
今後益々発展すると思われるマリンレジャーをとりまく環境変化の中、泊地対策や安全・運営
問題をはじめとしたマリーナ事業における種々の課題が発生すると予想されています。これら
の問題や課題を行政および関連機関のご指導のもとに、業者および関係者の連絡協議を密
にしてマリーナ事業の整備運営に関する調査研究を共に行い、来るべき将来に向かって健全
な発展を図ることを主旨とし、平成２年３月６日に設立致しました。

また、会員相互の連絡・協力・親睦体制を積極的に進めることにより、マリーナ事業の健全
な発展と、安全で秩序あるマリンレジャーの普及と振興に寄与することを目的としています。

事業内容　

　1. マリーナの安全かつ円滑な利用を図るための普及・啓蒙・調査・研究
　2. マリーナの整備及び運営に関する調査・研究
　3. 関係機関及び漁協などとの情報・意見交換　
　4. 会員相互の連絡、協議及び親睦

静岡県マリーナ協会
事務局／静岡県沼津市江浦514 ヤマハマリーナ沼津内

TEL.055-939-0922　FAX.055-939-1413
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伊東港

TEL.053-578-2452◆FAX.053-578-2469
〒431-0421　湖西市新所4494-90

スズキマリーナ浜名湖
（株）スズキマリン

1

http://www.suzukimarine.co.jp/marina/hamanako/

正

TEL.053-578-1114◆FAX.053-578-1811
〒431-0411　湖西市入出字長者1380

ヤマハマリーナ浜名湖
（株）マリコム東海

2

http://www.y-m-h.co.jp/

正

TEL.053-487-0590◆FAX.053-487-2527
〒431-1203　浜松市西区平松町520-29

葵マリン（株）3 正

TEL◆FAX.053-594-0469
〒431-0302　湖西市新居町新居3420-2

(有）ニュー東海マリーナ6

http://www.newtokaimarina.co.jp/

正

TEL.053-592-3109◆FAX.053-592-8331
〒431-0214　浜松市西区舞阪町弁天島2728

弁天島マリーナ
藤原商事（株）

7

http://www.benten-m.com/

正

TEL◆FAX.053-592-0505
〒431-0302　湖西市新居町新居3397-1

はしくにマリーナ
（有）はしくに

8

http://www7.plala.or.jp/hasikuni/

正

（有）マリンサポート

TEL◆FAX.053-576-4906
〒431-0441　湖西市吉美950-22

湖西マリーナ9 正

正
TEL.053-522-4666◆FAX.053-522-4790
〒431-1305　浜松市北区細江町気賀11152

（株）ジョナサン 10

http://www.jona-3.com/

正
TEL.053-523-0989◆FAX.053-523-0986
〒431-1305　浜松市北区細江町気賀10881-5

テイホーマリン
(有)寸座船舶整備 

5

E-mail:teiho@jp.bigplanet.com

正
TEL.053-595-1588◆FAX.053-595-1589
〒431-0301　湖西市新居町中之郷3622

新居マリーナ
（株）浜名湖エンタープライズ

4

http://arai-marina.net/

正
TEL◆FAX.053-522-0096
〒431-1305　浜松市北区細江町気賀11429

水神荘マリーナ11

正
TEL.053-523-3333◆FAX.053-523-3344 
〒431-1305　浜松市北区細江町気賀11417-1

寸座マリーナ17

正
TEL.053-576-1807◆FAX.053-575-0766
〒431-0431　湖西市鷲津2528

ワシズマリーナ（株）18

http://www.washizu-marina.co.jp/

正
TEL.053-592-2891◆FAX.053-596-2436
〒431-0211　浜松市西区舞阪町舞阪2703-5

(有)サン・マリン 16

正
TEL.053-447-2758◆FAX.053-489-2878
〒432-8052　浜松市南区東若林町678

(有)和泉マリン15

正
TEL.053-592-3820◆FAX.053-592-3813
〒431-0102　浜松市西区雄踏町字布見9907

(有)神村マリン･モータース14

E-mail:k.marine@poem.ocn.ne.jp

正
TEL◆FAX.053-523-2774
〒431-1305　浜松市北区細江町気賀10083-3

西気賀マリン13

正
TEL.053-489-2877◆FAX.053-489-2880
〒431-1207　浜松市西区村櫛町4607-13

ボートクラブ カナル
（有）ケイ エム ツー

12

http://www.bc-canal.com/

賛
TEL.053-458-6043◆FAX.053-458-8309
〒430-0929　浜松市中区中央1-12-1 静岡県浜松総合庁舎10Ｆ

（財）浜名湖総合環境財団25

http://www.hamanako-zaidan.or.jp/ 

賛
TEL.053-592-3125◆FAX.053-592-3157
〒431-0214　浜松市西区舞阪町弁天島3126-24

金子機械26

賛
TEL.053-578-1330◆FAX.053-578-3118
〒431-0404　湖西市太田110

浜名湾海洋サービス27

http://hamanawan.com/ 

賛
TEL.053-594-4019◆FAX.053-594-1860 
〒431-0301　湖西市新居町中之郷3622 

スギウラマリンサービス28

http://www.sugiura-marine.com/

賛
TEL.045-212-9282◆FAX.045-212-9343
〒231-0011　神奈川県横浜市中区太田町4丁目47番地
　　　　　　　コーワ太田町ビル2F

（一財）日本海洋レジャー安全・
振興協会29

http://www.kairekyo.gr.jp/ban/

正
TEL.053-487-0264◆FAX.053-487-3637
〒431-1209　浜松市西区舘山寺町3289番地の3

（有）浜名湖マリーナ19

http://www.fantommarine.com/hamanako/index.html

正
TEL.0558-56-0201◆FAX.0558-56-0082
〒410-3502　賀茂郡西伊豆町安良里５５６-３

アラリマリーナ
伊豆漁業協同組合　安良里支所 

46

正
TEL.0558-42-0396◆FAX.0558-42-3144
〒410-3618　賀茂郡松崎町道部371-1

（有）伊豆松崎マリーナ44

http://izu-matsuzaki-marina.p-kit.com/

正

〒413-0004　熱海市初島800
TEL.0557-67-3222◆FAX.0557-67-3225 
初島　フィッシャリーナ
リゾートトラスト（株）　初島クラブ

45

http://reserve.resort.co.jp/hotels/xiv/hatsu/facility/marine/

TEL.0538-32-9743◆FAX.0538-32-1201 
〒438-0026　磐田市西貝塚3377番地ヤマハモーターサポート＆
 サービス業務部内

ヤマハボート安全会20 賛

TEL.053-467-6556◆FAX.053-467-6470
〒430-0802　浜松市東区将監町1丁目8-1 201号

（株）ジェイ・クリエイション21 賛

TEL◆FAX.053-448-6720
〒431-0302　湖西市新居町新居３４２０－２

(有)ワダマリンサービス 22 賛

賛
TEL.0538-37-4151◆FAX.0538-37-4291
〒438-0026　磐田市西貝塚3281-3

ヤマハモーターサポート＆サービス（株）
石油営業部24

http://www4.tokai.or.jp/z-katayama/

TEL◆FAX.053-594-1909
〒431-0302　湖西市新居町新居896-91

（株）片山造船所23 賛

賛
TEL.055-931-2083◆FAX.055-931-3928
〒410-0823　沼津市我入道浜町311

（株）寺尾造船所38

http://www.teraozousen.com/

賛
TEL.055-931-3553◆FAX.055-941-9567
〒410-0822　沼津市下香貫牛臥3051-1

沼津セイリングスポット39

http://www6.shizuokanet.ne.jp/usr/sailing/ 

賛
TEL.055-943-2054◆FAX.055-941-3024
〒410-0225　沼津市内浦重須304

（有）内浦造船所40

http://www.uchiurazosen.com/

賛
TEL.0558-94-2241◆FAX.0558-94-4152
〒410-3402　沼津市戸田59-5

戸田マリンクラブ41

TEL.055-951-7115◆FAX.055-951-2414
〒410-0867　沼津市本字千本1905-34

沼津みなとマリーナ34
沼津埠頭（株）

正

TEL.055-939-0421◆FAX.055-939-1135
〒410-0103　沼津市江浦15-18

大富運輸（株）ヌマヅマリーナ35

http://www.numazu-marina.com/

http://www.minato-marina.jp/

正

TEL.055-939-0311◆FAX.055-939-1413
〒410-0103　沼津市江浦514

ヤマハマリーナ沼津
（株）マリコム東海 

36

http://www.y-m-numazu.jp/

正

TEL.055-933-3600◆FAX.055-933-4032
〒410-0104　沼津市獅子浜字大久保山１-11

（株）富士ボーティング37

http://www.fujiboating.co.jp/

正

TEL.0558-22-5511◆FAX.0558-22-3823
〒415-0013　下田市柿崎36-54

下田ボートサービス（株）

http://www.umi-eki.jp/uminoeki/shimoda.html

42 正

TEL.0557-81-8840◆FAX.0557-81-8843
〒413-0014　熱海市渚町10-9

（株）スパ・マリーナ熱海43

http://www.s-m-atami.co.jp/

正

特森　竹治郎
静岡県議会議員

特別会員
賛

TEL.0557-81-6185◆0557-81-9858 
〒413-0029　熱海市小嵐町１４－８

熱海水上スキーモーターボート協会49

正
TEL.0557-38-3811◆FAX.0557-38-1880
〒414-0002 静岡県伊東市湯川571-19

伊東サンライズマリーナ47

http://www.ito-marinetown.co.jp

伊東マリンタウン（株）

正
TEL.0558-56-0311◆FAX.0558-56-0220
〒410-3502 賀茂郡西伊豆町安良里908

（有）アラリシップビルダーズ48

http://www.arariship.jp/　

西部

東部

伊豆

正会員正 賛助会員賛 特別会員特

正
TEL.0543-52-8131◆FAX.0543-52-8133
〒424-0944　静岡市清水区築地町5-6

（株）清水マリーナ30

http://www.shimizu-marina.jp/

正
TEL.054-337-1113◆FAX.054-337-1115 
〒424-0902　静岡市清水区折戸2-1-3

富士山羽衣マリーナ32

http://fujisan-hagoromo-marina.jp/

賛
TEL.054-272-7730◆FAX.054-253-9343
〒420-0853　静岡市葵区追手町9-18 静岡中央ビル3F

静岡県遊漁船業協会33

正
TEL.0548-32-8565◆FAX.0548-32-8568
〒421-0302　榛原郡吉田町川尻3138-69

京王マリーナ
大塚商事（株）

31

http://otsuka-shouji.co.jp/

中部
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静 岡 県 マ リ ー ナ 協 会

会員一覧 平成28年
5月1日現在


