
茨城県 加盟店名簿

〒310-0003

水戸市柳河町字下坪309-2

〒310-0813

茨城県水戸市浜田町４５１

〒310-0844

茨城県水戸市住吉町１０７−４

〒310-0912

茨城県水戸市見川５−１２２５−２

〒310-0836

茨城県水戸市元吉田町１０２７

〒311-0133

茨城県那珂市鴻巣１１３５−１

〒311-3423

茨城県小美玉市小川１３２７

〒319-0123

茨城県小美玉市羽鳥２６８７

〒311-4303

茨城県東茨城郡城里町石塚２２１１−２

〒311-4343

茨城県東茨城郡城里町下阿野沢７０５

〒311-4323

茨城県東茨城郡城里町上圷４３２０

〒311-4613

茨城県常陸大宮市長倉８３１

〒311-4613

茨城県常陸大宮市長倉１３８９−１

〒311-1311

茨城県東茨城郡大洗町大貫町２８１

〒309-1611

茨城県笠間市笠間１６１９−２

〒309-1611

茨城県笠間市笠間３１１

〒309-1454

茨城県桜川市上城２３１−１

〒309-1703

茨城県笠間市鯉渕６５２０—６７

〒312-0035

茨城県ひたちなか市枝川字赤城２３５６−２

〒311-1235

茨城県ひたちなか市田中後３７－１１

〒319-1101

茨城県那珂郡東海村石神外宿２５７０−３

茨城県農機具商業協同組合 0292-26-1451

（有）安達農機

（資）川崎農機商会

（有）タチハラ機販

（株）タイショー

029-221-6193

029-247-8523

029-251-9431

029-247-5411

長嶋商社農機部

和泉商会

小野屋機販（有）

（有）長山機械店

（有）小林農機具店

（株）北畠農機商会

三菱農機販売（株） 茨城支店

国利農機具（株）

（株）川又商会

（有）島製作所

（有）横山農機店

桂農機商会

（株）平賀機工

（株）イバノウ

大内農機商会

東海農工（株）

0295-55-2228

0295-55-2303

029-266-1602

0296-72-0312

0296-72-0444

0296-75-2401

029-353-2140

0299-58-2705

0299-46-0523

029-288-3289

029-289-3012

029-289-2523

0296-77-0183

029-225-2786

029-262-3739

029-282-2786



〒311-0107

茨城県那珂市額田南郷３５５−２

〒311-0105

茨城県那珂市菅谷６０４−１

〒319-2264

茨城県常陸大宮市栄町１２９８－１９

〒313-0014

茨城県常陸太田市木崎二町２００４

〒313-0063

茨城県常陸太田市内堀町２３７９

〒319-3531

茨城県久慈郡大子町上岡２８７４−２

〒318-0002

茨城県高萩市高戸１２２

〒311-1517

茨城県鉾田市鉾田２０１２

〒311-1504

茨城県鉾田市安房１２３１

〒311-1517

茨城県鉾田市鉾田２３８９−１

〒311-2116

茨城県鉾田市札６４７−２

〒311-2116

茨城県鉾田市札６００−１

〒311-1406

茨城県鉾田市田崎４０１０

〒314-0036

茨城県鹿嶋市大船津２５２８

〒314-0036

茨城県鹿嶋市大船津２５４２

〒314-0035

茨城県鹿嶋市根三田１６４−３

〒311-2436

茨城県潮来市牛堀５６０−１

〒311-2435

茨城県潮来市上戸２２８２

〒311-2421

茨城県潮来市辻２８１−２

〒311-2424

茨城県潮来市潮来１０２８−３

〒311-3515

茨城県行方市井上１６９７

〒311-3512

茨城県行方市玉造甲１８４−４

（有）三国屋農機具店

小瀬屋農機

（有）隼農機商会

（有）岩倉農機

（有）清水農機商会

大和田農機店

（有）山田農機

（株）海野農機商会

（有）明光社

飯島農機店

（株）新萬工舎

大里機械店

丸越機械店

（株）伊藤機械店

（有）小野瀬農機店

（有）小沼農機商会

（資）村屋農機店

（資）集栄社

高橋農機具店

小松崎機械（株）

高野機械店

（有）塙農機具店

0295-52-0377

0294-72-5181

0294-72-0553

0295-72-2802

0293-22-2309

0291-32-2761

029-298-4152

029-298-0524

0299-82-1729

0299-82-1250

0299-64-2646

0299-64-5780

0299-62-2153

0299-62-2485

0291-32-2329

0291-32-2348

0291-39-3006

0291-39-3007

0291-37-1634

0299-82-1253

0299-56-0117

0299-55-0503



〒301-0012

茨城県竜ヶ崎市上町２９１５−３

〒301-0824

茨城県竜ヶ崎市下町５００９

〒301-0816

茨城県竜ヶ崎市大徳町２３５

〒301-0035

茨城県竜ヶ崎市稗柄町１１−６

〒300-0504

茨城県稲敷市江戸崎甲２７６０−３

〒300-0504

茨城県稲敷市江戸崎甲２７２４−１

〒300-0331

茨城県稲敷郡阿見町大字阿見４８１８

〒300-0723

茨城県稲敷市境島５８８−６

〒300-1273

茨城県つくば市下岩崎１３４９

〒300-0812

茨城県土浦市下高津２−５−２２

〒300-0841

茨城県土浦市中番外１２−９

〒300-4231

茨城県つくば市北条８３

〒300-0044

茨城県土浦市大手町５−１４

〒315-0014

茨城県石岡市国府５−２−２５

〒315-0056

茨城県かすみがうら市上稲吉１９４１−６

〒305-0854

茨城県つくば市上横場４４４-９

〒300-2633

茨城県つくば市遠東１７６７

〒300-0332

茨城県稲敷郡阿見町中央１−５−３３

〒300-4223

茨城県つくば市小田１８８２−１

〒300-2617

茨城県つくば市吉沼１１１８

〒300-2613

茨城県つくば市大字西高野896

〒300-2402

茨城県つくばみらい市坂野新田１２−４２

中村農機

（有）若栗鉄工所

（株）ヰセキ関東

宮川機械店

（有）塚本農機商会

（株）菊地鉄工所

若井（株）

（有）三藤農工

（有）糸賀機械店

山崎機械サービス

久保田機械店

広瀬産業（株）

（株）岡田農機具店

（株）塚田商店

（有）塚本農機具店

（株）関東甲信クボタ

（株）伊藤農機

（有）広瀬機械店

（有）熊野屋製作所

（有）鈴機

文平産業（株）土浦営業所

ヤンマーアグリジャパン（株）

茨城事務所

029-892-2419

029-892-2220

029-887-6131

0299-78-2952

029-876-0115

029-821-0879

0297-62-0201

0297-62-2340

0297-62-0928

0297-66-3325

029-847-2551

029-887-1116

029-867-0097

029-865-1022

029-865-0028

0297-52-1570

029-841-0312

029-867-0015

029-821-0244

0299-22-3010

0299-59-5666

029-836-8800



〒308-0007

茨城県筑西市折本５４０−１５

〒300-2706

茨城県常総市新石下１０１９−１

〒308-0865

茨城県筑西市山崎１４３３

〒308-0014

茨城県筑西市羽方1209

〒308-0123

茨城県筑西市関本上中１９５−１

〒308-0126

茨城県筑西市関本中１０９

〒309-1106

茨城県筑西市新治１９６７−５２

〒309-1111

茨城県筑西市上星谷６５−２

〒307-0001

茨城県結城市結城５４１

〒307-0001

茨城県結城市結城２３７０

〒307-0033

茨城県結城市山川新宿１２４

〒309-1215

茨城県桜川市御領２−１３

〒300-2706

茨城県常総市新石下1019-1

〒300-2707

茨城県常総市本石下６−２

〒300-3544

茨城県結城郡八千代町若９９６

〒300-3555

茨城県結城郡八千代町芦ヶ谷６５５－５

〒306-0645

茨城県坂東市長須４５７６−１

〒306-0114

茨城県古河市山田７７０−９

〒306-0433

茨城県猿島郡境町１４０７−２

〒310-0836

茨城県水戸市元吉田町１２６７−４

〒319-0323

茨城県水戸市鯉淵町２９１９−２

〒319-1111

茨城県那珂郡東海村舟石川２４６−４

（有）日向農機具店

小田部機械店

（有）ノベキカイシステム

（有）丸勝農機商会

（有）青木農機

谷中商会

（有）赤城商会

（有）谷中商会本店

（株）中川農機具店

（株）中川農機具店 下館営業所

（有）ストー

（有）宮田機械店

新菱農機（株）

（株）カマリ

(株)カマリ　鯉渕カマリ

(株)カマリ　東海カマリ

（有）谷中商会本店

（有）谷中農機

（株）嶋田農機

金子農機店

木村機械店

（有）沼田農機

0296-57-2155

0296-57-2109

0296-33-3626

0296-32-2352

0296-35-0031

0296-75-3325

0296-22-3384

0297-42-2700

0296-22-2281

0296-22-6784

0296-37-3233

0296-37-6726

0280-87-0045

029-304-3366

029-259-2231

029-282-8423

0297-42-2700

0297-42-2200

0296-48-1025

0296-48-0078

0297-35-1379

0280-76-1036



〒313-0013

茨城県常陸太田市山下町１４３１−７

〒319-3526

茨城県久慈郡大子町大子６５１

〒311-0134

茨城県那珂市飯田２６８４

〒311-0111

茨城県那珂市後台２０８２

〒311-1125

茨城県水戸市大場町４５４１−１

〒319-0107

茨城県小美玉市小岩戸１２９８−２

〒319-0126

茨城県小美玉市大谷２８２−１０

〒300-1535

茨城県取手市清水甲１０３

〒300-0734

茨城県稲敷市結佐１２４９−２

〒308-0855

茨城県築西市下川島４１７−１

〒300-4417

茨城県桜川市真壁町飯塚９７６

〒300-4115

茨城県土浦市藤沢３５５２

〒311-3832

茨城県行方市麻生１５６１−１１

〒300-0331

茨城県稲敷郡阿見町阿見４８１８－１

〒300-1412

茨城県稲敷市柴崎364

〒304-0045

茨城県下妻市山尻相畑３８８－２

〒314-0254

茨城県神栖市太田４６４９

〒311-1511

茨城県鉾田市柏熊３９８－１

〒300-4201

茨城県つくば市寺具字西原１３３２−９

〒300-0835

茨城県土浦市大岩田１３０９−１２

〒300-4201

茨城県つくば市寺具１３３２−９

〒300-2402

茨城県つくばみらい市坂野新田１２−４２

(株)カマル　太田カマリ

（株）スズキアムテック

（株）ヰセキ関東　東営業所

（株）ヰセキ関東　県西支店

（株）ヰセキ関東　真壁営業所

（株）ヰセキ関東　土浦ＳＳ

（株）ヰセキ関東　麻生支店

（株）ヰセキ関東　霞ヶ浦支店

(株)スズキアムテック　那珂営業所

（株）ヰセキ関東　水戸支店

（株）ヰセキ関東　大洗営業所

（株）ヰセキ関東　県央営業所

（株）ヰセキ関東　石岡営業所

（株）ヰセキ関東　藤代支店

茨城菱農（株）つくば営業所

（株）関東甲信クボタ　谷田部営業所

（株）ヰセキ関東　稲敷営業所

（株）ヰセキ関東　常総つくば支店

（株）ヰセキ関東　波崎営業所

（株）ヰセキ関東　鉾田営業所

茨城菱農（株）

茨城菱農（株）土浦営業所

0294-72-0468

0295-72-0063

0299-78-2821

0296-32-5271

0296-55-0370

029-862-1500

0299-72-3000

029-880-3120

029-298-3384

029-295-4483

029-269-3517

0299-48-1381

0299-46-4426

0297-82-5715

0296-43-2568

0297-52-1520

0297-87-2147

0296-47-1020

0479-46-6680

0291-33-4105

029-869-1045

029-821-1398



〒300-4354

茨城県つくば市国松３２６２

〒304-0023

茨城県下妻市大串１１７−１

〒300-2505

茨城県常総市中妻町２６１４

〒306-0404

茨城県猿島郡境町長井戸１７０

〒306-0014

茨城県古河市下山町２−５

〒307-0043

茨城県結城市大字武井字海道割１２５６−５

〒300-0603

茨城県稲敷市伊佐部２４００−２

〒302-0017

茨城県取手市桑原２２０−２

〒301-0816

茨城県龍ヶ崎市大徳町１１０３-１

〒300-0500

茨城県稲敷市江戸崎野々入甲１２０９

〒311-3122

茨城県東茨城郡茨城町上石崎４６９３-２８

〒300-0603

茨城県稲敷市伊佐部７１０

〒305-0854

茨城県つくば市上横場４４４-９

〒308-0811

茨城県筑西市茂田北原１７３５-３７

〒304-0075

茨城県下妻市大字南原４８-３

〒300-2505

茨城県常総市中妻町北浦２６０９

（株）関東甲信クボタ　つくば営業所

（株）関東甲信クボタ　下妻営業所

（株）関東甲信クボタ　水海道営業所

（株）関東甲信クボタ　境営業所

ヤンマーアグリジャパン（株）

 関東甲信越カンパニー 水戸支店

ヤンマーアグリジャパン（株）

 関東甲信越カンパニー 東支店

ヤンマーアグリジャパン（株）

 関東甲信越カンパニー つくば伊奈支店

ヤンマーアグリジャパン（株）

 関東甲信越カンパニー 北つくば支店

ヤンマーアグリジャパン（株） 

関東甲信越カンパニー 下妻支店

ヤンマーアグリジャパン（株）

 関東甲信越カンパニー 水海道支店

（株）関東甲信クボタ　古河営業所

（株）関東甲信クボタ　結城営業所

（株）関東甲信クボタ　東営業所

（株）関東甲信クボタ　取手営業所

ヤンマーアグリジャパン（株） 

関東甲信越カンパニー 竜ヶ崎支店

ヤンマーアグリジャパン（株）

 関東甲信越カンパニー 稲敷支店

029-866-2588

0296-44-3874

0297-22-7177

0280-87-1320

029-293-6801

0299-79-2196

029-836-8003

0296-25-5774

0296-43-2484

0297-22-9330

0280-32-1520

0296-20-9500

0299-79-0891

0297-72-3311

0297-62-2503

029-892-1785


