
長野県 加盟店名簿

〒380-0936

長野県長野市岡田町１５６

〒385-0022

長野県佐久市岩村田１１６４−１０

〒384-0016

長野県小諸市八幡町１−５−３０

〒384-1304

長野県南佐久郡南牧村板橋字小丸５７−１

〒385-0052

長野県佐久市原５１８

〒384-1100

長野県南佐久郡小海町千代里２４０８

〒389-0206

長野県北佐久郡御代田町２７８０−２

〒384-1405

長野県南佐久郡川上村大深山５１７−１

〒384-0016

長野県小諸市大字加増字尾尻４８０−１

〒384-1302

長野県南佐久郡南牧村大字海ノ口字二手２１９４−４

〒385-0025

長野県佐久市大字塚原字小太郎塚１０６８

〒384-1103

長野県南佐久郡小海町大字豊里２００８−１

〒384-1405

長野県南佐久郡川上村大字大深山１１２４−４

〒385-0022

長野県佐久市岩村田６４０−１

〒384-0095

長野県小諸市御影新田谷地原２４１６−２

〒384-1302

長野県南佐久郡南牧海ノ口２０８２−１

〒384-0006

長野県小諸市与良町２−３−９

〒389-0515

長野県東御市常田７１４−２

〒386-0155

長野県上田市蒼久保字中村３８８−２

〒389-0512

長野県東御市滋野乙3012-1
0268-62-5262

長野県農業機械商業協同組合 026-226-5368

0267-67-3661

0267-23-1841

0267-98-2558

0267-62-0341

0267-92-2173

0267-32-4075

0267-97-2519

0267-23-2828

0267-98-2763

0267-68-2220

0267-92-2500

0267-97-2558

0267-67-3426

0267-25-1171

0267-98-2800

0267-22-3290

0268-62-1623

0268-35-0668

（株）関東甲信クボタ 佐久支店

（株）関東甲信クボタ 小海営業所

（株）関東甲信クボタ 川上営業所

朝川農機具店

荻原農機（株）

北野屋自動車（株）

小林農機具店

関農機具店

土屋農機

中島農機具店

（株）ヰセキ信越 小諸支店

（株）ヰセキ信越 野辺山支店

大和屋農機

ヤンマーアグリジャパン（株）

東信支店

ヤンマーアグリジャパン（株）

野辺山支店

（株）渡辺作意商店

浅間農機具店

（有）イワセ農機

（株）唐沢農機サービス



〒386-0005

長野県上田市大字古里篠井原７４３−５

〒386-0033

長野県上田市御所５６０

〒386-0412

長野県上田市御嶽堂２５１５−８

〒392-0011

長野県諏訪市赤羽根３−１２

〒392-0015

長野県諏訪市中州曽根田４８４７−２

〒391-0003

長野県茅野市本町西１８−１９

〒399-0214

長野県諏訪郡富士見町落合１００２０

〒391-0104

長野県諏訪郡原村１２６７１−１

〒391-0003

長野県茅野市本町東４９８５−１

〒391-0003

長野県茅野市本町西９−５６

〒391-0104

長野県諏訪郡原村１５３６９

〒391-0011

長野県茅野市玉川子ノ神５２３０−１

〒399-4511

長野県上伊那郡南箕輪村田畑沖川原６２０５

〒399-0428

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富大原８６５２

〒399-4601

長野県上伊那郡箕輪町中箕輪１２３０３−１

〒399-4431

長野県伊那市西春近諏訪形７５６６−２

〒399-4601

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪字小清水１１４１３−１

〒399-4117

長野県駒ヶ根市赤穂４９７−５８５

〒396-0015

長野県伊那市伊那部５０８７−１

〒399-4601

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１０８００

〒399-3705

長野県上伊那郡飯島町七久保５１８０−２

0265-82-2511

0265-72-4550

0265-79-2363

0265-86-5765

0266-72-0655

0266-72-2288

0266-79-2919

0266-72-7600

0265-72-4628

0266-41-0415

0265-79-2438

0265-76-1455

0265-79-3176

0268-24-3566

0268-22-1987

0268-42-4000

0266-52-0645

0266-58-8685

0266-72-2247

0266-62-2173

0266-79-2681

（有）岩波機械店

（有）岩波工機

（有）小池農機

（有）小林機械

（有）新光商会

信越農機（株）

田中ヤンマー商会

（株）関東甲信クボタ　上田支店

三菱農機販売（株）伊那事業所

（有）木下農機具店

（株）ヰセキ信越 伊那営業所

（株）ヰセキ信越 箕輪営業所

（株）関東甲信クボタ 駒ヶ根営業所

（株）関東甲信クボタ　茅野営業所

（株）マルモ機械

（株）マルモ機械　原村営業所

ヤンマーアグリジャパン（株）

諏訪支店

（株）伊那北工機

（株）関東甲信クボタ 伊那営業所

（株）関東甲信クボタ みのわ営業所

七久保農機



〒399-4601

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪松島８７５０

〒396-0005

長野県伊那市野底７６７２

〒399-4601

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪８８５０

〒399-4511

長野県上伊那郡南箕輪村神子柴８２８８

〒396-0010

長野県伊那市境１４０３

〒399-4117

長野県駒ヶ根市赤穂１５６６０−２３

〒395-0001

長野県飯田市座光寺３８４６−１

〒399-3202

長野県下伊那郡豊丘村大字神稲９２９８

〒395-0054

長野県飯田市箕瀬３丁目２４８８−２

〒399-3304

長野県下伊那郡松川町大島２３１４

〒399-3102

長野県下伊那郡高森町吉田２３２２

〒390-1243

長野県松本市神林６０００-２

〒390-0851

長野県松本市島内高松１６６６

〒397-0001

長野県木曽郡木曽町福島２４０７−１

〒399-5608

長野県木曽郡上松町荻原倉本３６９−６

〒390-0038

長野県松本市小屋南１−３８−１５

〒390-0823

長野県松本市中山柏木３５５７−４

〒390-0033

長野県松本市大字笹賀４３３７−３

〒390-1242

長野県松本市大字和田字南西原３９６７−８

〒390-0703

長野県塩尻市大字広丘高出１５５２−３

〒397-0001

長野県木曽郡木曽町福島２８６４

0263-58-2055

0264-22-3284

0263-86-9520

0263-58-2335

0263-48-1234

0263-52-0369

0264-22-3512

0265-82-3312

0265-23-9047

0265-35-6510

0265-22-0061

0265-36-3387

0265-35-2561

0263-58-1726

0263-47-2039

0264-52-4484

0265-79-2115

0265-76-0344

0265-79-2312

0265-78-3102

0265-72-5228

ヤンマーアグリジャパン（株）

松島支店

ヤンマーアグリジャパン（株）

南信アグリサポートセンター

ヤンマーアグリジャパン（株）

伊那支店

ヤンマーアグリジャパン（株）

駒ヶ根支店

（株）ヰセキ信越 飯田支店

（株）マツシマ

美義機械（有）

折井機械（株）

木曽ロビン農機

澤木農業機械店

（株）チクマスキ

中山通商（有）

（株）関東甲信クボタ　豊丘営業所

（有）原農蚕具店

（有）ミヤザワ

ヤンマーアグリジャパン（株）

豊丘支店

江森農機

（株）ヰセキ信越 松本支店

（株）関東甲信クボタ　中部事務所

（株）関東甲信クボタ　塩尻営業所

（株）関東甲信クボタ　木曽営業所



〒399-5608

長野県木曽郡上松町萩原立町１３０９−３

〒390-1301

長野県東筑摩郡山形村北野尻８１２９−１

〒390-6462

長野県塩尻市馬洗大田３１５−１

〒390-1301

長野県東筑摩郡山形村北野尻８１２９−１

〒390-1301

長野県東筑摩郡山形村北野尻８１２９−１

〒390-1242

長野県松本市大字和田字南西原３９６７−８

〒390-1242

長野県松本市大字和田字南西原３９３７−８

〒399-7102

長野県安曇野市明科中川手３７４８

〒390-1700

長野県松本市梓川梓６７４５

〒399-8304

長野県安曇野市穂高柏原２８４３−１

〒398-0004

長野県大町市大字常盤３７９９−９１

〒399-7701

長野県東筑摩郡麻績村麻字荒井３４６４−５

〒399-8205

長野県安曇野市豊科１８２７

〒399-1702

長野県松本市梓川梓２９８２−１

〒399-7201

長野県東筑摩郡生坂村７７１３−１

〒399-8501

長野県北安曇郡松川村東松川５７２３-１３８

〒398-8301

長野県安曇野市穂高有明９６６０−１

〒398-0004

長野県大町市常盤５８３１−１０

〒398-0002

長野県大町市三日町１６６２−４

〒399-8301

長野県安曇野市穂高有明７４１３−３２

〒381-0203

長野県上高井郡小布施町大島５０２

0263-52-6535

0263-97-3456

0263-97-3333

0263-48-1250

0263-48-1251

0263-72-2960

0263-31-0140

0263-69-2046

0263-62-2413

0263-78-2440

0263-82-3530

0261-22-4841

0263-67-2319

0264-52-4878

0263-97-3100

0263-84-4060

0261-22-5268

0261-22-1503

0263-83-1105

026-247-2127

0261-62-4036

ヤンマーアグリジャパン（株） 

甲信事務所

ヤンマーアグリジャパン（株）

塩尻支店

ヤンマーアグリジャパン（株）

中信アグリサポートセンター

ヤンマーアグリジャパン（株）

松本支店

（株）関東甲信クボタ　松本営業所

中村農機具店

（株）関東甲信クボタ 麻績営業所

（有）平林農機

（有）平林農機　松本支店

藤沢商会（有）

（有）宮本農機

（株）関東甲信クボタ

　　松本サービスセンター

河西農機

（有）キタミ商事

（株）関東甲信クボタ あづみ営業所

（株）関東甲信クボタ 大北営業所

ヤンマーアグリジャパン（株）

あづみ野支店

ヤンマーアグリジャパン（株）

大町支店

（有）吉田農林機械

渡辺機械

（有）小布施鉄工所



〒382-0017

長野県須坂市日滝相森町２２４３−５

〒382-0016

長野県須坂市日滝高橋町１０３１−１

〒381-0101

長野県長野市若穂綿内８５１７

〒381-0201

長野県上高井郡小布施町小布施１１７０

〒381-0212

長野県上高井郡小布施町大字小布施字吉島２８９４−１０

〒382-0077

長野県須坂市北横町１６７１−１

〒381-0200

長野県上高井郡小布施町林組２０２４

〒383-0042

長野県中野市西条３０６−１０

〒383-0065

長野県中野市田麦７９１−１

〒383-0015

長野県中野市吉田２−６

〒383-0051

長野県中野市大字七瀬街渠３１４−１

〒383-0046

長野県中野市片塩５８５

〒383-0064

長野県中野市新井３８７－２

〒383-0041

長野県中野市岩船４３８−１

〒383-0045

長野県中野市江部１２９８

〒388-8006

長野県長野市篠ノ井御幣川１２２５

〒389-1107

長野県長野市豊野町南郷２３３５

〒381-1231

長野県長野市松代町松代５０６

〒381-2212

長野県長野市小島田町字中村北沖２１２６−１

〒381-3165

長野県長野市七ニ会甲１５３２

〒389-1206

長野県上水内郡飯綱町普光寺９７０−３

026-229-2019

026-253-2560

0269-22-2843

026-292-0262

026-257-3495

026-278-2253

026-283-1124

0269-26-2441

0269-22-4651

0269-22-2671

0269-26-5991

0269-22-4111

026-257-4752

026-245-0995

026-247-3226

0269-26-2569

0269-22-7371

026-245-1350

026-245-1133

026-282-2215

026-247-2063

（有）小池農機

（有）坂田農機

（有）滝沢鉄工所

田中機械（株）

（株）ヰセキ信越　小布施支店

（株）関東甲信クボタ 中野営業所

（有）永峯農機具店

（有）西沢農機

（有）橋本農機

古田エコーＳＳ

（株）藤沢農機

（有）本つる園

金子農機

タカハシ農機

（株）竹内農機

高野農機（株）

伊熊農機販売（有）

（有）内山農機

（有）大富農機

三菱農機販売（株） 長野支店

倉田農機具店



〒381-2413

長野県長野市信州新町下市場３５４

〒381-2221

長野県長野市川中島町御厨八乙女１５３６−６

〒381-2221

長野県長野市川中島町御厨八乙女１５３６−６

〒389-1314

長野県上水内郡信濃町大字穂波１９６７−１

〒388-8006

長野県長野市篠ノ井御幣川字東松島１００６−１

〒381-2205

長野県長野市青木島町大塚1098

〒389-1102

長野県長野市豊野大倉３０３１−２

〒381-0001

長野県長野市赤沼１９３４

〒380-0802

長野県長野市大字上松５−２−３

〒380-0803

長野県長野市三輪１０－１５－７

〒381-2203

長野県長野市真島町川合１４５６－１

〒381-0086

長野県長野市田中１２８９−１

〒389-2601

長野県飯山市照岡２１３４−３

〒389-2200

長野県飯山市神明町３１２３

〒389-2253

長野県飯山市大字飯山大道西５２８９−６

〒389-2255

長野県飯山市静間282-1

〒389-2502

長野県下高井郡野沢温泉村豊郷４４６１−２

026-241-1607

026-243-2648

026-241-6701

026-217-7244

0269-69-2516

026-255-4632

026-292-3155

026-283-1239

026-257-2202

026-296-9443

026-262-2178

026-283-1680

026-283-6370

0269-62-2432

0269-62-2093

0269-62-6270

0269-85-2489

（有）田端薬局

（株）ヰセキ信越　長野支社

（株）ヰセキ信越　長野支店

（株）関東甲信クボタ 信濃町営業所

（株）関東甲信クボタ　飯山営業所

ヤンマーアグリジャパン（株）

飯山支店

（有）富井商会

林業笠原造園（株）

林業笠原造園（株）

メカニックサービスセンター

ワタナベ商会

（有）飯山エコー

影山農機具店

（株）関東甲信クボタ 長野営業所

（株）関東甲信クボタ

 　長野サービスセンター

（有）東農機具店

北信農機具（有）

松木鉄工所


