The Ports of the World are Our Workshop
世界の港は我々のワークショップ

マリーン エンタープライズ株式会社

わたくしたちは世界を網羅する
舶用・汎用機器類の総合サービス
エンジニアリング企業 です。

1961 年に創立され、60 年余に亘り船舶修理の経験を積み重ねてきました。
弊社のエンジニアは船上、及び陸上現場で多岐に渡る舶用・汎用機器の修理・メンテナンス・点検を管理しています。●
舶用機器メーカーのサービス代理店として、サービスの受注から完工まで、一貫したアフターサービスを行っています。

サービス内容
● 主機関、補助機関の解放点検、修理
● 電気関係点検、修理
● SOx スクラバーの制御システム点検、修理
● 各種ポンプ、操舵機、コンプレッサー、冷凍機の点検、修理
● ウインドラス、ウインチ、デッキクレーンの修理
● 船体及び鉄鋼工事
● ボイラー関係点検、修理
● 水中工事
● 各種エレベータ一点検整備

サービス品質とエンジニアリング
能力は弊社の最優先事項です
スタッフは幅広い機器の知識を維持する●
ため、定期的に研修を受けます。●
海外サービス代行店の多くはロイドの認定
を受けています。複雑な機器・部品に関する
技術を向上させるため、各メーカーと●
協力して日本あるいは現地でトレーニング
を実施しています。スタッフは英語による●
船主とのコミュニケーションやサービス●
レポートの作成にも習熟しています。

We are a globally operating
engineering service company for
marine and general purpose machinery

Established 1961 in Kobe, Japan, we have 60 years of experience in ship repairs.
Our engineers manage on-site repairs, maintenance and inspection for equipment on vessels and at
industrial plants. As agent for marine equipment manufacturers we provide full after-sales service
from the first estimate to completion of the job and invoicing.

Our Services
●● Main engine and auxiliary engine repair and inspection
●● Electricity related works
●● SOx scrubber system inspection, maintenance and repair
●● Pump, steering gear, air compressor, AC, reefer unit repair
●● Windlass, winch, deck crane repairs
●● Hull repair and steel construction works
●● Boiler repair works
●● Underwater diving works
●● Ship elevator inspection

Service quality and engineering
skills are our highest priority
Our staff attends regular training
to maintain high-level knowledge
of a wide range of equipment. Many
of our service partners are Lloyd's
certified. For complex machinery
we arrange training courses in
cooperation with manufacturers.
All staff members are accustomed
to communication and service
report preparation in English.

グローバルネットワーク
世界中の弊社のサービス代行店（50 社以上）を通じ、各種機器・装置の●
アフターサービスを提供いたします。富士電機 ( 株 )、眞鍋造機 ( 株 )、●
西芝電機 ( 株 ) の海外アフターサービス総代理店です。

Global Network

Through a network of over 50 partner companies we offer
worldwide after-sales service and repairs for marine and general
purpose equipment. We are the Overseas General Service Agent
for Japanese manufacturers FUJI ELECTRIC, MANABE ZOKI and
NISHISHIBA ELECTRIC.

● マリーンエンタープライズ及び関連会社 / MARINE ENTERPRISE or Affiliate

● サービス代行店 / Service Agent

お問い合わせ / Inquiries:

www.marient.co.jp

マリーン エンタープライズ株式会社
〒 650-0046
兵庫県神戸市中央区港島中町 5 丁目 1-1
TEL●078-302-0171
FAX●078-302-0177
E-mail:●support@marient.co.jp

MARINE ENTERPRISE Co., Ltd.

マリーン エンタープライズ神戸本社ビル / MARINE ENTERPRISE Kobe Head Office

Minatojima-nakamachi 5-1-1, Chuo-ku
Kobe 650-0046
JAPAN
TEL +81-(0)78-302-0171
FAX +81-(0)78-302-0177
E-mail: support@marient.co.jp

