
記号番号 制限

北海道 札幌市 札幌第19号 なし

ヤンマー舶用システム株式会社

札幌第18号 なし

釧路市 札幌第17号 なし

小樽市 札幌第11号 なし

羽幌町 札幌第15号 なし

山形県 酒田市 仙台第2号 なし

宮城県

茨城県 ひたちなか市 千葉第5号 368kw

千葉県 千葉第１号 なし

千葉市 千葉第3号 なし

館山市 千葉第4号 なし

東京都 港区 東京第１号 なし

新潟県 新潟第1号 なし

新潟第3号 368kw

新潟第4号 なし

佐渡市 新潟第5号 なし

村上市 新潟第8号 なし

新潟市

令和5年2月27日

有限会社八幡鉄工所 令和7年10月31日

株式会社加門鉄工所 令和5年2月27日

株式会社ハイメックスキタヤマ 令和5年2月27日

有限会社マリンディーゼル工業 令和5年2月27日

有限会社イマノエンジニアリング

共栄エンジニアリング株式会社 令和3年1月24日

仙台市
ヤンマー舶用システム株式会社

仙台第１号 令和2年7月31日

なし
　東日本営業部銚子支店

有限会社松本ｴﾝｼﾞﾝ工業 令和3年8月13日

茨城機関工業株式会社 令和6年4月26日

なし
　東北営業部仙台支店

銚子市

株式会社浅田鐵工所 令和3年2月18日

ヤンマー舶用システム株式会社
千葉第2号 令和3年7月30日

ナガタ工業株式会社 令和8年4月9日

株式会社日伸工業 令和4年11月28日

なし
　北海道営業部函館支店

なし
　浦河支店

株式会社いなみ 令和6年5月29日

洞爺湖町
ヤンマー舶用システム株式会社

函館第1号 令和8年6月25日 なし
　北海道営業部洞爺サービスセンター

北斗市
ヤンマー舶用システム株式会社

函館第2号 令和8年7月8日

共栄機材株式会社 令和2年12月2日

浦河町
敷島機器株式会社　

札幌第12号 令和2年12月9日

厚岸町

ヤンマー舶用システム株式会社
札幌第9号 令和2年7月7日 なし

　北海道営業部厚岸営業所

敷島機器株式会社　
札幌第10号 令和2年11月27日 なし

苫小牧市
ヤンマー舶用システム株式会社

札幌第8号 令和2年7月7日 なし
　北海道営業部苫小牧営業所

　道東支店

枝幸町
ヤンマー舶用システム株式会社

札幌第7号 令和2年6月30日 なし
　北海道営業部枝幸サービスセンター

羅臼町
ヤンマー舶用システム株式会社

札幌第6号 令和2年6月30日 なし
　北海道営業部羅臼サービスセンター

ヤンマー舶用システム株式会社
札幌第5号 令和2年6月30日 なし

　北海道営業部北見営業所

北海工機株式会社 令和4年3月13日

株式会社東京ノズル製作所 令和3年5月7日

北見市

所在地 事業所名 証明書の有効期間

小型船舶検査機構が証明した『 特定の保守整備事業者 』 一覧

令和2年6月16日 現在

根室市

札幌第3号 令和2年6月30日 なし
　北海道営業部根室支店

敷島機器株式会社 令和7年7月30日

稚内市
ヤンマー舶用システム株式会社

札幌第4号 令和2年6月30日

敷島機器株式会社　
札幌第13号 令和2年12月9日 なし

　根室支店

なし
　北海道営業部道北支店



和歌山県

海南市　 和歌山第2号 なし

兵庫県 神戸第1号 なし

神戸第4号 なし

姫路市 神戸第2号 なし

西宮市 神戸第3号 なし

島根県 松江市 境第1号 なし

岡山県

広島県

尾道市 有限会社瀬戸鉄工所 尾道第１号 なし

竹原市 有限会社藤田鉄工所 尾道第2号 なし

高知県 高知市 高松第1号 なし

福岡県 福岡市 福岡第2号 なし

熊本県 三角第１号 なし

三角第２号 なし

三角第３号 368kw

三角第４号 なし

三角第６号 なし

宇城市 三角第５号 なし

宮崎県 大分第１号 なし

鹿児島県

沖縄県 沖縄第１号 なし

沖縄第４号 なし

沖縄第６号 なし

宜野湾市 沖縄第２号 なし

糸満市 株式会社沖縄機械整備 沖縄第５号 なし

うるま市 沖縄第３号 なし

ヤンマー沖縄株式会社 令和3年9月2日

令和3年11月12日

有限会社津島工業 令和3年9月24日

那覇市

當眞エンジニアリング 令和3年8月9日

株式会社南西船舶 令和3年10月6日

株式会社マリンランド 令和3年12月3日

なし　九州エンジニアリング部

　鹿児島サービスグループ

宮崎市
ヤンマー舶用システム株式会社

鹿児島第４号 令和3年3月3日 なし
　九州営業部宮崎営業所

鹿児島市

ヤンマーエンジニアリング株式会社

鹿児島第１号 令和8年4月17日

なし　九州エンジニアリング部

　日南サービスグループ

なし
　九州営業部宮崎県北営業所

延岡市
三菱重工エンジンシステム株式会社

大分第３号 令和2年7月27日 なし
　九州支社日豊営業所

日南市

ヤンマーエンジニアリング株式会社

鹿児島第２号 令和2年7月16日

天草市

有限会社糸田鉄工所 令和2年12月9日

合資会社小園機械店 令和3年1月29日

令和5年9月6日

正垣機械工業有限会社 令和3年7月7日

門川町

有限会社深鉄工所 令和8年3月4日

ヤンマー舶用システム株式会社
大分第２号 令和8年6月16日

浜本鉄工所株式会社

令和2年7月9日

令和3年1月14日

谷工業 令和8年4月2日

上天草市
有限会社森内鉄工所 令和2年9月30日

有限会社坂田鉄工 令和2年12月9日

有限会社オックスエンジニアリング 令和8年3月29日

広島市
ヤンマー舶用システム株式会社

広島第1号 令和8年8月27日 なし
　中国営業部広島支店

岡山市
ヤンマー舶用システム株式会社

岡山第1号 令和2年9月30日 なし
　中国営業部岡山営業所

綱手鉄工所 令和3年1月25日

株式会社マリン技研サービス 令和3年12月16日

有限会社大新 令和2年7月31日

　マリン事業部西日本営業グループ

神戸市
東邦ヤンマーテック株式会社 令和8年4月2日

株式会社大東工作所 令和4年5月9日

横田鉄工所 令和2年6月26日

三菱重工エンジンシステム株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　串本営業所

串本町 大阪第2号 令和8年5月28日 なし


