
栃木県 加盟店名簿

〒321-0933

栃木県宇都宮市簗瀬町１２９１

〒325-0116

栃木県那須塩原市木綿畑６２０

〒329-3215

栃木県那須郡那須町大字寺子乙３９３５

〒329-3436

栃木県那須郡那須町大字伊王野１８００

〒324-0057

栃木県大田原市住吉町２−１１−１０

〒324-0055

栃木県大田原市新富町２−４−２３

〒324-0052

栃木県大田原市城山１−６−３７

〒324-0052

栃木県大田原市城山２−１５−４

〒324-0053

栃木県大田原市元町１−２−１８

〒324-0011

栃木県大田原市北金丸１５４６−２

〒324-0032

栃木県大田原市佐久山１９８１

〒324-0031

栃木県大田原市藤澤３０５

〒324-0234

栃木県大田原市前田１４２

〒329-2704

栃木県那須塩原市新南３５−９

〒324-0057

栃木県大田原市住吉町２−１１−１４

〒321-0626

栃木県那須烏山市初音３−１５

〒321-0626

栃木県那須烏山市初音１１３０

〒321-0624

栃木県那須烏山市旭２−１１−２０

〒321-0605

栃木県那須烏山市滝田９９６−３

〒324-0501

栃木県那須郡那珂川町小川２７５５

〒324-0501

栃木県那須郡那珂川町小川２５８９

0287-96-3107

0287-96-3105

0287-23-7228

0287-82-2364

0287-84-2230

0287-84-1550

0287-82-3434

0287-23-4114

0287-22-3324

0287-23-4890

0287-28-0046

0287-28-0903

0287-54-2115

0287-72-0081

0287-75-2598

0287-22-2638

0287-22-2325

0287-22-2818

（有）横山農機

（有）菱沼農機商会

（株）黒須商事

高久商会

（有）タカエ

キジガオ農機具店

（有）ダイフク

後藤農機商会

（有）那須農機商会

（有）西海農機

（有）大坂屋農機

（有）加藤農機具店

中村農機具店

（有）室井農機具店

028-633-9356栃木県農業機械商業協同組合

（有）岡田商店 0287-68-0123

磯農機具店

金沢農機具店

（有）金沢農機商会

片柳農機具店

丸越商会 0287-36-0193



〒324-0501

栃木県那須郡那珂川町小川１０２

〒324-0600

栃木県那須郡那珂川町馬頭４０５

〒324-0600

栃木県那須郡那珂川町馬頭１００

〒324-0611

栃木県那須郡那珂川町小砂３８８１

〒329-1312

栃木県さくら市馬場１２３４−５

〒329-1311

栃木県さくら市氏家１８４７−５

〒329-1207

栃木県塩谷郡高根沢町花岡１５３０−２

〒329-1233

栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺２３６６

〒329-1225

栃木県塩谷郡高根沢町石末１５９５

〒329-1402

栃木県さくら市下河戸１４３−１

〒329-2161

栃木県矢坂市扇町１−１１−１９

〒329-2161

栃木県矢坂市扇町１−１６−３

〒329-2221

栃木県塩谷郡塩屋町玉生６６５

〒329-1301

栃木県さくら市箱守新田４０７−２

〒329-1233

栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺山中２２４８−６０

〒329-1207

栃木県塩谷郡高根沢町花岡１４６２−７

〒329-2733

栃木県那須塩原市二区町３５２

〒329-2123

栃木県矢板市上町５９７−２

〒321-0962

栃木県宇都宮市今泉町３２−１

〒320-0012

栃木県宇都宮市山本１−３−３２

〒320-0051

栃木県宇都宮市上戸祭３−２−９

〒320-0056

栃木県宇都宮市戸祭４−１−１６

0287-36-1801

0287-43-5563

028-621-0424

028-622-6205

028-624-6704

028-622-6822

0287-43-0475

0287-43-0366

0287-45-0029

028-682-6040

028-675-7321

028-676-0240

028-682-8947

028-682-2308

028-676-0019

028-675-0114

028-676-2413

028-686-2219

0287-96-3144

0287-92-2043

0287-92-2303

0287-93-0819

（株）福田機械店

（株）岡本農機

佐藤農機具販売

（株）瑞穂商会

（有）阿久津金物店

（有）五味田農機具店

三菱農機販売(株) 栃木支店

高根沢営業所

西那須野営業所

矢板営業所

篠崎農機具店

岡本農機具店

山本機械店

加藤農機商会

（有）斉藤農機商会

大貫機械店

羽石商会

（株）本多商会

岡農産

（有）佐藤農機商会

愛農舎

（有）市村農機店



〒320-0038

栃木県宇都宮市星ヶ丘２−１−７

〒320-0063

栃木県宇都宮市陽西町１−６５

〒321-0112

栃木県宇都宮市屋坂町６５１−１

〒325-0025

栃木県那須塩原市下厚崎５−２００

〒324-0053

栃木県大田原市元町２−８６４−１１

〒329-2745

栃木県那須塩原市三区町５１０−２

〒324-0501

栃木県那須郡那珂川町三輪１４６−１

〒329-1311

栃木県さくら市卯の里４−５２−２

〒329-2142

栃木県矢板市木幡１０６１

〒321-0346

栃木県宇都宮市下荒町３３７７−６

〒321-0903

栃木県宇都宮市下平出町１５９９−９

〒321-4303

栃木県真岡市東郷４８４−５

〒328-0024

栃木県栃木市樋ノ口４２７−１０

〒329-0214

栃木県小山市乙女８５８−１０

〒322-0002

栃木県鹿沼市千渡２３１５−６６

〒322-0601

栃木県上都賀郡西方町金崎３２４

〒321-0914

栃木県宇都宮市下桑島町４０３

〒321-0132

栃木県宇都宮市雀の宮６−１−２

〒321-0158

栃木県宇都宮市西川田本町４−１７−３０

〒321-2116

栃木県宇都宮市徳治郎町２５５

〒321-1261

栃木県日光市今市１０７−２２

〒321-2335

栃木県日光市森友大桑道上９２８−２

028-658-9469

028-665-0016

0288-21-0845

0288-21-0776

0282-22-5765

0285-45-8548

0289-65-3366

0282-92-2346

028-656-3888

028-653-0062

0287-96-2102

028-682-5151

0287-43-0761

028-648-6125

028-664-0577

0285-82-2238

028-621-3643

028-622-0895

028-656-9660

0287-62-0902

0287-22-3807

0287-36-0606

（有）柴崎農機具店

（有）小平農機商会

（有）柴田農機店

鹿沼営業所

金崎営業所

（有）竹井農機商会

（有）高山農具店

ヤナシマ農機商会

塩谷支店

宇都宮営業所

宇都宮東営業所

真岡営業所

栃木営業所

小川営業所

（株）ヰセキ関東信越

黒磯支店

大田原支店

西那須野営業所

小山営業所

氏家支店

秋山商会

上申ホンダ株



〒321-2335

栃木県日光市森友７０２

〒329-1102

栃木県河内郡河内町白沢６８６

〒329-1104

栃木県河内郡河内町下岡本４１９５

〒321-0343

栃木県宇都宮市飯田町２１１−７

〒321-2351

栃木県日光市塩屋室７６−３

〒321-1261

栃木県日光市今市１１４７−１１

〒320-0841

栃木県宇都宮市六道町１２−３１

〒321-0905

栃木県宇都宮市平出工業団地２８－２

〒325-0001

栃木県那須郡那須町大字高久甲字宮ノ町１１８−１５

〒324-0021

栃木県大田原市若草１−７１６−１

〒329-1574

栃木県矢板市乙畑中ノ内１７９６−６

〒329-1102

栃木県河内郡河内町大字白沢１６６７−１

〒329-2744

栃木県那須塩原市西赤田３２３

〒327-0006

栃木県佐野市上台町２０９０−４

〒321-3423

栃木県芳賀郡市貝町塙２２８９−４

〒321-3423

栃木県芳賀郡市貝町塙２２８９−４

〒321-4304

栃木県真岡市東郷字三本木１６６−１

〒323-0008

栃木県小山市小薬７０−５

〒321-0905

栃木県宇都宮市平出工業団地２８－２

〒321-0905

栃木県宇都宮市平出工業団地４３−１５

〒329-2745

栃木県那須塩原市三区町５１８−１５

〒329-1204

栃木県塩谷郡高根沢町文挾１０８

028-660-0117

0287-36-6043

028-676-0824

0283-22-6834

0285-68-4801

0285-68-4808

0285-84-6932

0285-37-2221

028-689-2331

028-689-2341

0287-62-0831

0287-22-2765

0287-48-4511

028-673-7727

0287-37-6825

028-673-3256

028-673-2077

028-648-5565

0288-26-8239

0288-21-1348

028-633-5755

0288-21-1585

ヤンマーアグリジャパン（株）

関東甲信支社 高根沢支店

（株）関東甲信クボタ

芳賀サービスセンター

（株）関東甲信クボタ  真岡営業所

（株）関東甲信クボタ  小山営業所

（株）関東甲信クボタ

宇都宮サービスセンター

ヤンマーアグリジャパン（株）

関東甲信支社 栃木事務所

ヤンマーアグリジャパン（株）

関東甲信支社 那須野ヶ原支店

（株）関東甲信クボタ  大田原営業所

（株）関東甲信クボタ  矢坂営業所

（株）関東甲信クボタ  宇都宮営業所

（株）関東甲信クボタ  西那須野営業

所

（株）関東甲信クボタ  佐野営業所

（株）関東甲信クボタ  芳賀営業所

加藤農機（有）

石岡農機商会

（有）吉新機械店

（有）石橋農機具店

（株）関東甲信クボタ

（株）関東甲信クボタ  黒磯営業所

今市ヤンマー（有）

（有）熊田農機商会

防木農機具店



〒321-3312

栃木県芳賀郡芳賀町大字下延生１７２９−２

〒321-0905

栃木県宇都宮市平出工業団地４３−１５

〒322-0536

栃木県鹿沼市磯町２７−４

〒328-0123

栃木県栃木市川原田町１２７−１

〒329-3133

栃木県那須塩原市沓掛４３９−８

〒322-0045

栃木県鹿沼市上殿町２６５

〒322-0536

栃木県鹿沼市磯町２７−４

〒321-3232

栃木県宇都宮市氷室町８９８−２

〒321-3236

栃木県宇都宮市竹下町１１０１−１１

〒321-4106

栃木県芳賀郡益子町七井６６

〒321-4106

栃木県芳賀郡益子町七井２０−１

〒321-4217

栃木県芳賀郡益子町益子２７７５−７

〒321-3413

栃木県芳賀郡市貝町文谷１４１０

〒321-3531

栃木県芳賀郡茂木町茂木１７３２

〒321-4305

栃木県真岡市荒町５２１９

〒321-3426

栃木県芳賀郡市貝町赤羽３４９４−２

〒321-3426

栃木県芳賀郡市貝町赤羽３６５５

〒321-4522

栃木県芳賀郡二宮町大字長島１４

〒321-4217

栃木県芳賀郡益子町益子３１３５−１

〒321-3531

栃木県芳賀郡茂木町茂木１１２１−１

〒321-3531

栃木県芳賀郡茂木町大字神井８０

〒329-0511

栃木県下野市石橋２８２

0285-63-1801

0285-53-0055

0285-82-2610

0285-68-1151

0285-68-2105

0285-74-2373

0285-72-3328

0285-63-2947

0285-72-2431

0285-72-2453

0285-72-3139

0285-68-0110

0285-63-0161

0282-24-5517

0287-65-1388

0289-62-3497

0289-75-2722

028-667-4069

028-667-2825

028-678-1766

028-660-0174

0289-75-2722

吉住農機店

石塚農機

伸栄農機販売

（有）菱沼商会

（有）高橋機械

（有）坂本商店

（有）末広農機具店

（有）木村農機具店

（有）仲田農機商会

（有）松本農機

（有）石川

㈲岸野農機具店

（株）渡辺農具店

ヤナギ農機店

高田酪農機（株）

大塚鉄工所

石塚農機具店

ヤンマーアグリジャパン（株）

関東甲信支社 芳賀支店

ヤンマーアグリジャパン（株）

関東甲信支社 宇都宮アグリサポートセン

ター

ヤンマーアグリジャパン（株）

関東甲信支社 栃木都賀支店

ヤンマーアグリジャパン（株）

関東甲信支社 栃木営業所

ヤンマーアグリジャパン（株）

関東甲信支社 那須営業所



〒329-0511

栃木県下野市石橋１７１

〒329-0414

栃木県下野市小金井１３２

〒329-0524

栃木県河内郡上三川町大字多功１８６２−２

〒329-0611

栃木県河内郡上三川町上三川４９４４

〒329-0611

栃木県河内郡上三川町上三川４９４４

〒329-0617

栃木県河内郡上三川町上蒲生２３

〒329-0600

栃木県河内郡上三川町下町３１８９−９

〒323-0014

栃木県小山市喜沢７５９－３

〒328-0014

栃木県栃木市泉町８−２０

〒328-0024

栃木県栃木市樋ノ口町３９６−１２

〒328-0011

栃木県栃木市大宮町１６８３−２

〒328-0075

栃木県栃木市大町３３−３６

〒321-0217

栃木県下都賀郡壬生町至宝１−９−３３

〒321-0218

栃木県下都賀郡壬生町落合１−８−５

〒321-0215

栃木県下都賀郡壬生町大師５−４０

〒321-0221

栃木県下都賀郡壬生町藤井１２５２−３

〒329-4411

栃木県下都賀郡大平町横堀１４４

〒329-4423

栃木県下都賀郡大平町西水代１８９８−１４

〒329-4304

栃木県下都賀郡岩舟町静和２３８４

〒323-1106

栃木県下都賀郡藤岡町都賀１７７１−３

〒327-0824

栃木県佐野市馬門町１９３１

〒327-0312

栃木県佐野市栃本町２０３８−５

0282-23-0164

0282-43-2256

0282-55-2063

0282-62-3360

0283-22-5528

0283-62-0151

0282-27-3806

0282-24-7508

0282-82-3429

0282-82-1615

0282-82-2089

0282-82-3080

0285-56-2173

0285-56-2162

0285-56-2148

非掲載

0282-22-1653

0282-22-0339

0285-53-0062

0285-44-0277

0285-53-0355

0285-56-2149

（有）シライシ

山本農機販売（株）

野部商事（株）

（有）金子農具店

鈴木機械（株）

癸生川機械工業

赤松農機具店

田沼農機具店

（有）佐瀬農機具店

（有）星野農機具店

（有）柳田農機

（有）直井農機店

飯野農機具店

（有）須藤農具店

松本農機具店

竹内農機

（有）小菅農機（製）

（有）タテノ

（有）飯田農機具店

北条農機具店

鶴見農機

（株）柳田商会



〒327-0317

栃木県佐野市田沼町田沼５３６

〒327-0513

栃木県佐野市牧町５９０

〒327-0825

栃木県佐野市飯田町２４７−１

〒327-0045

栃木県佐野市高橋町２１０９−１

〒326-0814

栃木県足利市通５−３１９９

〒326-0845

栃木県足利市大前町２０７

〒326-0338

栃木県足利市福居町６４１

〒326-0323

栃木県足利市瑞穂野４９５

〒329-4214

栃木県足利市多田木町６１

〒326-0328

栃木県足利市県町１４４８

〒326-0331

栃木県足利市福富町３８７−２

〒323-0025

栃木県小山市城山町１−８−２１

〒323-0023

栃木県小山市中央町２−７−１３

〒323-0012

栃木県小山市羽川７７７−３５

〒323-0056

栃木県小山市大字上泉１８５

〒329-0214

栃木県小山市大字乙女５１２−１

〒329-0215

栃木県小山市網戸６２２

〒329-0227

栃木県小山市中里８７１

〒329-0205

栃木県小山市間々田１２９０

〒323-0007

栃木県小山市松沼５５１

0285-45-0070

0285-37-0854

0285-22-0711

0285-23-5212

0285-38-0062

0285-45-0051

0285-45-8326

0285-38-1054

0284-71-1612

0284-71-9033

0284-91-0302

0284-71-6319

0284-71-1952

0285-22-0907

0283-62-0428

0283-85-3071

0283-22-8315

0283-23-6921

0284-21-4636

0284-62-2065

（株）山田農機具店

（有）横田農機商会

関口農機具店

（有）鈴木屋商店

青島農機具店

（有）川田農機具店

（有）長島農機

小山農機具店

橋本農機（有）

（株）上野

坂井農機具店

佐取農機（株）

（株）山本農機具店

（有）小比木農機具店

(資)三田農機具店

（有）砂川農機

（有）嶋田農機具店

須藤農機具店

野部農機設備工業

（有）ファームマシン平沢


