
会員名簿(令和4年11月現在)

羽幌沿海フェリー（株） 庄司建設工業（株） （株）宗邦エンタープライズ

（株）積丹観光振興公社 堀江工業（株） 翔洋船舶（株）

北洋海運（株） 山木工業（株） 株式会社藤栄商店

ハートランドフェリー（株） 八戸船舶（株） 気仙沼かなえ漁業(株)

協立海上運輸（株） 宮城建設（株） 株式会社カネシメイチ

スターマリン（株） 大坂建設（株） 山代水産株式会社

青函フェリー(株) （株）山元 大喜水産有限会社

北興工業（株） むつ小川原マリンサービス（株） 幸洋水産（株）

吉野谷海運（株） （株）小名浜船舶鉱業 粟島汽船（株）

（株）菅原組 塩釜港船舶給水（株） 佐渡汽船シップマネジメント（株）

（株）藤共工業 北日本海事興業（株） 佐渡汽船商事（株）

津軽海峡フェリー（株） 栄喜建設（株） （有）笹川流れ観光汽船

萌州建設（株） 平岡海運倉庫（株） 新潟内航海運組合

昭和日タンマリタイム（株） （株）みなと 富山石川内航海運組合

三協建設（株） 酒田市定期航路事業所 （株）福田組 東港作業所

（株）中田組 酒田曳船（株） 本間建設（株）

（株）南組 （株）清水組 岩崎建設（株）

北海道海洋土木（株） （株）加藤組 （株）加賀田組

苫港サービス（株） 山形県漁業協同組合 共栄建設工業（株）

函館ポートサービス（株） （株）最上川三難所舟下り （株）近藤組

白鳥建設工業（株） 秋田備蓄マリンサービス（株） （株）中元組

渋田海運（株） （有）秋田パイロット事務所 中野建設工業（株）

（株）富士サルベージ 酒田水先区水先人会 新潟水先（有）

（株）西村組 秋田曳船（株） 日本海曳船（株）

稚内海運（株） （株）丸高 相村建設（株）

大東海運（株） （株）丸吉 （株）谷村建設

(有)マル幸シッピング 福島県鰹鮪漁業者協会 （株）植木組 柏崎支店

（株）くしろ船舶 青森県旋網漁業協同組合 （株）近藤組

オホーツク・ガリンコタワー(株) 八戸機船漁業協同組合 藤田建設（株）

福田水産(株) 鹿島漁業（株） (有)ヤマナカ･タグ

日高中央漁業協同組合様似支所 堀合漁業（株） 伏木海陸運送（株）

小樽市漁業協同組合 幸栄漁業（株） へぐら航路（株）

釧路機船漁業協同組合 濱幸水産（株） 伏木水先区水先人会

稚内機船漁業協同組合 小玉漁業（有） 共和土木（株）

紋別漁業協同組合 （株）丸要漁業部 （株）飯作組

新星マリン漁業協同組合 佐藤漁業（株） 新潟建工（株）

日高中央漁業協同組合 大慶漁業（株） 一般社団法人 富山湾マリン

網走漁業協同組合 底曵部会 八興漁業（株） 北陸曳船(株)

小樽機船漁業協同組合 （株）鈴木漁業 （有）山田漁業部

苫小牧漁業協同組合 福島県旋網漁業協同組合 本保  信勝

羅臼漁業協同組合 小名浜機船底曵網漁業協同組合 大倉漁業（株）

野付漁業協同組合 江名漁業協同組合 白浜  輝美

根室漁業協同組合 いわき市漁業協同組合 久之浜支所 池田水産（株）

歯舞漁業協同組合 金勘漁業（株） 伊野水産（株）

落石漁業協同組合 宮古漁業協同組合 丸中水産（株）

北洋海運（株）室蘭支店 （有）鶴本商店 中島  久義

合名会社　枝幸水産商会 （有）金栄丸漁業部 石川漁業協同組合西海支所

扶桑船舶（株） （株）カネダイ 石川県漁業協同組合金沢支所

カメイ物流サービス（株） 海形水産（株） （有）双幸丸漁業

シーパル女川汽船（株） （株）臼福本店 浜多  文子

むつ湾フェリー（株） （株）八幡水産 好栄丸水産（株）

シイライン（株） 福洋水産（株） 東海運（株）

網地島ライン（株） 勝倉漁業（株） 旭タンカー（株）

興和海運（株） 福徳漁業（株） 旭海運（株）

東北海運産業（株） 秋田県漁業協同組合船川総括支所 商船三井オーシャンエキスパート（株）

（株）細川産業 （有）但馬漁業  山本健蔵 第一タンカー（株）

東日本タグボート（株） 山形県機船底曳網漁業協議会 第一中央汽船（株）

津田海運（株） 秋田県漁業協同組合南部総括支所 （株）デュカム

宮城マリンサービス（株） 秋田県漁業協同組合北部支所 出光タンカー（株）

福島汽船（株） （株）新洋船舶 飯野海運（株）

海洋曳船（株） 東日本船舶（株） 川崎近海汽船（株）

会                      員



共栄タンカー（株） （株）リビエラリゾート 東都海運（株）

栗林商船（株） 小笠原海運（株） 岩井海運(有)

三菱鉱石輸送（株） （株）シーライン東京 千代田實業(株)

NSユナイテッド海運（株） 関東沿海海運組合 栄興船舶（株）

日本郵船（株） 千葉県内航海運組合 (株)ユナイテッド・ジャパン

日本マリン（株） 横浜地方海運組合 (株)リュウカンパニー

NX海運（株） （株）ダイトーコーポレーション横浜支店 (株)海

（株）商船三井 鹿島埠頭（株） 国立研究開発法人海洋研究開発機構

三洋海運（株） 海洋技術開発（株） （株）ナビライン

商船三井客船（株） 南洋海運（株） 住吉漁業（株）

NSユナイテッド内航海運（株） （株）新日本海洋社 南洋水産（株）

NSユナイテッドタンカー(株) （株）鈴木組 事代漁業（株）

太平洋沿海汽船（株） 日鉄物流君津（株） 久慈町漁業協同組合

鶴見サンマリン（株） 東京汽船（株） 大津漁業協同組合

ENEOSオーシャン（株） 東亜海運産業（株） 大洋エーアンドエフ（株）

上野トランステック（株）海務部 京葉シーバースサービス（株） 共同船舶（株）

玉井商船（株） 共栄マリン（株） 播洋実業（株）

日鉄物流(株) 新星海運（株） （株）洸洋

国華産業（株）安全推進室 日立埠頭(株)ポートサービス本部 豊丸漁業（有）

浪速タンカー（株） (株)HFC 丸栄漁業（株）

明治海運（株） ワールドマリン（株） (株)第一高栄丸

富洋海運(株) 新協和海運（株） 栄寿丸漁業(株)

コスモ海運（株） 政洋汽船（株） 松川  浩幸

アルコール海運倉庫（株） ＮＴＴワールドエンジニアリングマリン（株） 斉藤  春男

千歳海運（株） 東栄海運（株） 東京都島しょ農林水産総合センター 八丈事業所

上野ロジケム(株) 新島物産（株） 東光船舶(株)

富士海運（株） （株）ハマダ 東京都島しょ農林水産総合センター 大島事業所

（有）藤代福松商店 西日本タンカー（株） （株）荒津船舶

伊勢海運（有） 房州物流（株） （有）重宝丸

（株）糸井商会 （株）豊栄海商 （有）文栄海運

近海タンカー（株） （有）共信船舶 青峰海運（株）

熊澤海運（株） 東亜汽船（株） コスモ海運（株）

高栄石油（株） エスオーシーマリン株式会社 （有）金栄海運

明和タンカー（株） （株）光和マリン 光隆海運（株）

（有）港曳船店 （株）グローバルオーシャンディベロップメント 幸福船舶（株）

（株）村木回漕店 芝浦通船（株） 牧原タンカー（株）

（有）村木直海運 東港サービス（株） （有）前田船舶

大恵海運(有) （株）トマック 明誠汽船（有）

三興運油（株） （株）スカイシッピング 坪谷  豊司

ショクユタンカー（株） ＭＯＬマリン＆エンジニアリング（株） 徳栄海運（株）

鈴木  七太郎 五栄土木（株） 伊勢湾石油（株）

（有）鶴田回槽店 第一マリン（株） 堂ヶ島マリン（株）

東京石油（株） JFE物流（株） （株）富士急マリンリゾート

東神油槽船（株） 英雄海運（株）総務部船員課 伊勢湾フェリー（株）

(株)ユタカ回漕店 北星海運（株） （株）伊豆クルーズ

TSマリン(株) 協同商船（株） 志摩マリンレジャー（株）

横浜油槽船（株） 泉汽船（株） 名鉄海上観光船（株）

（有）中屋海運 独立行政法人海技教育機構 富士山清水港クルーズ（株）

（株）榎本回漕店 岡本汽船（株） 太平洋フェリー（株）

大四マリン（株） （株）日本海洋科学 千鳥観光汽船（株）

中央海運（株） 鶴見サンマリンタンカー（株） 近江トラベル（株）オーミマリン敦賀営業所

大興産業（株） ニッサルマリン（株） （株）そともめぐり

栄造海運（株） パンパシフィック海運（株） （株）ナゴヤシップサービス

東福汽船（株）東京事務所 日本海洋事業（株） 津エアポートライン（株）

芝浦海運(株) 共和海運（株） 東尋坊観光遊覧船（株）

新興海運(株) （株）マリーンリンク君津支店 四日市ポートサービス（株）

（有）野口海運 （株）ポルテック 三軒屋海運（株）

(株)アズーロジャパン 旭東海運（株） 静岡県内航海運組合

商船三井フェリー（株） （株）キョウショク 名港海運（株）

東京湾フェリー（株） （株）三和マリン 由良機船（株）

東海汽船（株） 三洋マリン（株） 星野汽船（株）
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岡田海運（株） 三興海運（株） 嶋田 安男

丸仲海運（株） 三興テクノマリン（株） 八馬汽船（株）

（株）K’ｓマリンサービス 四宮海運（株） 川崎汽船（株）

盛徳海運建設（株） 白石海運（株） 神戸船舶（株）

伊勢湾マリン･サービス（株） 成和海運（株） 枡本海運産業（株）

清水埠頭（株） 高島海運（株） プリンス海運（株）

三和建工（株） 啓津海運（株） 佐藤國汽船（株）

名城ターグボート（株） 徳義海運（株） ケイラインローローバルクシップマネージメント（株）

グリーン海事（株） (有)茂商運 日本栄船（株）

（株）鳥羽産業 (有)協和海運 山友汽船（株）

（株）藤村海事工業所 日栄タンカー（株） 石田砿油（株）

三洋海事（株）名古屋支店 大阪タンカー(株) 神戸航運（株）

四日市曳船（有） （株）串本海中公園センター 大畑海運（株）

協同海運（株） 南海フェリー（株） 塩田油槽船（株）

伸光産業（株） 白浜海底観光船（株） 田浦海運（有）

鳳生汽船（株） 新日本海フェリー（株） 東幸海運（株）

（株) 柴山芳之助商店 丹後海陸交通（株） イイノガストランスポート（株）

（株）斉藤組 （株）名門大洋フェリー （株）フェリーさんふらわあ

青木建設（株） 関西港湾サービス（株） 早駒運輸（株）

河津建設（株） 日本クルーズ客船（株） 坊勢渡船（有）

神新汽船（株） 友ヶ島汽船（株） 高速いえしま（株）

（株）アワヘイ 大崎船舶海運組合 日東タグ（株）

平安海事（株） 永昌海運（株）勝浦営業所 兵機海運（株）

伊良湖パイロットボート(株) 日置川開発（株） 多木商事（株）

鹿児島船舶（株） 深田サルベージ建設（株） 徳神海運（株）

御前崎埠頭（株） （株）井長組 （株）丸辰ホールディング

（株）土佐谷組 丸三海運（株） （株）関海事工業所

名古屋汽船（株） 田中海運（株） 加藤海運（株）

トピー海運（株） 東西海運（株） 林船舶（株）

（有）北瀬海運建設 大佑海運（株） （株）吉田組船舶

（株）関組 日新船舶（株） 神鋼物流（株)海運部

日動海運（株） 安芸海運（株） 神協海運（株）

福井備蓄マリン（株） 甲斐機船（株） 上組海運（株）

（株）イワタ 青木マリーン（株） （有）富士通船

碧南マリン（株） 京都府漁業協同組合 井上船舶（株）

（株）東洋海運シップマネジメント 大山砕石（株） 天栄興業（株）

（株）みえかつ 三洋海事（株） 山一興業（株）

（株）いちまる フェリーサービス（株） （株）板倉石油店

福一漁業（株） （株）夏山組 （株）泰州 神戸支店

（株）福積丸 堂島マリン（株） 大央工業（株）

三保鮪漁業（株） 神豊海運（有） 神馬汽船産業（株）

福和水産（株） 鴻池運輸（株）大阪港支店 （株）森長組

太神漁業（株） （有）内海海運 新井海運（有）

福龍漁業（株） 大泉物流（株） 新丸菱海運（株）

豊幸漁業（株） （株）武丸海運 三浦海運（株）

大盛丸海運（株） 玄海汽船（株） 宝祥海運建設（株）

極洋水産（株）事業部 (株)ジェイエスマリン 洲本G船舶（有）

三国港機船底曳網漁業協同組合 大阪フリート（株） 竹鶴石油（株）

越前町漁業協同組合 海成汽船（株） 古野電気（株）

越前町沖合底曳網漁業組合 （株）不二海運 興生建設（株）

焼津まぐろ漁業（株） 五栄汽船(株) （有）橋本商店

第一中央内航（株） 日鉄物流(株) 大阪湾パイロットボート（株）

共和産業海運（株） 三協海運(株) 昌和鉱油（株）

大窯汽船（株） 大光船舶(株) 内海交通（株）

（株）辰巳商会 福島  康廣 加藤汽船（株）

田渕海運（株） 熊谷洋二郎(大和丸) 内海曳船（株）

広井海運（株） 金本  輝明 井本商運(株)

（有）勘角海運 西川 順之輔 大一海運(有)

（株）共進海運 岡田  政義 大玉海運(有)

アスト（株） 京都府漁業協同組合丹後支所 山形　寅由

木村海運（株） 日之岬漁業（株） 但馬漁業協同組合 竹野支所
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(有)三吉水産 (因島)(有)長江フェリー 飯古建設（有）

(有)真島漁業 萩海運(有) 冨士石油（株）

(有)濱本漁業 上村汽船（株） 中根海運（株）

祥雲漁業株式会社 （有）野島海運 野上 幸生

磯橋　市朗 牛上  圭治
J-POWERジェネレーションサービス（株）竹原火力
運営事業所

(株)吉野漁業 三宅観光（有） 山口汽船（株）

眞野  光惠 ＪＲ西日本宮島フェリー（株） 隠岐汽船商事（株）

（株）第五天祐丸 （因島）弓場汽船（株） ツネイシＣバリューズ（株）

石橋  憲一 栄吉海運（株） 広島共同汽船（株）

（株）豊龍丸 （株）エルジオ （株）フロンティア

（株）幸生丸漁業 日生地区海運組合 親力海運（株）

木下  真由美 広島県内航海運組合　広島支部 東栄汽船（株）

浜坂漁業協同組合 広島県内航海運組合　備後福山支部 （株）アウル

但馬漁業協同組合　香住本所 岡田石材（株） 向島マリーナー（株）

但馬漁業協同組合　柴山支所 (因島)生口海運(有) (一社）瀬戸内市緑の村公社

菅原汽船(株) 隠岐地区海運組合 (有)金輪島会

徳山運輸（株） 広島県内航海運組合　倉橋支部 山口県漁業協同組合 玉江浦支店

森  竹寿 広島県内航海運組合　蒲刈支部 萩越ヶ浜はえ縄船団

敬神汽船(株) 広島県内航海運組合（本部） 鳥取県漁業協同組合

柿本汽船（株） （株）シーゲートコーポレーション 鳥取県漁業協同組合　網代港支所

三谷海運（株） (株)日物マリン 田後漁業協同組合

日宣汽船（株） 山口県内航海運組合 漁業協同組合JFしまね 恵曇支所

西崎汽船（株） （株）南陽マリン 裕丸漁業生産組合

隆昌汽船（有） （株）浜田組 島根県小型機船漁業協議会

相馬海運（株） 向島運送（株） 山口県漁業協同組合小畑支店

米中海運（株） 住吉汽船（有） 山口県漁業協同組合大井湊支店

平和海運（株） まるいち汽船（株） 共和水産（株）

永弘海運（有） 藤光汽船（有） 若葉漁業（株）

伸正海運（株） 似島地区海運組合 丸大漁業（有）

（有）阿多田島汽船 大洋海運（株） 東海漁業（株）

安芸津フェリー（株） 備後共同汽船（株） 協和漁業（有）

備後商船（株） 聖朋海運（株） (有)共幸水産

大三島フェリー（株） 末田海運（有） （株）一丸（門   哲二）

瀬戸内シーライン（株） 山田汽船（有） （有）天祐丸

大崎上島町長 高田幸典 日吉海運（株） 漁業協同組合JFしまね 西郷支所

(因島)尾道市 因島総合支所 豊晃海運（有） （有）寿海水産

(因島)上島町 公共交通課 御前崎海運（株） （有）清幸丸

(因島)(有)家老渡フェリー汽船 （有）鮴崎石油販売所 青島海運（有）

契島運輸（株） (有)北栄海運 松山・小倉フェリー株式会社

宮島松大汽船（株） (有)広島合同海運 石崎汽船（株）

大崎汽船（株） （株）SEAWAY 伊島連絡交通事業（有）

隠岐観光（株） 坂井汽船（株） 須崎市役所

隠岐汽船（株） 深田サルベージ建設（株） 小豆島フェリー（株）

大津島巡航（株） 福山ポートサービス（株） 本島汽船（株）

国際両備フェリー（株） （株）広島ゼネラル 岩城汽船（株）

瀬戸内海汽船（株） （一社）広島県清港会 尾道支部 直島町役場

瀬戸内観光汽船（株） 三原給水（株） （有）竜串観光汽船

走島汽船（有） 太平海運（有） 四国開発フェリー（株）

山陽商船（株） (因島)（株）三和ドック 四国汽船（株）

(因島)三光汽船（株） やまこう建設（株） 四国フェリー（株）

斉島汽船（株） 神原マリン（株） 雌雄島海運（株）

三洋汽船（株） （株）久栄建設 盛運汽船（株）

山陰松島遊覧（株） 瀬戸内海巡回診療事業推進事務所 住鉱物流（株）

周防灘フェリー（株） 双和海運（有） 宿毛市役所

大生汽船（株） 冨美船舶（株） 上島町魚島総合支所

(因島)土生商船（株） 旗手海運（株） 宇和島運輸（株）

牛島海運（有） （株）サンクラフト 今治市役所　企画財政部

岩国柱島海運（株） 徳山原石輸送（株） 小豆島豊島フェリー（株）

上関町長 柏原重海 大新土木（株） 鳴門観光汽船（株）

周防大島松山フェリー（株） 大畑建設（株） 備讃フェリー（株）

上関航運（有） 中栄マリン（株） 芸予汽船（株）
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オーシャントランス（株） (有）黄島海運 天長フェリー（株）

ジャンボフェリー（株） 下関市長 前田　晋太郎 栄和産業（株）

九四オレンジフェリー（株） 蒲江交通（有） 日豊汽船（株）

粟島汽船（株） （有）やま丸 黒瀬建設（株）

中島汽船（株） 大分県旅客船協会 大分臨海興業（株）

たどつ汽船(株) 姫島村長  藤本 昭夫 （株）黒瀬組

(株)真鍋海運 鶴崎海陸運輸（株） 内海交通（株）門司支店

香川県海運組合 西海沿岸商船（株） 大島輸送（株）

南予内航海運組合 鷹島汽船（有） 新松浦ポートサービス（株）

高知県海運組合 宿毛支部 崎戸商船（株） 阿久根建設（株）

高知県海運組合 五島旅客船（株） 福丸建設（株）

新居浜地区海運組合 黒島旅客船（有） 平戸市役所  大島支所

(松山)北条市船舶海運組合 川口汽船（有） 竹山運輸（有）

松山地方海運組合 （有）郵正丸 佐世保市長 朝長則男

(松山)中予地区海運組合 （有）加唐島汽船 小値賀町長 　西村　久之

(松山)長浜内航海運組合 マルエーフェリー（株） カメリアライン（株）

(松山)伯方地区海運協同組合 ＪＲ九州高速船（株） 唐津湾海区砂採取協同組合

(松山)今治船舶組合 阪九フェリー（株） 九州本部 （株）奈雅井

(松山)波方船舶協同組合 グリーンシッピング（株） 池田建設工業（株）佐賀営業所

徳島県内航海運組合 西日本海運（株） （株）江崎海陸運送

中野海事（株） 奄美海運（株） アジアパシフィックマリン（株）

八栄海事（有） 甑島商船（株） 漁連商事（株）

丸茂　晃裕 鹿児島市船舶局 （株）コクサイエンジニアリング

高知県まぐろ船主組合 ENEOSマリンサービス（株）
J-POWERジェネレーションサービス（株）松島火力
運営事業所

八幡浜漁業協同組合 屋久島町 唐津汽船（株）

愛媛県活魚運搬船組合 （有）金子廻漕店 南和海事（株）

大祐漁業（株） 津吉商船（株） 三曳マリン(株)

堀江船舶（株） 九商マリンエクスプレス（株） (株)向島汽船

鶴丸海運（株） 宮崎カーフェリー（株） 中川運輸株式会社

宇部興産海運（株） 七花(株) 壱岐・対馬フェリー(株)

日本サルヴェージ（株）門司支店 (株)マリンパル呼子 日本産業海運（株）

平成商運（株） やまさ海運（株） (有)清真海運

佐伯汽船（株） （株）新栄 日本遠洋旋網漁業協同組合

英和運輸（株） 八幡海運組合 エテルナ・ワコー（株）

（株）漁連石油 福島海運（株） 南郷カツオ船主組合

（有）百本海運 (有）中里造船所 日南市漁業協同組合

関門海運（株） 佐世保港湾運輸（株） 枕崎鰹鮪船主組合

（株）霧島海運商会 瀬川汽船（株） 外浦漁業協同組合

岸砿油（株） 壱岐汽船海運組合 山口県以東機船底曳網漁業協同組合

恒徳汽船（株） 津久見地区海運組合 南郷漁業協同組合

（株）エムエスケイ 鹿児島県内航海運組合 山田水産（株）

日洋海運（株） 大分県海運組合 長運水産（株）

重福海運（有） 熊本県海運組合 高漁水産（有）

正栄海運（株） 平田海運（株） 共栄水産（有）

新川海運（株） （有）博洋興産 （有）浜正水産

西部タンカー（株）下関支店 佐世保マリン・アンド・ポートサービス（株） （有）神崎丸水産

月丸海運（株） （有）青﨑海運 金子産業(株)

鶴汐海運（有） 丸阿産業（株） ニッスイマリン工業（株）

有村商事（株） （株）二丈海運 (株)りゅうせき　海上輸送事業部

小野田マリン（株） 木村海運（株） 粟国村役場

昭祇汽船（株） 五島汽船協業組合 (合資)福山海運

大和海運（株） 後藤運輸（株） 伊江村役場 船舶課

九州郵船（株） 有明フェリー振興（株） 伊平屋村役場  船舶課

国道九四フェリー（株） 関門港湾建設（株） 伊是名村役場 商工観光課

九州商船（株） （有）木口汽船 久米商船（株）

野母商船（株） 日鉄物流八幡（株） 琉球海運（株）

関釜フェリー（株） 青海島観光汽船（株） (合資)多良間海運

関門汽船（株） 斎藤海運（株） 渡嘉敷村役場 船舶課

島原鉄道（株） （株）菅組 座間味村役場 船舶課

三和商船（株） 矢野海運（株） 南西観光（株）

マリックスライン（株） 双栄海運（株） （株）大神海運
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久高海運(合名)

(資)浦内川観光 平良彰健

(株)はやて

(合名)水納海運

J-POWERジェネレーションサービス（株）石川石炭
火力運営事業所

共和マリン・サービス（株）

南西海運（株）

（株）那覇タグサービス

沖縄マリンサービス（株）

沖縄海運産業（株）

湧川運輸（株）

（有）安栄観光

（有）昭進汽船

八重山地区営農振興センター

（株）大寛組

先嶋建設（株）

協栄海事土木（株）

大東海運（株）

座波建設（株）

沖縄砂利採取事業協同組合
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稚内海運（株） 沖縄地方内航海運組合

湧別漁業協同組合 八重山漁業協同組合

むつ市役所　観光戦略課 本部漁業協同組合

気仙沼地区近海鰹鮪漁業組合 知念村漁業協同組合

気仙沼遠洋漁業協同組合 沖縄県近海鮪漁業協同組合

宮城県北部船主協会 日本漁船保険組合　沖縄県支所

八戸漁業指導協会 沖縄県漁業協同組合連合会

新潟内航海運組合 糸満漁業協同組合

新潟漁業協同組合 伊良部町漁業協同組合

石川県漁業協同組合 小木支所 伊良部鮪船主組合

輪島漁業生産組合 那覇地区漁業協同組合

石川県漁業協同組合 金沢港支所 関東沿海海運組合

浦賀地区船舶組合 全国海運組合連合会

海匝漁業協同組合 (一社)日本旅客船協会

鴨川市漁業協同組合 全国内航タンカー海運組合

富浦町漁業協同組合 (一社)日本船主協会

鋸南町勝山漁業協同組合 日本内航海運組合総連合会

銚子市漁業協同組合 (一社)全国いか釣り漁業協会

船橋市漁業協同組合 (一社)全国底曳網漁業連合会

大洗町漁業協同組合 日本かつお･まぐろ漁業協同組合

鳥羽市役所 定期船課 北部太平洋まき網漁業協同組合連合会

西尾市渡船事業 (一社)大日本水産会

東海内航海運組合 全国漁業協同組合連合会

名古屋港平水汽船協業組合 (一社)日本トロール底魚協会

小川漁業協同組合

戸田漁業協同組合

東幡豆漁業協同組合

幡豆漁業協同組合

静浦漁業協同組合

伊豆漁業協同組合

日本沿岸曳船海運組合

兵庫県漁業協同組合連合会

鳥取県かにかご漁業組合

島根県機船底曳網漁業連合会

全日本内航船主海運組合 徳島県支部

(株)ケーエスジェー

全国内航タンカー海運組合

上五島総合サービス（株）

昭和物流（株）

宇部地区海運組合

鹿児島県港湾漁港建設協会

熊本フェリー（株）

壱岐市長 白川 博一

星賀海運協同組合

熊本旅客船協会

熊本地区内航海運協同組合

勝本町漁業協同組合

福岡市漁業協同組合小呂島支所

宗像漁業協同組合 大島支所

厳原町漁業協同組合

九十九島漁業協同組合

北さつま漁業協同組合

鹿児島まぐろ船主協会

宗像漁業協同組合鐘崎本所

山口県漁業協同組合 長門統括支店

佐賀玄海漁業協同組合

福岡市漁業協同組合

長崎県以西底曳網漁業協会

大分県旋網漁業協議会

保戸島鮪延縄漁業船主組合

(一社)沖縄旅客船協会

団  体  会  員



増毛漁業協同組合 (一財)関門海技協会 細島水先区水先人会

北海道水先人会連合会 （株）シモセン 小名浜水先区水先人会

苫小牧漁業協同組合 九州地方海運組合連合会 苫小牧水先区水先人会

網走漁業協同組合 関門地区海運組合 東京湾水先区水先人会

日高中央漁業協同組合 舘浦漁業協同組合 サンコー（株）

ひだか漁業協同組合 佐世保旅客船協会 日本船具（株）

昆布森漁業協同組合 第一機工船具（株） （株）無線通信社

稚内機船漁業協同組合 佐世保地区海運組合 （株）交文社

新星マリン漁業協同組合 佐世保港運協会 （株）東洋信号通信社

厚岸漁業協同組合 箱崎漁業協同組合

釧路市漁業協同組合 上対馬南漁業協同組合

散布漁業協同組合 壱岐東部漁業協同組合

釧路機船漁業協同組合 壱岐汽船海運組合

浜中漁業協同組合 博多地区海運組合

北海道漁業協同組合連合会 福岡地区旅客船協会

(小)福島県漁業協同組合連合会 大分県漁業協同組合

松島島巡り観光船企業組合 （株）大島造船所

新潟県漁業協同組合連合会 長崎県旋網漁業協同組合

北陸信越旅客船協会 全国水産高等学校実習船運営協会

(公社)北陸信越海事広報協会 八紘社印刷

直江津港湾協会 大島商船高等専門学校

富山高等専門学校 神戸大学大学院海事科学研究科 

東京湾油送船繋船場協同組合 日本漁船保険組合

神奈川県立海洋科学高等学校長 国際化工（株）

（公社）関東海事広報協会 （株）ガステック

千葉県立館山総合高等学校 国立大学法人東京海洋大学

平和マリタイム（株） 全国共済水産業協同組合連合会

（一社）日本港湾タグ事業協会 鳥羽商船高等専門学校

日本船主責任相互保険組合 島田燈器工業（株）

（一財）日本船舶職員養成協会 新コスモス電機（株）

三菱電機特機システム（株） （株）シモン

三洋商事(株) （株）重松製作所

（株）大塚製薬工場 （株）谷沢製作所

(株)郵船商事マリン 光明理化学工業（株）

東海大学スルガベイカレッジ静岡オフィス　 （株）救命

愛知県立三谷水産髙等学校 日本救命器具（株）

フジメンテサービス（株） 公益財団法人海技教育財団

高階救命器具（株） 村上秀造船（株）

不二海運（株） ユニット（株）

港通船運輸（株） （株）PRC

熊野観光開発（株） 藤井電工（株）東京支社

浦島観光ホテル（株） 藤倉コンポジット（株）

三星海運（株） 藤倉航装（株）

京都府立海洋高等学校 弓削商船高等専門学校

一本松海運(株) ニチモウ（株）海洋営業部第３チーム

(株)ユア・ユニフォーム 理研計器（株）

フィガロ技研（株） （公財）大原記念労働科学研究所

（株）ハヤシ海運 （株）東科精機

全国内航輸送海運組合 ミドリ安全（株）

東興海運（株） (一財)海技振興センター

兵庫県立香住高等学校 (公財)海技資格協力センター

(一財)尾道海技学院 （株）新弘堂

芸州海運（株） 興研（株）

広島県内航海運組合 広島支部 山本光学（株）

（一社）中国旅客船協会 東洋物産（株）

船舶安全サービス（株） (公財)海難審判・船舶事故調査協会

広島商船高等専門学校 興亜化工（株）

三菱ケミカル香川事業所 船舶安全協力会 (一財)日本海洋レジャー安全･振興協会

国立波方海上技術短期大学校 船舶印刷（株）神戸営業所

有明海自動車航送船組合 ボイジャーワールドワイド

三池港物流（株） （株）港文庫

賛　助　会　員


