
新潟県 加盟店名簿

〒950-0950

新潟県新潟市中央区鳥屋野南３−１−２４

〒958-0844

新潟県村上市長井町１−１

〒958-0851

新潟県村上市羽黒町３−２４

〒958-0821

新潟県村上市山辺里７４５

〒959-3271

新潟県岩船郡関川村大字辰田新７５−７

〒959-3124

新潟県村上市金屋２７５８

〒959-3435

新潟県村上市宿田字持体３６２−１０

〒959-3425

新潟県村上市山田３９−９

〒959-2712

新潟県胎内市築地１７８６

〒959-2807

新潟県胎内市黒川１１６０番地の１

〒959-2337

新潟県新発田市竹俣万代８９

〒959-2321

新潟県新発田市池ノ端９０６−２

〒959-2335

新潟県新発田市本田辛８６６−５

〒959-2454

新潟県新発田市早道場９２５

〒959-2006

新潟県阿賀野市山口２丁目７番11号

〒959-2047

新潟県阿賀野市上中字細田８０−１

〒959-2015

新潟県阿賀野市北本町１０−１

〒959-2221

新潟県阿賀野市保田１７３４

〒950-3316

新潟県新潟市北区鳥屋字鳥屋前４２３

〒950-3353

新潟県新潟市北区長戸呂３６２

0254-47-2462

0524-24-2184

0254-22-4489

0254-32-2806

0254-29-2627

025-284-0081

0254-52-2486

0254-53-2837

0254-53-2397

0254-64-1264

0254-62-2062

0254-66-5069

0254-66-6551

0254-45-2386

025-387-3305

0250-62-2893

0250-62-2704

0250-62-2459

0250-68-2143

025-387-3043

㈱マルサ農機店

渡義農機商会

㈱丸新商会

㈲渡辺農機商会

㈱ナガイ

新潟県農業機械商業協同組合

㈲渋一農機

㈲ヤマギン

冨樫農機商会

松田鉄工所

能見農機具店

㈲小野農機

マツムラ農機

築地農機

㈲竹内農機店

小川農機具店

小林農機店

㈱ワタデン

㈱佐藤農機サービス

三林農機



〒950-3365

新潟県新潟市北区太子堂２５３−１

〒950-3343

新潟県新潟市北区上土地亀９５５

〒950-3306

新潟県新潟市北区内島見浦潟２５０５

〒950-0951

新潟県新潟市中央区鳥屋野３３１

〒950-0922

新潟県新潟市中央区山二ツ４丁目１７−１４

〒950-0833

新潟県新潟市東区下場本町４の３

〒950-2021

新潟県新潟市西区小針藤山１番１０号

〒950-2263

新潟県新潟市西区坂田７４３

〒950-2251

新潟県新潟市西区中権寺３倍２２７９−８

〒950-2261

新潟県新潟市西区赤塚９６５

〒950-2261

新潟県新潟市西区赤塚４４９７番地

〒950-1101

新潟県新潟市西区山田２２２

〒950-2125

新潟県新潟市西区中野小屋１５５２−１

〒950-1111

新潟県新潟市西区大野町２９８３

〒950-1142

新潟県新潟市江南区楚川乙ノ一

〒950-0323

新潟県新潟市江南区嘉瀬２１７８

〒950-0324

新潟県新潟市江南区酒屋町７２１−１

〒959-1842

新潟県五泉市能代１００４−１

〒959-1821

新潟県五泉市赤海４１３−２

〒959-1700

新潟県五泉市宮野下６１９２−２

〒950-0143

新潟県新潟市江南区元町１丁目５−５

025-387-4668

025-387-2519

025-388-3611

025-283-0111

025-262-0761

025-239-2062

025-280-6476

025-280-2064

025-280-2077

025-286-6905

025-276-0944

025-266-2926

025-239-2106

025-262-0073

0250-58-3813

0250-42-5350

0250-43-4798

025-231-7730

025-261-1848

025-377-2264

025-381-3214

長谷川農機店

㈱岩橋農機

㈲樋口鉄工所

㈲青柳工業

㈱大島商会

かね清　農機

宮尾商店

五十嵐農機店

三菱農機販売㈱新潟支店

㈱新潟クボタ

長尾機械店

佐久間農機店

田中サービス

㈲松井農機商会

古泉農機店

橋本鉄工所

金子農機店

㈲山賀式農具製作所

㈲熊倉商会

ヤンマーアグリジャパン㈱

関東甲信越支社

山田商会



〒956-0024

新潟県新潟市秋葉区山谷町１丁目７−２３

〒956-0046

新潟県新潟市秋葉区出戸５３

〒950-1296

新潟県新潟市南区北田中字堀留７８０番地１２

〒950-1224

新潟県新潟市南区白根水道町１１−５８

〒950-1218

新潟県新潟市南区白根魚町４−３

〒950-1456

新潟県新潟市南区茨曽根３６０３−３

〒950-1455

新潟県新潟市南区新飯田７０９番地

〒950-1446

新潟県新潟市南区庄瀬６５４５

〒950-1412

新潟県新潟市南区臼井１４３６

〒950-1412

新潟県新潟市南区臼井１３２１

〒950-1425

新潟県新潟市南区戸石３７３−１３

〒950-1403

新潟県新潟市南区犬帰新田４９６番地

〒950-1304

新潟県新潟市南区月潟７７

〒950-1342

新潟県新潟市西蒲区河間５２４−４

〒950-1324

新潟県新潟市西蒲区高野宮１８８２−２

〒950-1325

新潟県新潟市西蒲区小吉１１４１−１

〒950-1348

新潟県新潟市西蒲区打越甲２６１６

〒959-0511

新潟県新潟市西蒲区大原３２４３－１

〒959-0432

新潟県新潟市西蒲区川崎８７５−４

〒959-0422

新潟県新潟市西蒲区曽根４７９１

〒959-0423

新潟県新潟市西蒲区旗屋６２１

025-362-1161

025-372-2819

0250-24-0012

0250-22-3013

025-375-2661

025-375-3061

025-375-2140

025-373-5208

025-373-5500

025-372-4011

025-280-4891

025-372-2464

025-375-2036

025-374-2116

025-372-2996

025-375-2157

025-375-3049

0256-88-3121

0256-88-2207

0256-88-2087

0256-86-2901

吉徳農機㈱

原商会

㈲川崎農機商会

㈲北陸農機商会

渡辺農機店

㈱小林庄吉商店

白倉農機店

長谷川農機店

㈱ヰセキ関東甲信越

甲信越支社 新潟事務所

柳農機商会

星野農機商会

伊藤農機店

海藤農機

㈲多賀重修理工場

㈲曽根商会

小山鉄工所

㈱笹崎自動車

五十嵐農機店

長沼農機店

㈲山太

㈲コヨシ



〒959-0421

新潟県新潟市西蒲区鱸１０７

〒959-0421

新潟県新潟市西浦区鱸１１６８

〒959-0423

新潟県新潟市西蒲区旗屋５３８

〒953-0125

新潟県新潟市西蒲区和納１−１６−１８

〒953-0041

新潟県新潟市西蒲区巻甲４７６９

〒953-0023

新潟県新潟市西蒲区竹野町１５３３

〒953-0065

新潟県新潟市西蒲区下和納字堀田３１４２

〒953-0054

新潟県新潟市西蒲区漆山７９３６

〒953-0061

新潟県新潟市西蒲区馬堀６２２６−１

〒953-0061

新潟県新潟市西蒲区馬堀６４６９−１

〒953-0022

新潟県新潟市西蒲区仁箇８０４

〒959-0310

新潟県西蒲原郡弥彦村美山６６０６

〒959-0322

新潟県西蒲原郡弥彦村大字走出１７４

〒959-0211

新潟県燕市富永２４７

〒959-0261

新潟県燕市吉田若生町２−２８

〒959-0222

新潟県燕市下粟生津１２６８

〒959-0124

新潟県燕市五千石２０３８

〒959-0130

新潟県燕市分水桜町２−８−１５

〒959-0101

新潟県燕市佐善２９２４

〒959-0130

新潟県燕市分水桜町３−５−４

〒959-1284

新潟県燕市杣木１４９４−３

0256-88-2190

0256-88-2073

0256-88-2168

0256-82-3214

0256-72-2509

0256-72-3070

0256-92-5157

0256-93-2362

0256-93-2741

0256-94-5551

0256-72-2097

0256-72-3223

0256-76-2002

0256-76-2125

0256-73-2310

0256-62-5939

0256-94-2203

0256-97-2227

0256-98-2201

0256-93-3477

0256-97-3311

コンドウ農機

北越農事㈱

㈱ほった

五十嵐農機

脇田商会

石田農機商会

田中鉄工所

小川鉄工所

中原農機店

巻鉄工所

㈲笹川誠商店

㈱大屋商会

農建商会

早川農機店

㈱中部ヰセキ

㈲有坂農機

㈱金子商店

竹野農機店

楡井農機店

㈱富士トレーラー製作所

㈲八子機械店



〒959-1282

新潟県燕市燕１１３５−２

〒959-1204

新潟県燕市長所３８０２

〒959-1274

新潟県燕市柳山７１１

〒959-1201

新潟県燕市灰方３９６

〒959-1303

新潟県加茂市大字後須田５０６番地−１

〒959-1117

新潟県三条市帯織３４７１

〒959-1134

新潟県三条市鬼木新田３３９

〒959-1135

新潟県三条市鬼木樋端２８７７−２

〒955-0053

新潟県三条市北入蔵２－８－５

〒955-0863

新潟県三条市東新保１７−２３

〒955-0071

新潟県三条市本町３−９−２５

〒955-0852

新潟県三条市南四日町１丁目８−４−１号

〒955-0803

新潟県三条市月岡４丁目２４−１１

〒954-0111

新潟県見附市今町４丁目８ノ２４

〒954-0111

新潟県見附市今町４丁目２ノ２３

〒954-0111

新潟県見附市今町１町目１０ノ１４

〒954-0053

新潟県見附市本町４丁目５ノ３０

〒949-4331

新潟県三島郡出雲崎町稲川２７

〒949-4352

新潟県三島郡出雲崎町大門６８３−１６

〒949-4353

新潟県三島郡出雲崎町川西２５−７

〒954-0124

新潟県長岡市中之島１１６９−２

0256-52-6050

0256-45-2069

0256-45-2178

0256-63-5213

0256-62-4491

0256-64-2222

0256-62-3734

0258-66-2143

0258-62-4121

0258-66-2113

0256-32-0158

0256-32-2954

0258-66-2650

0258-66-2017

0256-45-5731

0256-64-7517

0256-41-1201

0256-33-1407

0258-78-2086

0258-78-4514

0258-78-2241

㈱山口欽雄商店

㈱丸富

㈱塩原商会

㈲佐藤種苗農機

浅賀農機店

高橋農機具店

セキヤ農機

㈱新興

㈲田中機械店

丸山農機店

山﨑農機店

㈱高正

大谷農機店

㈱姉崎農機

山崎岩作商店

㈱大桃商会

カトウＡＭ㈱

㈲細川農機具店

大関農機店

佐藤サービス

大谷商店



〒954-0174

新潟県長岡市中野中２２１３

〒954-0124

新潟県長岡市中之島１９−１

〒954-0142

新潟県長岡市灰島新田８４５

〒959-0161

新潟県長岡市寺泊竹森３３７

〒940-2523

新潟県長岡市寺泊田頭１１６３

〒959-0154

新潟県長岡市寺泊五分一２９８３

〒940-2413

新潟県長岡市与板町吉津１０９４

〒940-2402

新潟県長岡市与板町与板乙１２４６−１

〒940-2402

新潟県長岡市与板町与板６１０

〒949-4525

新潟県長岡市島崎４５８

〒949-4500

新潟県長岡市城之丘９５

〒940-2306

新潟県長岡市脇野町２２６８−２

〒940-0097

新潟県長岡市山田１丁目７−７

〒940-0063

新潟県長岡市旭町１丁目３−２

〒940-1105

新潟県長岡市摂田屋４丁目３−３６

〒940-2473

新潟県長岡市芹川町２６８０

〒940-1143

新潟県長岡市片田町１−１

〒940-2058

新潟県長岡市河根川町４５９

〒940-2042

新潟県長岡市宮本町１丁目甲８４３番地

〒940-1142

新潟県長岡市豊詰町１８番１

〒940-2465

新潟県長岡市成沢町５９３番地

0258-66-2547

0258-72-2258

0258-74-2109

0258-74-2086

0258-42-2239

0258-32-0901

0258-72-3713

0258-72-2203

0258-66-3059

0258-66-3265

0256-97-2279

0258-75-3617

0256-97-1255

0258-46-3251

0258-23-1832

0258-27-6783

0258-32-2411

0258-33-1625

0258-27-5268

0258-22-2513

0258-27-2511

大久保農機商会

今泉商店

北野屋農機具店

旭屋農機店

㈲大島鉄工所

㈱角田商店

㈲中村農機店

小林農機㈲

㈲吉村農機店

田村農機商会

㈲ウツノミヤ

㈾竹内鉄工所

㈲佐藤機械店

㈲寺泊工芸社

㈲渡辺機工

㈲ナカノサービス

㈲加納農機具商会

㈲伊藤農機具商会

岩村農機店

㈱山田農機具商店

㈱コバヤシ



〒940-0205

新潟県長岡市栄町２町目２番４号

〒940-0128

新潟県長岡市上塩７９８−１

〒949-7504

新潟県長岡市川口字前島１９７９−６５

〒947-0101

新潟県小千谷市片貝町６３９０番地

〒947-0101

新潟県小千谷市片貝町５０６９−１

〒947-0017

新潟県小千谷市大字東吉谷甲７７０番地

〒947-0004

新潟県小千谷市東栄２丁目７番２８号

〒947-0026

新潟県小千谷市上ノ山３丁目３番３４号

〒947-0051

新潟県小千谷市大字三仏生３７００番地４

〒946-0024

新潟県魚沼市中原７８−２

〒946-0001

新潟県魚沼市日渡新田５７−６

〒946-0109

新潟県魚沼市和田７６−１

〒949-7246

新潟県南魚沼市穴地新田１１５−１

〒949-7111

新潟県南魚沼市麓４７５−５

〒949-7141

新潟県南魚沼市青木新田８９７

〒949-6608

新潟県南魚沼市美佐島１６１７−１

〒949-8201

新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡丁２１８９−１５

〒949-8201

新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡丁２４５２

〒949-8124

新潟県中魚沼郡津南町上郷子種新田３８５−２

〒948-0062

新潟県十日町市泉２８番地

〒948-0062

新潟県十日町市泉９４番地

0258-52-2653

0258-52-2734

0258-82-3909

0258-89-2069

025-792-5920

025-792-2069

0258-84-2237

0258-84-2241

0258-82-4730

0258-82-2167

0258-82-2423

025-757-0003

025-765-3135

025-765-2025

025-766-2271

025-752-2769

025-799-2030

025-779-2900

025-776-2640

025-776-2845

025-773-6477

㈲大崎勉治商店

酒井農機

㈾藤文商会

関商会

広田農機店

㈱コーポレーション森

㈱松葉

㈱コニシ

㈱キヨヅカ

㈲やしま商会

㈱伊勢屋農機店

安達農機店

㈲谷口農機

㈲村田農機商会

海作農機製作所

㈲三和商会

名地農機㈱

㈲山田農機

㈲柳電機商会

㈱片桐寅蔵商店

小幡農機



〒949-8603

新潟県十日町市下条１丁目１２８−１

〒945-1117

新潟県柏崎市宮之窪３３９０−２１

〒945-0816

新潟県柏崎市田中２７−１２

〒945-0113

新潟県柏崎市中田１７８６

〒945-0214

新潟県柏崎市大字曽地８２０番地

〒945-0303

新潟県刈羽郡刈羽村滝谷５５－１

〒945-0300

新潟県刈羽郡刈羽村字前田６８４（農）

〒945-0325

新潟県刈羽郡刈羽村赤田北方前田７０４番地２

〒943-0873

新潟県上越市西田中２３６−９

〒943-0884

新潟県上越市大字上中田１０５３番地１

〒943-0423

新潟県上越市高津３１１−２

〒943-0133

新潟県上越市下稲塚８５－６

〒942-1103

新潟県上越市大島区大平１９２

〒949-3423

新潟県上越市吉川区東田中７２１−２

〒949-3445

新潟県上越市吉川区原之町１３７７

〒942-0223

新潟県上越市頸城区森本５６８

〒943-0227

新潟県上越市三和区番町１６０７

〒943-0311

新潟県上越市三和区島倉２１７５−２

〒943-0227

新潟県上越市三和区番町１６０８

〒944-0116

新潟県上越市板倉区関田上関田３３７３-１

〒943-0512

新潟県上越市清里区馬屋６５９−４

025-756-2144

0257-45-3289

0257-29-2466

025-594-3107

025-548-2281

025-548-2012

025-530-2122

025-524-1181

025-523-3423

025-528-4021

025-522-1901

0257-23-2885

0257-28-2440

0257-22-4460

0257-45-2271

0257-28-2681

025-532-2018

025-532-2062

025-532-2051

0255-78-2514

025-528-3883

㈱ミズワ商会

五十嵐農機具店

猪爪農機店

㈱ホソヤマ

㈲マテリアルズサービス

植木機械商会

小林農機店

㈱岩野農機

㈾三宮農機商会

徳間商会

星野商事㈱

㈲水品商会

㈱マルトミ

㈲西條機械店

㈾宮崎農機具店

新井鉄工所

清水ホンダ販売

㈾藤田商店

㈲吉田金物農機店

㈲野沢農機商会

高倉機械店



〒949-2218

新潟県妙高市大字花房２４７

〒944-0048

新潟県妙高市下町４番６号

〒944-0047

新潟県妙高市白山町３丁目１−７

〒944-0092

新潟県妙高市大字飛田４３３の１

〒949-1331

新潟県糸魚川市大字大沢５４４−７

〒941-0023

新潟県糸魚川市大字上覚１２４番地３

〒941-0067

新潟県糸魚川市横町２−３−３８

〒952-0024

新潟県佐渡市上横山６７

〒952-0306

新潟県佐渡市四日町３５２

〒952-1209

新潟県佐渡市千種丙３２２

〒952-1325

新潟県佐渡市窪田９００番地

〒952-0600

新潟県佐渡市旭町８４６

0259-55-3128

0259-63-2779

0255-82-2214

0255-72-2345

0255-72-3255

0255-72-6528

025-566-2762

0259-52-3230

0259-86-2111

025-555-2505

025-552-0654

0259-27-6816

㈲イシノ

㈲政尾機械店

㈲マルトミ 糸魚川

㈲伊藤鉄工所

㈲臼木農機

㈲佐渡農機商会

㈱佐和田機械

㈱堀農機店

㈱三ツ和

㈲安達農機

㈲滝川機械店

㈱五十嵐商店


