
埼玉県 加盟店名簿

〒360-0823

埼玉県熊谷市榎町５８番地

〒352-0024

新座市道場2-13-4

〒353-0001

志木市上宗岡1-2-38

〒352-0005

新座市中野2-4-33

〒354-0003

富士見市大字南畑新田202

〒330-0854

さいたま市大宮区桜木町2-323

〒330-0854

さいたま市大宮区大成町3-341

〒356-0051

ふじみの市亀久保1865-25

〒363-0011

桶川市北1-2-6

〒369-0112

鴻巣市鎌塚4-3-2

〒365-0022

鴻巣市郷地473-1

〒369 -0114

鴻巣市筑波1-2-25

〒364-0002

北本市宮内7-264-1

〒346-0114

久喜市上柏間4470

〒365-0028

鴻巣市大字鴻巣1334

〒365-0028

鴻巣市大字鴻巣1167-1

〒363-0027

桶川市川田谷1057-1

〒350-1161

川越市大字大塚新田599

〒350-0032

川越市大仙波字谷中935-1

埼玉県農業機械商業協同組合  048-521-3147

北足立南部支部

浜中薬専農機部 048-478-4310

細田農機(株) 048-471-1678

(有)武井商会 048 -663-1866

(有)三澤凡用機械 049-261-1986

北足立北部支部

細田農機(株) 048-773-1711

(有)スダ農機商会 048-477-1218

(株)谷澤商会 049-251-3421

(株)武井農機商会 048-641-0550

(有)峯尾農機 048-591-2247

(有)萩原農機商会 0480-85-0486

(有)萩原農機 048-541-3628

(有)吉田農機 048-549-0888

(有)ヤマモリ農機商会 048-541-0150

(株)シムラ 048-548-0216

(株)関東甲信クボタ 埼玉事業所 049-222-0646

(株)ヰセキ関東 埼玉支社 048-542-6362

渡辺機械水道店 048-787-0138

入間支部

川越農機商会 049-243-5735



〒350-0061

川越市喜多町2-13

〒356-0002

ふじみ野市清見2-1-5

〒350-0823

川越市神明町12-6

〒350-1305

狭山市入間川1-10-20

〒350-0228

坂戸市元町18-32

〒350-0238

坂戸市大字浅羽1363

〒350-0266

坂戸市北浅羽230

〒355-0000

東松山市加美町11-18

〒355-0112

比企郡吉見町東野2-15-10

〒355-0314

比企郡小川町中爪420-1

〒355-0803

比企郡滑川町福田1727-4

〒350-0166

比企郡川島町戸守796

〒367-0023

本圧市寿1-15-1 1

〒367-0004

本庄市本町979-1

〒367-0211

本庄市吉田林375

〒348-0017

羽生市今泉253-5

〒348-0015

羽生市北荻島字中浦393-1

〒348-0022

羽生市大字下手子林2148

〒348-0034

羽生市大字下川崎1265-2

(有)竹ノ谷農機 049-222-1885

(有)常岡機械店 049-264-0055

(有)長島農機 0492-81-0076

川島農機店 0492-81-7892

高橋農機 0492-81-1779

(有)深谷農機 049-222-1834

入間西部支部

(有)山岸農機 042-952-2330

栗原農機具店 0493-56-2040

(有)トネガワ 0492-97-1755

児玉支部

(有)北栄 0495-24-1911

比企支部

(株)伊藤商会 0493-22-0473

(有)加藤農機 0493-54-0104

(有)大塚商会 0493-72-1206

(有)川島工業 羽生(営) 048-565-3969

(有)増田農機 048-565-3012

藤倉農機具店 048-561-8679

関農機(株) 0495-24-3321

倉林機械産業(株) 0495-72-0121

羽生支部

奈良農機店 048-565-1001



ヤンマーアグリジャパン(株) 〒360-0026

　関東甲信越カンパニー 熊谷市久下上分1243-1

〒366-0042

深谷市大字東方町3-1-4

〒360-0134

熊谷市大字高本38

〒360-0822

熊谷市宮本町5

〒360-0023

熊谷市佐谷田983-1

〒360-0012

熊谷市大字上之684-5

〒360-0853

熊谷市玉井269

〒360-0811

熊谷市原島1183-3

〒360-0201

熊谷市妻沼1877-1

〒360-0232

熊谷市道ヶ谷戸311-3

〒369-1108

深谷市大字田中877

〒369-1108

深谷市大字田中62

〒360-0843

熊谷市大字三尻560-5

〒360-0813

熊谷市大字円光1-2-15

〒361-0012

行田市下須戸967

〒361-0067

行田市大字下池守660-4

〒365-0003

鴻巣市北根1364-1

〒365-0011

鴻巣市荒井230

〒361-0062

行田市谷郷1-17-23

〒347-0063

加須市久下1679

(有)茂木商会 048-521-0925

048-524-1091

(株)山口義雄商店 048-524-6531

倉林車両工業(株) 048-523-0921

大里支部

048-527-8811

(有)加藤農機 048-571-3234

(株)ミヤザキ 0493-39-2386

三菱農機販売　(株)

南関東支店

(有)根岸農機店 048-588-1246

(有)秋山農機 048-588-1210

(株)小和瀬農機商会 048-583-2452

(有)ナム口 048-522-4856

行田支部

(有)瀬山農具製作所 048-559-3731

(有)萩原農機 048-556-3813

(有)椛田 048-569-0634

(有)笠原鉄工所 048-583-2018

三尻農機具店 048-533-0875

山口農機(株) 048-521-0686

(株)七海農機具店 048-569-0676

春田農機具店 048-555-1225

加須支部

(株)木村農機 0480-67-2611



〒347-0013

加須市北篠崎22-2

〒347-0054

加須市不動岡755-1

〒347-0062

加須市睦町2-4-19

〒347-0105

加須市騎西493-1

〒347-0102

加須市日出安342-1

〒347-0100

加須市騎西1239

〒347-0105

加須市上種足1053

〒344-0007

春日部市小渕31

〒346-0007

久喜市北1-10-17

〒343-0855

越谷市西新井1228-1

〒346-0025

久喜市大字樋の口536

〒349-0218

南埼玉郡白岡町白岡1580-5

〒349-0131

蓮田市根金1034

〒339-0034

さいたま市岩槻区笹久保39-1

〒345-0025

北葛飾郡杉戸町清地3-17-3

〒340-0111

幸手市北2-14-23

カキザキ農機(株) 0480-68-5808

(有)内田農機具店 0480-61-0604

(有)水野機械 0480-62-3085

栗原農機具店 0480-73-0088

東部支部

(株)ホソダ 048-754-5276

(株)トミタモータース 0480-21-0183

騎西支部

(株)柿崎商店 0480-73-1198

(有)竹内農機 0480-73-2906

(有)内田農機具店 0480-73-3536

(有)武井農機具店 0480-32-0253

(有)浅野産業 0480-42-1803

荒井農機商会 048-766-1725

ササクボ農機店 048-798-0358

(有)吉川農機製作所 048-960-5155

(有)石塚農機商会 0480-22-8008

(有)浜田農機 0480-92-2119


