
福島県 加盟店名簿

〒960-0102

福島県福島市鎌田字卸町１４−５

〒960-2155

福島県福島県福島市さくら三丁目１−７

〒960-0102

福島県福島市鎌田字蛭川２−５

〒960-0116

福島県福島市宮代字鍋屋敷２０

〒960-8074

福島県福島市西中央五丁目３２−１

〒960-0633

福島県伊達市保原町二井田字泉畑１３８

〒960-0747

福島県伊達市梁川町字町裏６５−１

〒960-0757

福島県伊達市梁川町字幸町６５

〒960-1403

福島県伊達郡川俣町大字大綱木字上台５−１

〒960-0808

福島県伊達市霊山町下小国字道割堂１

〒969-1629

福島県伊達郡桑折町西町２６

〒969-1603

福島県伊達郡桑折町上町５８

〒969-1761

福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田三１４−２

〒964-0903

福島県二本松市根崎２−４１

〒964-0987

福島県二本松市冠木７７−６

〒969-1404

福島県二本松市油井字中田３２

〒960-0113

福島県福島市北矢野目字小原田西２１−1

〒960-0116

福島県福島市宮代字田中56
024-553-2508

栃窪農機（株） 024-553-0535

（有）大内農機具店 024-534-1232

福島県農業機械商業協同組合 024-553-7892

県北支部

矢内農機商会 024-593-3431

櫻屋機械（有） 024-553-0145

（有）服部農機店 0243-22-2190

（有）国見農機商会 024-585-2421

大友農機店 0243-23-0876

原農機具店 024-576-3681

（有）大和農機店 024-577-0168

（有）蓬田農機商会 024-582-3221

（株）フクトウ 024-553-2910

瀬戸農機商会（有）

（有）信和農機商会 024-577-5962

（株）渡辺機械 024-565-2484

中央農機二本松 0243-23-3676

（有）霊山機械 024-586-2317

（有）深澤農機店 024-582-2160

1 / 4 



〒969-1128

福島県本宮市本宮字舘町１５８−１

〒969-1151

福島県本宮市本宮字千代田８４−１

〒969-1155

福島県本宮市本宮字反町５１

〒963-8811

福島県郡山市方八町２−５−１９

〒963-8041

福島県郡山市不動前1-50

〒963-0531

福島県郡山市日和田町高倉字杉下１６−１

〒963-0211

福島県郡山市片平町字大山南２−１６

〒963-0534

福島県郡山市日和田町字日和田２５７

ヤンマーアグリジャパン（株） 〒963-0725

 東日本カンパニー 南東北支社 福島県郡山市田村町金屋字下夕川原６８−１

〒963-0107

福島県郡山市安積4-293-1

〒963-0107

福島県郡山市安積町日出山２−１１５

〒962-0839

福島県須賀川市大町２４１

〒962-0028

福島県須賀川市茶畑町３５

〒962-0402

福島県須賀川市仁井田字北和久１６

〒962-0727

福島県須賀川市小作田字梨子木内５５

〒963-7711

福島県田村郡三春町桜ケ丘３−２−５

〒963-7704

福島県田村郡三春町熊耳字南原５３−１

〒963-4111

福島県田村市大越町上大越字古町１５３

〒963-4312

福島県田村市船引町船引字時の宮７７−３

〒963-8832

福島県郡山市山根町2-5

〒963-3521

福島県田村郡小野町大字飯豊字柿人35

福菱機器販売（株） 024-932-1557

（有）鈴木商会 0247-62-1404

柳沼農機具店 0247-79-2298

（有）船引農機店 0247-82-1216

（有）渡辺鉄工所 0248-75-3719

（有）山本農機店 0248-79-3151

（有）橋本農機商会 0247-62-5100

（有）田母神農機店 024-944-2812

（有）伊豆屋農機本店 0248-75-0155

熊澤農機店 0248-73-2448

（有）大久保農機店 024-958-2051

024-943-2424

（株）ヰセキ東北福島支社 024-945-4661

（株）カゲヤマ 024-951-0356

（有）伊豆農機店 024-944-3100

（有）菱沼商会 024-922-1783

（株）南東北クボタ 024-958-4444

会田農機店 0247-72-6233

（株）丸山商会 0243-33-3861

（株）中条商会 0243-34-4227

県中支部

（有）本宮ヤンマー商会 0243-33-2441
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〒961-0102

福島県西白河郡中島村滑津字御蔵場２３

〒961-0309

福島県白河市東深仁井田字刈敷坂８９

〒961-0403

福島県白河市表郷番沢字大仙８８−２

〒969-0241

福島県西白河郡矢吹町字天開６８０

〒969-0400

福島県岩瀬郡鏡石町字鏡沼３１１

〒963-7808

福島県石川郡石川町双里桜町３６

〒963-7808

福島県石川郡石川町双里桜町３０−２

〒963-7858

福島県石川郡石川町下泉１１−２

〒963-7857

福島県石川郡石川町当町１１３−５

〒963-5118

福島県東白川郡矢祭町東舘字舘本４４−２

〒961-0302

福島県白河市東上野出島字反町７９

〒974-8232

福島県いわき市錦町中迎２−７−１

〒972-0161

福島県いわき市遠野町上遠野字本町１０１

〒969-0261

福島県西白河郡矢吹町弥栄４３７

〒961-0013

福島県白河市大字舟田字水口5-1

〒963-6100

福島県東白川郡棚倉町字仲居野96-8

〒963-6302

福島県石川郡玉川村南須釜字荻野田118-2

〒969-0236

福島県西白河郡矢吹町北町194-5

0248-34-2373

（株）そのべ 0246-63-0612

県南・いわき支部

矢吹機械店 0247-26-4015

（有）さかもと 0248-45-2628

橋本農機店 0248-62-2355

藤島商事（株） 0247-26-2581

（有）向井農機 0248-52-2256

冨田農機店 0248-34-2643

（有）県南農機 0248-32-3993

矢内農機店 0247-26-2652

（有）五箇アグリ 0248-29-2307

（有）松本商会 0247-33-4407

作山機械（株）玉川事務所 0247-57-3133

（有）岩佐商会 0248-42-2448

(資)村上農機商会 0247-26-2678

（有）齋藤農機種苗店 0246-89-3018

  (株)鈴木メンテナンスサービス 0248-41-2526

（有）金澤工業所 0247-46-3181

鈴木農機店
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〒976-0015

福島県相馬市塚ノ町２−６−２０

〒999-3764

山形県東根市神町東1-18-3　ﾊｲｱｯﾄﾏﾝｼｮﾝ神町503

〒976-0033

福島県相馬市新田字南城１１６−２

〒979-1513

福島県双葉郡浪江町幾世橋字大添21

〒975-0038

福島県南相馬市原町区日の出町189-1

〒965-0089

福島県会津若松市神指町東城戸13

〒965-0862

福島県会津若松市本町８−１６

〒965-0034

福島県会津若松市上町７−１３

〒965-0053

福島県会津若松市町北町上荒久田字古屋敷１３

〒967-0634

福島県南会津郡南会津町下山字田中１００

〒969-6251

福島県大沼郡会津美里町永井野字岩ノ神２０９６

〒969-6515

福島県河沼郡会津坂下町字福原前甲４０９８

〒969-3545

福島県河沼郡湯川村大字桜町字中町２４０

〒968-0601

福島県南会津郡只見町小林字上照岡806

〒965-0064

福島県会津若松市神指町大字黒川字街道西250

〒969-6213

福島県大沼郡会津美里町勝原字竹原355

会津支部

（株）スズトメ 0242-22-6101

（株）板倉鉄工所 0244-44-2125

（有）結城農機 0244-36-8955

相双支部

相馬ホンダ農機商会 0244-35-3051

ホシ・アグリサービス 0242-54-7010

二瓶農機店 0242-22-0297

坂内農機店 0242-22-4936

（有）マスヤ 0241-73-2234

常磐菱農（株） 0240-35-3333

常磐菱農（株）原町営業所 0244-22-5631

（有）渡部農機商会 0242-27-0341

若林機販 0241-86-2539

（株）Ａ＆Ａ 0242-24-2901

スズキ農機店 0241-27-8449

大一農機店 0242-54-2433

会津菱農（株） 0242-83-3480
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