
山口県 加盟店名簿

〒754-0002

山口県山口市小郡下郷７６５

〒753-0214

山口県山口市大内御堀１４６０−１

〒741-0082

山口県岩国市川西３−６−４８

〒740-1225

山口県岩国市美和町渋前１７４１-７

〒699-5512

島根県鹿足郡吉賀町広石２３４－５

〒742-2102

山口県大島郡周防大島町東三蒲横田７１８-１

〒742-0417

山口県岩国市周東町南方１１１７−１

〒742-1501

山口県熊毛郡田布施町大波野３４０−１

〒743-0062

山口県光市立野五反田１３９０-１

〒745-0303

山口県周南市鹿野中田原８４３-１

〒747-0836

山口県防府市植松中村１９０３-１

〒747-0522

山口県山口市徳地島地２１８１-１１

〒744-0041

山口県下松市山田東松口２５-２

〒745-1131

山口県周南市戸田八反田西２７５６-４

〒754-0893

山口県山口市秋穂二島６３１-１

〒753-0214

山口県山口市大内御堀１４６０-２

〒754-0896

山口県山口市江崎地免３６５３−１

〒759-0134

山口県宇部市善和東大谷１７８-２

〒757-0001

山口県山陽小野田市厚狭今市１４８２-１

〒754-0211

山口県美祢市美東町大田近光５４８３-３

　　　厚狭営業所 0836-72-0602

　　　大田営業所 08396-2-0223

　　　山口営業所 083-927-8700

　　　嘉川営業所 083-989-3513

　　　宇部営業所 0836-62-5030

　　　周南営業所 0833-47-2226

　　　周南西営業所 0834-83-3525

　　　四辻営業所 083-987-1011

　　　鹿野営業所 0834-68-5030

　　　防府営業所 0835-22-2413

　　　佐波営業所 0835-54-0103

　　　高森営業所 0827-84-1281

　　　田布施営業所 0820-52-1195

　　　光営業所 0833-77-1126

　　　美和営業所 0827-96-0244

　　　吉賀営業所 0856-77-3088

　　　大島出張所 0820-74-2415

山口県農業機械商工業協同組合 083-972-2381

（株）中国クボタ 山口支社 083-927-5255

　　　岩国営業所 0827-41-1173



〒759-2212

山口県美祢市大嶺町東分２９１７-１

〒759-1512

山口県山口市阿東徳佐中３０５６−６

〒750-0322

山口県下関市菊川町楢崎７６３－１

〒750-0421

山口県下関市豊田町殿敷１６２３-１

〒758-0061

山口県萩市椿陣ヶ原２７７１-１

〒759-3113

山口県萩市江崎大沢３９５-１

〒758-0305

山口県萩市吉部下３２８３-２

〒759-4102

山口県長門市西深川下川原３１５８

〒759-4504

山口県長門市油谷河原札場１０５７-１

〒746-0024

山口県周南市古泉３−９−１８

〒754-0896

山口県山口市江崎地免３６５３−１

〒753-0214

山口県山口市大内御堀１４６０－１

〒747-0836

山口県防府市植松川上２９３-３

〒742-0417

山口県岩国市周東町下久原２２９８-１

〒742-1512

山口県熊毛郡田布施町麻郷奥１１−１

〒699-5522

島根県鹿足郡吉賀町七日市４７３

〒744-0061

山口県下松市河内久保二ノ瀬７８０-３

〒745-0302

山口県周南市鹿野上２７１３−２

〒747-0231

山口県山口市徳地堀２１５８-１

〒747-0836

山口県防府市川上２９３－３

〒753-0212

山口県山口市下小鯖北田１０９１-１

　　　防府支店 0835-52-7170

　　　山口支店 083-927-4591

　　　七日市支店 0856-78-0019

　　　下松支店 0833-46-2662

　　　鹿野支店 0834-68-2550

ヤンマーアグリジャパン（株） 

山口推進部
0835-26-6190

　　　周東支店 0827-84-2501

　　　柳井支店 0820-53-2741

　　　山口物流センター 083-927-5255

　　　徳地支店 0835-52-0029

　　　油谷営業所 0837-32-1159

　　　周南サービスセンター 0834-63-7700

　　　山口サービスセンター 083-988-1700

　　　江崎営業所 08387-2-0220

　　　吉部営業所 08388-6-0231

　　　長門営業所 0837-22-0511

　　　西市営業所 083-766-0251

　　　萩営業所 0838-22-1482

　　　徳佐営業所 083-956-0220

　　　下関営業所 083-288-2530

　　　美祢営業所 0837-52-1008



〒754-0897

山口県山口市嘉川稽古屋１３７６-１

〒754-0511

山口県美祢郡秋芳町秋吉前山田６２２-１

〒759-1512

山口県山口市阿東徳佐中３３７７-１

〒750-0317

山口県下関市菊川町下岡枝６５２-５

〒758-0011

山口県萩市椿東平方２９３５-２

〒759-3111

山口県萩市上田万２７９０-４

〒759-4106

山口県長門市仙崎栗ヶ坪２１-２

〒747-0836

山口県防府市植松川上２９３-３

〒740-1225

山口県岩国市美和町渋前６１９−４

〒738-0200

広島県廿日市市河津原８６６−１

〒740-0034

山口県岩国市南岩国町４-５６-３０

〒746-0014

山口県周南市古川町１-２０

〒742-0336

山口県岩国市玖珂町新市５１４４-３

〒754-0895

山口県山口市深溝産業団地北２００-３

〒754-0895

山口県山口市深溝産業団地北２００-３

〒742-0034

山口県柳井市余田小平尾２３３１-２

〒742-0332

山口県岩国市玖珂町阿山上６２２９-１

〒744-0072

山口県下松市望町４－１１－１１

〒747-0836

山口県防府市植松前開作８５１

〒747-0231

山口県山口市徳地堀１５００-１

〒759-1421

山口県山口市阿東地福上用路２７０１-１

　　　柳井営業所 0820-23-2734

　　　阿東営業所 083-952-0031

　 　玖珂営業所 0827-82-2555

　　　堀営業所 0835-52-0117

（株）岩国ヤンマー商会 0827-32-7030

三菱農機販売（株）　周南営業所 0834-62-4118

　　　長門大津支店 0837-22-4216

　　　アグリサポートセンター 0835-26-6202

奥田商事（株） 0827-96-1122

　　　玖珂営業所 0827-82-3591

　　　周南営業所 0833-45-0131

　　　防府営業所 0835-22-2893

（株）ヰセキ中国山口支社 083-988-1088

　　　山口営業所 083-988-1077

　　　萩支店 0838-25-1281

　　　江崎支店 08387-2-0047

　　　小郡支店 083-989-2186

　　　秋芳支店 0837-62-0124

　　　佐伯支店 0829-74-0079

　　　徳佐支店 083-956-0033

　　　菊川支店 083-287-1425



〒757-0216

山口県宇部市船木１０５９-１

〒750-0314

山口県下関市菊川町上田部東ヶ迫２-１

〒758-0011

山口県萩市椿東中ノ倉２２１１－１０

〒759-4106

山口県長門市仙崎提床1８９-１０

〒699-5522

島根県鹿足郡吉賀町七日市４５９-１

〒753-0043

山口県山口市宮島町１２-１

〒758-0304

山口県萩市吉部上２５６５-１

〒747-1221

山口県山口市鋳銭司３２５０-１

〒754-0001

山口県山口市小郡上郷樫の前１７４５-６

〒754-0005

山口県山口市小郡山手上町１-１０

〒754-0002

山口県山口市小郡下郷２８０１-２

〒757-0216

山口県宇部市船木６８０－２０

〒742-0033

山口県柳井市新庄５７８−１

〒759-1422

山口県山口市阿東地福下４４６-９

〒754-0002

山口県山口市小郡下郷２８０１-２

〒759-3411

山口県萩市須佐５０１８-１

〒755-0011

山口県宇部市昭和町２−２−５

〒756-0091

山口県山陽小野田市日の出２−４−３

〒757-0005

山口県山陽小野田市山川７８８−１０

〒754-0603

山口県美祢市秋芳町別府宮ノ下２０２４−１

〒759-6604

山口県下関市横野町１−１３−５

厚狭ロビン販売（有） 0836-72-0594

（有）清水農機 0837-65-2236

（有）福田商会 083-258-0118

　　　農芸センター須佐店 08387-6-5577

宇部ヤンマー販売（株） 0836-31-1188

（株）末富商会 0836-83-2681

　　　柳井営業所 0820-22-0031

　　　東部営業所 083-952-1170

　　　農家のひきだし　みかさ 083-972-7373

　　　中央営業所 083-972-7373

　　　西部営業所 0836-69-0450

（株）四辻農機 083-986-2022

（有）ヤマリン 083-972-1000

三笠産業（株） 083-973-0731

　　　六日市営業所 0856-78-0092

（株）ささき 083-924-8150

　　　吉部支店 08388-6-0336

　　　下関営業所 0832-87-2474

　　　萩営業所 0838-22-5546

　　　長門営業所 0837-22-2162

　　　船木営業所 0836-67-1504



〒759-5511

山口県下関市豊北町滝部下市８６１−６

〒750-0423

山口県下関市豊田町西市

〒759-6301

山口県下関市豊浦町川棚６２６８－１

〒759-5511

山口県下関市豊北町滝部３６９９

〒759-6311

山口県下関市豊浦町吉永１３３７−１５

〒759-4501

山口県長門市油谷上蔵小田３７６−２

〒758-0061

山口県萩市椿霧口１５４−４
（有）萩ホンダ農機 0838-22-0226

（株）松田商会 083-782-0111

　　　豊浦営業所 083-772-1205

　　　大津営業所 0837-32-1395

豊関農機販売（株） 083-782-0055

　　　西市支店 083-766-1150

　　　川棚営業所 083-772-0025


