
千葉県 加盟店名簿

〒260-0021

千葉県千葉市中央区新宿１−２４−１６

〒260-0808

千葉県千葉市中央区星久喜町１７６−４

〒260-0012

千葉県千葉市中央区本町２−９−１３

〒262-0019

千葉県千葉市花見川区朝日ヶ丘５−２８−６４

〒263-0002

千葉県千葉市稲毛区山王町３８１−８

〒260-0808

千葉県千葉市中央区星久喜町１７６-４

〒290-0034

千葉県市原市島野１９７８

〒290-0008

千葉県市原市古市場３４７

〒290-0171

千葉県市原市潤井戸１０５９−１

〒290-0225

千葉県市原市牛久１１０５−２

〒290-0221

千葉県市原市馬立１５９３

〒290-0535

千葉県市原市朝生原８５１

〒299-0115

千葉県市原市不入斗１４９２−１

〒290-0252

千葉県市原市相川字辰己田３０−２

〒290-0171

千葉県市原市潤井戸２７７−６

〒290-0258

千葉県市原市神代２３０−１

〒292-0036

千葉県木更津市菅生１０５９−２

〒292-0036

千葉県木更津市菅生４５−１

〒292-0216

千葉県木更津市根岸５２−３

千葉県農業機械商業協同組合 043-242-3484

千葉支部

（株）関東甲信クボタ

南関東営業本部
043-261-5151

（株）関東甲信クボタ 千葉営業所 043-266-4947

市原支部

伊藤産業機械（株） 0436-22-1743

（株）近藤農工舎 0436-41-3723

（有）アダチ 043-222-6083

（有）生井沢農機 043-273-7533

（有）相川農機商会 043-422-5008

（有）田川農機 0436-96-0332

（有）姉崎農機 0436-61-2056

（株）関東甲信クボタ 市原営業所 0436-36-6666

市津産業（株） 0436-75-2516

（有）鈴木農機店 0436-92-0059

（株）南総ヤンマー 0436-95-1611

（有）佐久間農機店 0438-98-0654

（有）星野農機 0438-53-3065

（株）近藤農工舎 潤井戸営業所 0436-75-2112

（株）ヰセキ関東

千葉支社市原営業所
0436-36-0365

君津支部

（株）齋藤農機商会 0436-98-0111



〒292-0502

千葉県君津市平山７５４

〒299-1151

千葉県君津市中野４−１５−１８

〒299-0001

千葉県富津市大堀１４３４

〒293-0057

千葉県富津市亀田５４２

〒299-1603

千葉県富津市更和１０５−２

〒299-1742

千葉県富津市豊岡１７４３−２

〒292-0403

千葉県君津市三田123-6

〒292-0014

千葉県木更津市高柳２１２９

〒292-0054

千葉県木更津市長須賀９２４-１

〒294-0027

千葉県館山市長田２９

〒294-0037

千葉県館山市長須賀１２３

〒294-0042

千葉県館山市上野原２９４−５

〒294-0051

千葉県館山市正木１７７７

〒294-0052

千葉県館山市亀ケ原８３５

〒294-0043

千葉県館山市安布里７４２

〒296-0001

千葉県鴨川市横渚２９２

〒296-0001

千葉県鴨川市横渚３０５−２

〒294-0006

千葉県館山市薗３８１-１

〒299-2514

千葉県南房総市西原１２２７-１

〒296-0121

千葉県鴨川市大川面字前川田８１０−１

〒298-0004

千葉県いすみ市大原９４０４

上総農機（有） 0439-29-2421

（有）尾高機械店 0439-67-0078

押農機 0439-68-1140

（有）良栄社商会 0439-52-0035

マルテン産業機械（株） 0439-87-0052

澤邉農機（株） 0439-66-0121

安房支部

（株）安房農機 0470-22-3630

（株）佐々木商会 0470-22-1166

（株）石井電機商店 0470-22-0542

（株）関東甲信クボタ 君津営業所 0439-29-6301

文平産業（株） 木更津営業所 0438-25-0658

ヤンマーアグリジャパン（株）

 木更津支店
0438-22-6251

（有）飯沼商会 0470-27-3201

（有）山木農機店 0470-36-2021

（有）長谷川商店 0470-22-6561

ヤンマーアグリジャパン（株） 

館山支店
0470-24-5511

（株）関東甲信クボタ 

みなみ営業所
0470-46-4311

ヤンマーアグリジャパン（株） 

鴨川支店
04-7097-1888

（株）佐々木商店 04-7092-1323

安房菱農（株） 04-7093-1311

夷隅支部

（株）石川商会　本社 0470-62-0027



〒298-0003

千葉県いすみ市深堀１６０１

〒298-0214

千葉県夷隅郡大多喜町新丁３２

〒299-4501

千葉県いすみ市岬町椎木１７９３

〒298-0123

千葉県いすみ市苅谷３３６

〒299-4623

千葉県いすみ市岬町中滝１５４６−５

〒298-0133

千葉県いすみ市引田１１４−７

〒298-0121

千葉県いすみ市島４９４−１

〒297-0026

千葉県茂原市茂原２５２

〒297-0029

千葉県茂原市高師１５３６

〒297-0029

千葉県茂原市高師５００

〒299-4123

千葉県茂原市下太田１９４−４

〒297-0037

千葉県茂原市早野１１５０

〒299-4218

千葉県長生郡白子町関４５４９−２

〒297-0132

千葉県長生郡長南町給田２９６

〒297-0074

千葉県茂原市小林２５４５−２

〒283-0812

千葉県東金市福俵９０６−１

〒283-0824

千葉県東金市丹尾１８−１

〒283-0046

千葉県東金市上谷９５６

〒283-0005

千葉県東金市田間２１３２

〒289-1624

千葉県山武郡芝山町小池９０８−１４

〒289-1603

千葉県山武郡芝山町大里１６−４

（株）小松屋農機商会 0470-82-2324

（有）井上農機商会 0470-87-2823

ヤンマーアグリジャパン（株） 

夷隅支店
0470-86-3100

（株）中村発動機商会 0470-62-0158

文平産業（株） 岬営業所 0470-87-4541

（株）茂原ヤンマー 0475-24-7878

石井鉄工（株） 0475-33-3528

（有）東モータース商会 0475-47-0011

（株）石川商会　夷隅店 0470-86-3659

（株）ヰセキ関東

千葉支社夷隅営業所
0470-86-5034

杉木鉄工（株） 0475-22-4587

（有）東條機械 0475-22-5416

常泉鉄工（株） 0475-34-3630

長生支部

今関農機（株） 0475-22-2441

（有）鈴木農機 0475-52-4511

（有）港屋農機商会 0475-52-2246

小川農機（有） 0479-77-0061

（株）ヰセキ関東 

千葉支社茂原営業所
0475-23-1018

山武支部

（株）ヰセキ関東千葉支社 0475-52-3393

ヤンマーアグリジャパン（株）

千葉事務所
0475-50-4611

（有）ササガワ 0479-78-1227



〒299-3266

千葉県大網白里市北横川１１５−４

〒289-1531

千葉県山武市松尾町木刀字田向１２２７−５

〒299-3237

千葉県大網白里市仏島１２３

〒289-1608

千葉県山武郡芝山町岩山字長山２３１３-１

〒289-1324

千葉県山武市成東560-1

〒289-1306

千葉県山武市白幡２０４５−３

〒289-1732

千葉県山武郡横芝光町横芝１１６４−３

〒283-0812

千葉県東金市福俵９０６−１

〒283-0824

千葉県東金市丹尾１８−１

〒299-3203

千葉県大網白里市四天木乙８９１

〒270-0164

千葉県流山市流山２−２５

〒270-0108

千葉県流山市深井新田３８９

〒270-1151

千葉県我孫子市本町３−８−１２

〒271-0092

千葉県松戸市松戸１８７７

〒272-0132

千葉県市川市湊新田５−４

〒272-0814

千葉県市川市高石神３３−２１

〒272-0801

千葉県市川市大町４５３

〒273-0047

千葉県船橋市藤原５−２２−３１

〒273-0047

千葉県船橋市藤原８−３−２５

〒273-0862

千葉県船橋市駿河台２−１８−１

〒274-0824

千葉県船橋市前原東４−９−２

〒277-0034

千葉県柏市藤心896-30

（株）関東甲信クボタ 大網営業所 0475-72-0309

（株）関東甲信クボタ 芝山営業所 0479-77-1931

（株）関東甲信クボタ 成東営業所 0475-82-5195

平和機械（株） 0475-72-0345

（株）関東甲信クボタ 松尾営業所 0479-86-3511

（株）ヤンマーアグリジャパン

東金支店
0475-55-2141

（株）石川商会 大網店 0475-77-3303

東葛支部

（株）ヰセキ関東

千葉支社 成東営業所
0475-82-6215

（株）ヰセキ関東

千葉支社 横芝営業所
0479-82-0534

（株）ヰセキ関東

千葉支社 東金営業所
0475-54-1082

（有）高橋機械 047-362-0101

（有）ホーエイ 047-357-2237

皆川農機商会 047-334-1254

北総工業（株） 04-7159-1161

（株）松美商事 04-7152-1464

（有）染井金物店 04-7182-2375

（有）秋山農機 047-422-1018

（有）前田兄弟商会 047-476-2536

（株）地引 04-7173-2253

（有）大町農機 047-338-1210

（有）井合農機 047-439-5477

（有）髙橋農機 047-438-4411



〒277-0922

千葉県柏市大島田１４７−１

〒277-0902

千葉県柏市大井１８７３

〒278-0033

千葉県野田市上花輪８４８

〒278-0033

千葉県野田市上花輪８４９

〒278-0043

千葉県野田市清水１５

〒288-0854

千葉県銚子市茶畑町５１

〒289-2169

千葉県匝瑳市吉田５３１９

〒289-2146

千葉県匝瑳市八日市場ホ４５２

〒289-2144

千葉県匝瑳市八日市場イ７８０−１

〒289-2135

千葉県匝瑳市高野８９８

〒289-2511

千葉県旭市イ１２８８−３

〒289-2504

千葉県旭市ニ２０６９

〒289-2504

千葉県旭市ニ２４４４−６

〒289-2516

千葉県旭市ロ１２４７

〒289-0511

千葉県旭市鏑木２００２−１

〒289-2714

千葉県旭市三川セ６２６

〒289-2501

千葉県旭市新町字下町４４１

〒289-2505

千葉県旭市鎌数１３８９－１

〒289-2505

千葉県旭市鎌数１３９７-４

〒289-2146

千葉県匝瑳市八日市場ホ１１２４-１

〒288-0861

千葉県銚子市芦崎町９４４−１

〒289-1727

千葉県山武郡横芝光町宮川字海老川６５８５-１

（株）竹塚機械店 04-7125-1711

（株）梅沢農機店 04-7122-2551

海匝支部

（株）佐野農機 0479-33-3733

富士農機（株） 04-7191-5111

（有）江口機械 04-7191-4636

（有）柿崎農機 04-7124-6195

笹曽根農機 0479-72-0781

神原農機店 0479-63-1891

（有）三和商会 0479-62-0430

（有）渡辺農機商会 0479-72-0678

（株）中屋商会 0479-72-1161

（有）八日市場農機 0479-72-1287

ヤンマーアグリジャパン(株)  

旭支店
0479-57-2841

（株）関東甲信クボタ 旭営業所 0479-63-7551

（有）若梅商会 0479-63-0531

（株）石川商会 0479-63-3115

金杉商会 0479-68-4323

（株）石川商会 旭営業所 0479-63-3111

（株）石川商会 旭サービスセンター 0479-63-3114

（株）石川商会 八日市場営業所 0479-73-2206

0479-33-3121

（株）関東甲信クボタ　横芝営業所 0479-85-1131

（株）石川商会 銚子営業所



〒289-1727

千葉県山武郡横芝光町宮川５４６０−１

〒287-0003

千葉県香取市佐原イ３８−７

〒287-0003

千葉県香取市佐原イ４２

〒287-0003

千葉県香取市佐原イ４８１

〒287-0003

千葉県香取市佐原イ３２５３

〒287-0037

千葉県香取市与倉７３−５

〒289-0314

千葉県香取市野田５１１−１

〒289-0313

千葉県香取市小見川７３０

〒289-0321

千葉県香取市阿玉川６７０

〒289-0107

千葉県成田市猿山１８８−１

〒287-0236

千葉県成田市津富浦１１０５

〒287-0221

千葉県成田市官林３８９−２０

〒289-0221

千葉県香取郡神崎町神崎本宿２１５３−８

〒289-0612

千葉県香取郡東庄町石出１６１８

〒289-0612

千葉県香取郡東庄町石出２６４０−３

〒289-0611

千葉県香取郡東庄町新宿１３９５

〒289-2306

千葉県香取郡多古町十余三３８４

〒289-2306

千葉県香取郡多古町十余三２６７-１２

〒289-0202

千葉県香取郡神崎町郡２５９－１

〒289-0331

千葉県香取市羽根川大道添４９-１

〒287-0027

千葉県香取市返田６１６−２

〒289-0321

千葉県香取市阿玉川８７-１

香取支部

（有）大野機械店 0478-52-3637

（有）高橋農機商会 0478-52-3414

（有）土子機械店 0478-58-1134

（株）稲葉農機

（有）光港屋商会 0479-84-0611

（株）マルマン 0478-54-5895

冨澤農機具店 0478-52-3745

竹山商会 0476-73-3418

齋藤農機店 0476-73-3166

（株）ホシノ

0478-82-2815

(株)菅谷機械店 0478-82-2538

（有）タカノ 小見川 0478-83-6005

飯島産業 0476-96-2322

（有）柳堀商会 0478-86-1029

（有）並木鉄工所 0479-75-1555

（株）関東甲信クボタ 多古営業所 0479-75-0536

（株）関東甲信クボタ 神崎営業所

0478-72-2101

（株）林農機商会 0478-86-0484

伊藤農機 0478-86-0793

（株）石川商会 小見川営業所 0478-82-2315

0478-72-2653

（株）関東甲信クボタ 小見川営業所 0478-83-3325

文平産業（株） 佐原営業所 0478-59-2011



〒289-0221

千葉県香取郡神崎町神崎本宿８８２

〒289-1115

千葉県八街市八街ほ３７８−１４

〒289-1115

千葉県八街市八街ほ２４４

〒289-1115

千葉県八街市八街ほ３５

〒289-1133

千葉県八街市吉倉字菜飯５０６−２１

エム・エス・ケー農業機械（株） 〒289-1124

 千葉営業所 千葉県八街市山田台４６７−３

〒286-0212

千葉県富里市十倉１３１−１５

〒289-1124

千葉県八街市山田台９６０−３

〒289-1101

千葉県八街市朝日４７１−３

〒270-1327

千葉県印西市大森３８５４

〒270-1327

千葉県印西市大森４４２６

〒270-1327

千葉県印西市大森３２７７

〒270-1318

千葉県印西市小林７３１

〒270-2324

千葉県印西市中根２００７

〒270-1422

千葉県白井市復１４５４−１２

〒270-1504

千葉県印旛郡栄町麻生字柳作４７０−１

〒270-1516

千葉県印旛郡栄町安食３５６２－２

〒270-1102

千葉県我孫子市都５−５

〒270-1318

千葉県印西市小林２５１２

〒285-0811

千葉県佐倉市表町３−１４−１０

〒285-0811

千葉県佐倉市表町３−７−６

ヤンマーアグリジャパン（株）

佐原神崎支店
0478-72-3331

八街支部

（有）木嶋商店

三菱農機販売（株） 千葉支店 043-445-6141

043-445-3621

（有）伊勢豊商会 0476-94-0121

（株）ヰセキ関東

千葉支社八街営業所

043-444-0227

大竹農機（株） 043-444-0225

小関機械店 043-443-1757

大野農機（株） 0476-42-2039

（有）イガラシ農機商会 0476-42-4735

（株）中村文男商店 0476-42-2453

長嶋農機商店

043-445-3886

文平産業（株） 八街営業所 043-444-1155

印西支部

043-484-1258

（有）野平農機 0476-95-3277

（株）北総機械 0476-95-1704

（株）ヰセキ関東

千葉支社布佐営業所
04-7189-2727

（株）南関東クボタ 印西営業所

0476-97-0023

（株）林田商店 0476-97-1121

文平産業（株） 047-491-2241

0476-97-0027

印東支部

（有）加藤農機商会 043-484-0265

秋葉農機



〒285-0038

千葉県佐倉市弥勒町９２

〒286-0041

千葉県成田市飯田町１−６

〒286-0801

千葉県成田市竜台５８４

〒286-0021

千葉県成田市土屋１３７５−１

〒286-0006

千葉県成田市北須賀１８９

〒286-0819

千葉県成田市久住中央１－６－４

〒285-0017

千葉県佐倉市城内９３
043-485-8327

成田加藤農機（有） 0476-22-0579

（有）鈴木商店 0476-26-2451

（株）ヰセキ関東

千葉支社成田営業所
0476-36-1127

（有）石井商会 043-484-0768

（株）大竹産業 0476-22-2333

（有）根本商会 050-3533-0001

（株）ヰセキ関東

千葉支社佐倉営業所


