋賀県 (1)
大津市下阪本5の2の2

大阪府 (36)
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大阪市西区境川2の3の30

海洋船具(株)

(06)6581-4666

大阪市西区境川2の5の29

(株)中村船灯製造所

(06)6583-0138

大阪市西区千代崎2の19の3

富士船用品(株)

(06)6581-4151

大阪市西区南堀江4の12の15

(株)マツオ

(06)6533-5635

大阪市港区市岡3の4の2

島田燈器工業(株)

(06)6574-0525

大阪市港区市岡3の13の13

関西舶用(株)

(06)6572-1021

大阪市港区市岡3の19の6

佐々木船具(株)

(06)6574-2255

大阪市港区市岡元町2の1の3

(株)山本商店

(06)6582-0501

大阪市港区海岸通2の5の23

ニッポントレーディング(株)

(06)6573-0084

大阪市港区海岸通3の3の3

(有)日興 淡路屋事業所

(06)6571-0345

大阪市港区築港2の1の2(第1大阪港ビル)

(株)港文庫

(06)6573-0271

大阪市港区築港2の1の28

ポートエンタープライズ(株)

(06)6573-5391

大阪市港区築港3の6の30

尾崎船具店

(06)6574-0279

大阪市港区築港4の7の4

キムラ海陸通商(株)

(06)6576-2222

大阪市港区波除4の10の13

(株)大阪製作所

(06)6581-1985

大阪市港区福崎1の3の1

(株)合田建機舶用

(06)6575-1221

大阪市港区福崎1の3の10

(株)第二木村商店工作部

(06)6574-5951

大阪市港区弁天2の14の2

東宝商事(株)

(06)6573-8001

大阪市港区弁天5の16の12

(株)光洋商会

(06)6576-1100

大阪市港区弁天6の4の20

(株)シーベル

(06)6576-2900

大阪市港区弁天6の5の6

綱田工業(株) 大阪支店

(06)6574-3391

泉大津市汐見町116

オーシャンマリン(株) 泉大津店

(0725)22-5964

泉佐野市りんくう往来北6(いずみさの関空マリーナ内)

ヤマハ発動機(株) 西日本営業所サービスセンター関空

(072)463-3461

岸和田市地蔵浜町11の1

岸和田マリーナ(有)

(072)438-8111

堺市堺区出島西町1

日本オーピーヨット(株)

(072)244-1139

寝屋川市点野2の20の1

マリン大阪(株)

(072)827-1150

神戸市中央区新港町13の1

(株)山本船具店

(078)391-3636

神戸市中央区東川崎町4の1の2

神戸船用品(株)

(078)681-2791

神戸市中央区港島中町2の2の1(船用品センター)

コスモシップサービス(株)

(078)302-2420

神戸市中央区元町高架通3の296

兵庫商事(株)

(078)371-0225

神戸市中央区脇浜町2の1の10

アサヒボートアンドヨットセールス

(078)232-3635

神戸市長田区野田町5の2の12(山本ビル)

(株)ヒカワマリン 神戸営業所

(078)737-5180

神戸市灘区摩耶埠頭(摩耶業務センタービル)

ユニマリン・サービス(有)

(078)861-7931

神戸市東灘区深江浜町6

富士貿易(株)

(078)413-2612

神戸市兵庫区芦原通2の1の16

キムラ海陸通商㈱ 神戸営業所

(078)651-7881

神戸市兵庫区永沢町3の4の6

(有)タケモト

(078)578-1491

神戸市兵庫区小河通4の2の18

(株)嶋村

(078)681-3452

神戸市兵庫区七宮町1の4の22

(株)スナミ

(078)671-1167

神戸市兵庫区七宮町2の1の8

東洋ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(株) 神戸営業所

(078)681-5775

神戸市兵庫区島上町1の5の2

丸藤商事(株)

(078)682-8555

神戸市兵庫区島上町2の2の26

(株)森分船具店

(078)681-2401

神戸市兵庫区兵庫町1の1の28

西上商事(株)

(078)671-0264

神戸市兵庫区本町1の5の16

マコト船具(株)

(078)671-1861

神戸市兵庫区材木町3の4

(株)マシン商会 神戸営業所

(078)651-4771

兵庫県 (24)
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西宮市西宮浜1の46

コスモマリン(株)

(0798)22-3780

西宮市西宮浜4の16の1(新西宮ヨットハーバー内)

(株)一点鐘

(0798)26-3114

姫路市飾磨区須加202の3

三好商店

(079)234-0344

姫路市家島真浦522の31

(株)ゴウダマテック

(079)325-0109

姫路市八家1296の39

マリンエージェンシー・バルコ

(079)246-2836

たつの市御津町苅屋1131の1

(株)ヤマハ藤田

(079)322-8800

和歌山市築港1の1

戎丸商事(株)

(073)423-6218

和歌山市築港1の6の1

(有)田中船具

(073)422-2774

和歌山市築港1の6の1

築港船具(株)

(073)432-0055

日高郡由良町大字江ノ駒1

ナカヤ マリーナ(株)

(0738)65-1248

鳥取県鳥取市千代水2の113の2

和幸(株) 鳥取支店

(0857)30-6906

境港市相生町10

(株)昭和船具店

(0859)44-5511

境港市相生町30の1

和幸(株) 境港出張所

(0859)44-1311

境港市栄町9

まるか商事(株)

(0859)42-3175

境港市岬町44の18

境港漁具

(0859)44-3771

松江市伊勢宮町564

和幸(株) 松江支店

(0852)24-4468

浜田市原井町3050の32

和幸(株) 浜田支店

(0855)22-2230

岡山市東区九幡557の20

岡山リバーサイドマリーナ

(086)948-3969

岡山市北区富田町2の2の17

河原書店

(086)225-4055

岡山市南区藤田805

マリンスポーツワールド

(086)296-3509

岡山市中区海吉1463の1

マリンサービス加原

(086)276-6383

岡山市中区平井3の1037の5

(株)イーチャート

(086)276-6610

笠岡市神島5300の7

スズキマリーナ神島

(0865)67-1257

倉敷市潮通2の1

日本タンカー(株) 水島営業所

(086)455-3521

倉敷市北畝4の14の16

(株)丹生商店 倉敷営業所

(086)456-4600

倉敷市東塚6の5の1

船田産業(株) 倉敷

(086)450-0131

倉敷市水島海岸通2の1の10(海岸ビル2F)

仁科船舶商会(株)

(086)448-0522

倉敷市水島海岸通2の1の13

砂田船舶(株)

(086)446-4661

倉敷市水島川崎通1の1

日東物流(株) 水島事業部

(086)448-3811

倉敷市水島福崎町8の29

水島船具(株)

(086)446-2798

広島市中区江波栄町10の30

(株)デルタマリン 江波マリーナ

(082)291-8125

広島市中区本通9の20

中国書店

(082)247-0968

広島市南区宇品海岸1の10の7

(株) ナカヤ

(082)255-3733

広島市南区宇品西4の4の40

船田船用品(株)

(082)254-2727

広島市南区元宇品町41の18

(一社)広島海技学院

(082)255-8700

尾道市栗原東2の18の43

(一財)尾道海技学院

(0848)37-8111

和歌山県 (4)

鳥取県 (5)

島根県 (2)

岡山県 (13)

広島県 (19)
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尾道市高須町1369の1

タチバナ船具(株)

(0848)46-1641

尾道市高須町西新涯5700

綱田工業(株) 尾道支店

(0848)46-2711

尾道市高須町西新涯5705

金田商事(株)

(0848)46-1238

尾道市長者原1の220の51

タイコウ工業(株)

(0848)48-3636

尾道市西御所町14の26

末広商事(株)

(0848)23-3973

尾道市東尾道11の2

広島船具興業(株)

(0848)56-1009

尾道市因島中庄町新開4895の1

(株)竹中商会

(0845)24-3188

呉市阿賀南2の4の15

(有)ハマシタ

(0823)72-0072

呉市海岸2の13の3

船田産業(株)

(0823)21-1321

呉市東中央1の7の7

(株)クレ機工

(0823)23-3100

呉市広多賀谷2の2の13

菅波物産(株) 呉営業所

(0823)73-3366

福山市東手城町2の14の5

スガナミ物産(株)

(084)941-1977

福山市引野町沖浦5798

山陽海運(株) 福山支店

(084)941-1511

山口市小郡下郷明治北2254の3

アクティブスポーツ

(083)973-1838

岩国市新港町4の12の19

(有)岩国船用品

(0827)21-0525

宇部市港町1の5の5

宇部ポートサービス(株)

(0836)31-3710

宇部市港町1の5の5

宇部興産海運（株）国際本部

(0836)34-5211

宇部市港町1の9の10

(株)光永商会

(0836)31-1753

下関市宝町1の6 アーバン25-306号

(株)カツトモ

(083)250-7531

下関市幸町22の25

(有)サキ商会

(083)232-2823

下関市細江新町3の56

(株)シモセン

(083)231-2121

下関市細江町2の1の7

大洋船具(株)

(083)231-2231

下関市大和町1の14の7

(株)シモセン 漁港支店

(083)267-2151

周南市築港町2の14

(有)モトオリ

(0834)21-1029

周南市千代田町4の2

徳山船用品(株)

(0834)21-0335

周南市千代田町6の3(築港ビル)

愛徳興産(株)

(0834)31-1061

周南市千代田町6の13

稗田商事(株)

(0834)21-2221

周南市大字大島132

(株)徳山マリン

(0834)25-0865

萩市新川南区3072の3

堀江船具店

(0838)25-2620

光市室積6の6の21

赤羽商事(株)

(0833)78-0770

防府市大字田島2882(中関西泊)

(株)デルタマリン 防府マリーナ

(0835)29-0650

山陽小野田市西沖5番地(西部石油内)

西部マリンサービス(株)

(0836)88-1171

徳島市城南町3の2の7

(株)セイコー社

(088)623-5800

徳島市津田本町4の2の32の1

(株)ユーシン 四国営業所

(088)663-1878

徳島市中洲町3の39

(有)阿波船具

(088)622-8422

徳島市万代町5の1の2

湯浅工業(株)

(088)623-1222

阿南市見能林町志んじゃく1の8

(株)南海プランナー

(0884)22-0179

小松島市南小松島町3の19

桑村産業(有)

(0885)32-2181

鳴門市南浜字東浜32の3

三原舶用工業(株)

(088)686-6001

山口県 (18)

徳島県 (7)
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香川県 (3)
高松市井口町2の6

(株)大高商会

(087)851-3888

高松市番町5の1の22

(株)セイコー社 高松営業所

(087)833-3431

高松市西の丸町10の15

(株)中幸船具店

(087)851-4307

松山市住吉町2の9の24

渡辺商事(株)

(089)951-0044

松山市本町2の1の20

(株)セイコー社

(089)933-5555

松山市三津1の2の24

三庄商店

(089)951-0867

松山市三津2の13の25

(株)山本船具店

(089)952-0330

松山市三津2の16の4

(有)三津浜船用品

(089)951-0488

今治市枝堀町2の2の1

(有)明徳

(0898)33-7071

今治市大西町脇興1825の29

越智商事(株)

(0898)53-4145

今治市風早町2の2の13

(株)広島屋商店

(0898)33-2020

今治市栄町3の2の16

(有)志賀商会

(0898)32-1525

今治市波方町波方郷甲1232の1

三愛富士(株)

(0898)41-8598

今治市波方町樋口甲1331の1

(株)浅海船具店

(0898)41-9161

今治市伯方町木浦甲1463の16

村上機械工具

(0897)72-0167

今治市伯方町木浦甲4632の22

(株)三享商事

(0897)72-0050

今治市伯方町有津甲828の3

有津船用品(株)

(0897)72-0137

今治市伯方町木浦甲1545

興徳海運(株)

(0897)72-0141

今治市波止浜3の1の22

矢野商事(株)

(0898)41-9191

宇和島市弁天町3の2の3

港船用品(有)

(0895)22 0194
(0895)22-0194

宇和島市住吉町1の8の15

宇和島船具(有)

(0895)22-0351

新居浜市江口町1の28

尾崎商事(株)

(0897)33-2582

新居浜市中須賀町1の4の9

森実商事(株)

(0897)37-2040

新居浜市西町5の28(海岸通)

白石船具店

(0897)37-0555

八幡浜市沖新田1526の48

大西船具(株)

(0894)24-0024

高知市菜園場町7の1

(株)ヤスオカ

(088)883-2251

高知市仁井田新築4576の9

(有)山崎船具機工

(088)847-0237

高知市農人町4の27

カナエ商事(株) 高知支店

(088)883-4371

高知市農人町4の33

(株)村田本店

(088)882-0774

高知市二葉町17の28

植田商店

(088)883-3100

高知市本町5の1の14

(株)セイコー社

(088)825-0655

高知市若松町13の15

(株)安岡敏治商店 高知営業所

(088)884-5455

室戸市室津2670

(株)安岡敏治商店

(0887)23-2225

室戸市室戸岬町耳崎5947の1

カナエ商事(株) 室戸出張所

(0887)22-0484

福岡市中央区白金1の17の27の603

九州ヨット販売

(092)521-8248

福岡市中央区港2の3の17

北本船具(株)

(092)721-1214

福岡市中央区港3の1の54

(株)シモセン 福岡支店

(092)771-9371

福岡市中央区港3の3の29

マリーン博多(株)

(092)731-8303

福岡市西区小戸2の11の1

西福岡マリーナ・マリノア
西福岡マリ
ナ・マリノア

(092)885-2288
(092)885
2288

愛媛県 (22)

高知県 (9)

福岡県 (2６)
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福岡市博多区石城町12の4

(有)光洋産業

(092)291-9255

福岡市博多区築港本町1の8

福岡船用品(株) 福岡支店

(092)281-5461

福岡市博多区築港本町2の3の103

(資)吉元船具店 福岡営業所

(092)271-1613

福岡市東区箱崎埠頭5の8の22

(株)マシン商会 福岡支店

(092)651-6261

福岡市東区筥松2の6の8

東洋コーポレーション(株) 福岡営業所

(092)624-1009

大牟田市西新町15

(有)酒井船具商会

(0944)52-8056

北九州市小倉北区井堀3の23の2

キムラ海陸通商(株) 北九州営業所

(093)592-3339

北九州市門司区浜町12の12

(株)大田商会

(093)331-3175

北九州市門司区浜町12の26

(株)マシン商会 門司本店

(093)331-5111

北九州市門司区東本町1の6の13

(有)コスモマリン

(093)331-1034

北九州市門司区東港町6の10

東洋コーポレーション(株)

(093)321-0284

北九州市門司区港町9の7

グリーンシッピング(株)

(093)321-4261

北九州市若松区老松町2の9の10

福岡船用品(株)

(093)761-4028

北九州市若松区桜町22の16

(株)泉屋商店

(093)761-1727

北九州市若松区本町1の8の30

東洋コーポレーション(株) 若松営業所

(093)761-2183

北九州市若松区本町1の12の13

(株)マシン商会 若松営業所

(093)761-3321

北九州市若松区本町1の12の35

(資)得能船具店

(093)761-3305

北九州市若松区本町2の16の8

(資)吉元船具店

(093)761-2251

北九州市若松区本町2の16の19

(資)得能輝彦本店

(093)761-5254

筑紫野市美しが丘北1の4の1

(株)海援隊

(092)555-4801

京都郡苅田町磯浜町1の17の5

伸栄運輸商事(株)

(093)436-0922

伊万里市二里町八谷搦112の15

早田(株)

(0955)23 6161
(0955)23-6161

唐津市海岸通7182の78

(株)ハマグチ

(0955)72-5135

唐津市二夕子3の211の1

(株)シモセン 唐津支店

(0955)73-7561

唐津市海岸通り7182の105

グリーンシッピング(株) 唐津営業所

(0955)72-7161

長崎市神ノ島町1の367の27

長崎船用品(株)

(095)833-4500

長崎市元船町14の10

ニチモウ(株) 長崎営業所

(095)823-8141

佐世保市相浦町32の8

(資)富士屋

(0956)47-2525

佐世保市白岳町107の5

八光商事(株)

(0956)27-8686

佐世保市万津町1の2

第一機工船具(株)

(0956)22-4108

平戸市崎方町841

(株)東船具店

(0950)23-2200

対馬市厳原町国分1299

高崎船具店

(0920)52-0161

水俣市丸島町2の4の1

(有)丸冨石油船具商会

(0966)63-2733

八代市新浜町2の7

(株)シマゴヤ

(0965)35-2181

八代市港町34の2

三角商事(有) 八代営業所

(0965)37-0884

天草市牛深町3431の1

(有)中村船具

(0969)72-3511

宇城市三角町東港1区

(有)有馬商事

(0964)52-2293

宇城市三角町大字三角浦1159の5

三角商事(有)

(0964)52-2630

佐賀県 (4)

長崎県 (7)

熊本県 (6)
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大分県 (6)
大分市乙津港町2の5の16

(株)服部商会

(097)521-6361

大分市西鶴崎2の1の7

東洋コーポレーション(株) 大分営業所

(097)521-2333

大分市南春日町3の10

(株)ムナカタ地図店

(097)543-5118

大分市海原字地浜8の31(はっこう福岡ビル)

グリーンシッピング(株) 大分支店

(097)521-3015

臼杵市大字臼杵畳屋町341の3

大分船用品(株)

(0972)62-2259

佐伯市葛港5の11

(株)佐伯船用品寿商会

(0972)22-0437

宮崎市港2の6

宮崎県漁業協同組合連合会

(0985)28-6111

日南市字石河588の127

宮崎県漁協組合連合会日南支所

(0987)23-5231

日向市大字日知屋字塩田3380の34

(株)児玉海陸資材

(0982)52-4751

鹿児島市城南町36の1の3

(有)谷山無線サービス

(099)223-0531

鹿児島市住吉町7の9

鹿児島船用品(株)

(099)222-9121

鹿児島市谷山港2の18

鹿児島船用品(株) 谷山サービスセンター

(099)261-6331

鹿児島市南栄6の2の26

(株)中島商会本店

(099)260-3260

鹿児島市東千石町4の21

(有)徳田屋書店(鹿児島地図センター)

(099)222-3264

鹿児島市喜入中名町1000

鹿児島船用品(株) 喜入営業所

(0993)45-1151

指宿市山川福元6717

山川町漁業協同組合

(0993)34-0111

枕崎市松之尾町64（水産センター内）

枕崎市漁業協同組合

(0993)72-2112

志布志市志布志町帖6617

鹿児島船用品(株) 志布志営業所

(099)472-4586

奄美市名瀬末広町12

(株)楠田書店

(0997)52-2631

那覇市曙3の15の6

南西船舶

(098)861-9816

那覇市泊3の13の2

ミヤギ産業(株) 泊営業所

(098)861-3141

石垣市新栄町5の5

(株)木田商会

(0980)82-2211

宮崎県 (3)

鹿児島県 (10)

沖縄県(3)
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英国版水路図誌 販売所
横浜市中区山下町273(JPT元町ビル8F)

ｺｰﾝｽﾞ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ
海図グループ 横浜海図チーム
<sales6121@cornes.jp>

(045)650-1380
(F)(045)664-6516

神戸市中央区明石町32番地(明海ビル5F)

ｺｰﾝｽﾞ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ
海図グループ 神戸海図チーム
<sales6151@cornes.jp>

(078)332-3422
(F)(078)332-3426

東京都港区三田3の11の36(三田日東ダイビル5F)

日本水路図誌(株) 東京本社
<jhc-tokyo@jhchart.co.jp>

(03)5439-1621
(F)(03)5439-1788

神戸市中央区江戸町85-1(ベイ・ウイング神戸ビル8F)

日本水路図誌(株) 神戸営業所
<jhc-kobe@jhchart.co.jp>

(078)331-4888
(F)(078)392-4684

米国版水路図誌 販売所
東京都中央区新川1の17の25(東茅場町有楽ビル)

三洋商事(株)
<tokyo@sanyotrading.jp>

(03)3551-8311

東京都港区三田3の11の36(三田日東ダイビル5F)

日本水路図誌(株) 東京本社
<jhc-tokyo@jhchart.co.jp>

(03)5439-1621
(F)(03)5439-1788

横浜市中区山下町273(JPT元町ビル8F)

ｺｰﾝｽﾞ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ
海図グループ 横浜海図チーム
<sales6121@cornes.jp>

(045)650-1380
(F)(045)664-6516

神戸市中央区明石町32番地(明海ビル5F)

ｺｰﾝｽﾞ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ
海図グループ 神戸海図チーム
<sales6151@cornes.jp>

(078)332-3422
(F)(078)332-3426

中国版水路図誌 販売所
東京都港区三田3の11の36(三田日東ダイビル5F)

日本水路図誌(株) 東京本社
<jhc-tokyo@jhchart.co.jp>

(03)5439-1621
(F)(03)5439-1788

神戸市中央区江戸町85-1(ベイ・ウィンクﾞ神戸ビル8F)

日本水路図誌(株) 神戸営業所
<jhc-kobe@jhchart.co.jp>

(078)331-4888
(F)(078)392-4684
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