
富山県 加盟店名簿

〒930-0916

富山県富山市向新庄町６−８−３３

〒939-0714

富山県下新川郡朝日町桜町３０６６

〒939-0626

富山県下新川郡入善町入膳3801-2

〒938-0031

富山県黒部市三日市3685

〒937-0055

富山県魚津市中央通り2-6-7

〒939-0624

富山県下新川郡入善町青島376-1

〒937-0806

富山県魚津市友道2270

〒938-0003

富山県黒部市六天857

〒936-0808

富山県滑川市追分3576

〒930-0315

富山県中新川郡上市町若杉新44-1

〒930-0235

富山県中新川郡立山町榎10

〒930-3265

富山県中新川郡立山町米沢2-7

〒930-0361

富山県中新川郡上市町湯上野14-2

〒930-2222

富山県富山市八幡555

〒930-0325

富山県中新川郡上市町三日市43

〒936-0807

富山県滑川市四ツ屋101

〒930-0905

富山県冨山市五本榎１番地

〒939-1507

富山県南砺市二日町2178-3

〒930-0871

富山県冨山市下野3058

〒939-8231

富山県富山市下熊野290

高村農機

折橋商会

武田政一商店

中屋農機商会(有)

三菱農機販売（株）中部支社

富山営業所

三菱農機販売（株）中部支社

福野営業所

（株）カミイチ

（資）森井農機

（有）田辺農機

明石農機販売（株）魚津店

（株）中村商店

朝内農機（株）

富山県農業機械商業協同組合

上野農機鉄工

上田農機具店

前島農機商会

友井農機商会

明石農機販売（株）入善店

黒部農機商会

（株）清田工業

076-422-3565

076-429-2933

076-473-3294

076-435-3145

076-472-0557

076-475-6418

076-451-2851

0763-22-2438

0765-24-0696

0765-56-8398

076-477-1401

076-472-3296

076-462-1411

076-463-0205

076-451-3576

0765-82-0557

0765-72-0020

0765-52-0062

0765-22-0232

0765-72-0706



〒939-8205

富山県富山市新根塚町1-9-41

〒939-8138

富山県富山市上千俵673-1

〒939-2304

富山県富山市八尾町黒田5474

〒939-2251

富山県富山市下大久保2425

〒939-8224

富山県富山市友杉1585

〒939-8183

富山県富山市小中137

〒939-2255

富山県富山市長附251-1

〒939-2371

富山県富山市八尾町翠尾153

〒939-0302

富山県射水市大江525

〒933-0204

富山県射水市加茂中部809-3

〒935-0011

富山県氷見市中央町2-41

〒935-0025

富山県氷見市鞍川41-1

〒935-0021

富山県氷見市阿尾67-2

〒935-0024

富山県氷見市窪439-1

〒930-0224

富山県中新川郡立山町西芦原2-1

〒930-0224

富山県中新川郡立山町西芦原2-1

〒933-0838

富山県高岡市北島1377-2

〒939-1131

富山県高岡市醍醐781-2

〒938-0801

富山県黒部市荻生1052

〒936-0852

富山県中滑川市上島121

ヤンマーアグリジャパン（株）

高岡支店

ヤンマーアグリジャパン（株）

戸出支店

ヤンマーアグリジャパン（株）

黒部支店

ヤンマーアグリジャパン（株）

滑川整備センター

（有）鍛治伊

（有）鍛治伊　バイパス店

沢井農機

カミハザ農機整備

ヤンマーアグリジャパン（株）

北陸支社

ヤンマーアグリジャパン（株）

立山支店

（株）小出農機

テクノサイドKOIDE

（株）ヰセキ北陸　富山営業所

（株）荒井農機

（有）浦野農機商会

沖鉄工所

サービスセンター　たけうち

（株）小出農機

（株）小出農機

月岡サービスセンター

（株）小出農機

八尾サービスセンター

0766-63-5255

0765-57-0051

076-475-1246

0766-74-0271

0766-74-2662

0766-72-0879

0766-91-4725

076-462-1638

073-462-1638

076-429-8182

076-429-5161

076-467-0541

076-454-3212

（株）小出農機

大沢野サービスセンター

0766-23-1558

0766-55-0476

0766-59-2767

076-424-1801

076-429-2400

076-455-2400

076-468-2400



〒939-1327

富山県礪波市五郎丸1008

〒933-0824

富山県高岡市西藤平蔵1540

〒9390402

富山射水市水戸田3-3-3

〒939-2706

富山市婦中町速星985

〒933-0838

富山県高岡市北島865

〒933-0824

富山県高岡市西藤平蔵469

〒939-0271

富山県射水市大島北野145-1

〒939-0306

富山県射水市手崎166

〒939-1118

富山県高岡市戸出栄町24-1

〒939-0132

富山県高岡市福岡町大滝219

〒932-0833

富山県小矢部市綾子484

〒935-0051

富山県氷見市十二町4322

〒939-1118

富山県高岡市戸出栄町14

〒939-1308

富山県礪波市三郎丸338-1

〒932-0212

富山県南砺市山斐113-1

〒939-1732

富山県南砺市荒木678-2

〒933-0207

富山県射水市白石6-1

〒939-2304

富山県富山市八尾町黒田470-3

〒939-8031

富山県富山市東流杉238

〒939-8185

富山県富山市二俣317

（株）北陸近畿クボタ　井波営業所

（株）北陸近畿クボタ　南砺営業所

（株）北陸近畿クボタ　富山西営業所

（株）北陸近畿クボタ　八尾営業所

（株）北陸近畿クボタ

建機富山営業所

（株）北陸近畿クボタ　富山営業所

（株）北陸近畿クボタ

建機高岡営業所

（株）北陸近畿クボタ　福岡営業所

（株）北陸近畿クボタ　小矢部営業所

（株）北陸近畿クボタ　氷見営業所

（株）北陸近畿クボタ　戸出営業所

（株）北陸近畿クボタ　砺波営業所

（株）北陸近畿クボタ

小杉物流センター

（株）北陸近畿クボタ　婦中営業所

（株）北陸近畿クボタ　高岡営業所

（株）北陸近畿クボタ　高岡南営業

所

（株）北陸近畿クボタ　大門営業所

（株）北陸近畿クボタ　小杉営業所

ヤンマーアグリジャパン（株）

砺波アグリサポートセンター

（株）北陸近畿クボタ　富山事務所

076-423-8446

076-429-4414

0763-33-7154

0766-63-5800

0763-32-3393

0763-82-5060

0763-52-0247

0766-59-2911

076-454-3534

0766-63-5818

0766-64-2454

0766-67-2041

0766-91-4815

0766-63-0093

0766-56-0200

076-465-2700

0766-22-3751

0766-63-3961

0766-52-0242

0766-55-0087



〒930-0212

富山県中新川郡立山町沢端67

〒937-0011

富山県魚津市木下新278

〒936-0864

富山県滑川市金屋1672

〒931-8437

富山県富山市宮町296-3

〒939-0642

富山県下新川郡入善町上野1299-2

〒939-0117

富山県高岡市福岡新670-1

〒939-1702

富山県南砺市吉江中1270

〒939-1732

富山県南砺市荒木1504

〒932-0041

富山県小矢部市東福町8-23

〒932-0134

富山県小矢部市平桜6208

〒939-1500

富山県南砺市福野544-2

〒939-1568

富山県南砺市福野1680

〒939-1506

富山県南砺市高儀134
（有）河合嵩農機店

川合農機商会

（株）川合兄弟商会

古池農機（株）

溝口農機（株）

笹本農機商会

（株）荒永農機

（株）北陸近畿クボタ　立山営業所

（株）北陸近畿クボタ　魚津営業所

（株）北陸近畿クボタ　新川営業所

（株）北陸近畿クボタ　針原営業所

（株）北陸近畿クボタ　入善営業所

（有）嶺乗農機

0763-52-1112

0763-52-0361

0766-64-2024

0765-74-1074

076-41-2530

0763-22-2413

0763-22-2660

0763-22-3681

0766-69-8221

0766-67-1416

076-462-2281

0765-31-7500

076-476-0044


