
中古農業機械査定実施届出事業者名簿　　　　令和5年4月1日現在

県名 実施届出事業者

1 ヤンマーアグリジャパン 株式会社

2 株式会社 みちのくクボタ

3 株式会社 ヰセキ東北

4 株式会社 佐藤農機

5 有限会社 古川商会

6 有限会社 車力盛農商会

7 ヤンマーアグリジャパン 株式会社

8 阿部農機 株式会社

9 株式会社 フジテック岩手

10 株式会社 みちのくクボタ

11 株式会社 ヰセキ東北

12 株式会社 山一本店

13 株式会社 松尾鉄工所

14 岩手農蚕 株式会社

15 北岩手菱農 株式会社

16 有限会社 公明商会

17 鈴木農機 株式会社

18 株式会社 ヰセキ東北

19 株式会社 五十嵐商会

20 株式会社 佐々木農機商会

21 株式会社 赤羽商会

22 株式会社 鈴木農機具商会

23 有限会社 佐々木農機商会

24 有限会社 早坂農機商会

25 有限会社 峰浦商会

26 有限会社 木村商会

27 ヤンマーアグリジャパン 株式会社

28 株式会社 ヰセキ東北

29 株式会社 高橋農機商会

30 株式会社 黒丸農機商会

31 株式会社 三輪農機

32 株式会社 秋田クボタ 

33 三菱農機販売 株式会社

34 飯坂農機具店

35 有限会社 ナガサワ農機

36 有限会社 栄光物産

37 有限会社 皆川農機

38 有限会社 大久保機械店

39 有限会社 牧農機商会

40 株式会社 ヰセキ東北

宮城

岩手

青森

山形

秋田



41 株式会社 長沢建設

42 有限会社 赤湯殖産舘

43 スズキ農機店

44 ホシ・アグリサービス

45 会津菱農 株式会社

46 会田農機店

47 株式会社 カゲヤマ

48 株式会社 ヰセキ東北

49 株式会社 中条商会

50 株式会社 渡辺機械

51 株式会社 南東北クボタ

52 株式会社 鈴木メンテナンスサービス

53 熊澤農機店

54 坂内農機店 株式会社

55 桜屋機械 有限会社

56 常磐菱農 株式会社

57 相馬ホンダ農機商会

58 大一農機店

59 大友農機店

60 添田農機店

61 福菱機器販売 株式会社

62 有限会社 Ａ＆Ａ

63 有限会社 さかもと

64 有限会社 マスヤ

65 有限会社 結城農機

66 有限会社 県南農機

67 有限会社 松本商会

68 有限会社 信和農機商会

69 有限会社 船引農機店

70 有限会社 渡辺鉄工所

71 有限会社 鈴木商会

72 栁沼農機具店

73 茨城菱農 株式会社

74 株式会社 イバノウ

75 株式会社 カマリ

76 株式会社 スズキアムテック

77 株式会社 ヰセキ関東甲信越

78 株式会社 伊藤農機

79 株式会社 海野農機商会

80 株式会社 関東甲信クボタ

81 株式会社 新萬工舎

82 株式会社 川又商会

茨城

福島

山形



83 株式会社 中川農機具店

84 株式会社 平賀機工

85 久保田機械店

86 合資会社 集栄社

87 合資会社 村屋農機店

88 小田部機械店

89 小野屋機販 有限会社

90 新菱農機 株式会社

91 大内農機商会

92 飯島農機店

93 有限会社 タチハラ機販

94 有限会社 安達農機

95 有限会社 丸勝農機商会

96 有限会社 小沼農機商会

97 有限会社 小野瀬農機店

98 有限会社 沼田農機

99 有限会社 清水農機商会

100 有限会社 赤城商会

101 有限会社 島製作所

102 有限会社 塙農機具店

103 有限会社 明光社

104 和泉商会

105 ヤンマーアグリジャパン 株式会社

106 有限会社 ファームマシーン平沢

107 株式会社 ヰセキ関東甲信越

108 株式会社 関東甲信クボタ

109 株式会社 福田機械店

110 有限会社 五味田農機具店

111 有限会社 佐藤農機商会

112 有限会社 柴崎農機具店

113 髙田酪農機械 株式会社

114 荒井農機

115 株式会社 アオキ

116 株式会社 群馬クボタ

117 群馬ヰセキ販売 株式会社

118 中澤商事 株式会社

119 有限会社 館林農機パレス

120 有限会社 宮下農機具店

121 有限会社 群馬農機商会

122 有限会社 高見澤農蚕機店

123 ＪＡ三井リースアセット 株式会社

124 カキザキ農機 株式会社

埼玉

群馬

栃木

茨城



125 株式会社 タケウチ

126 株式会社 トミタモータース

127 株式会社 ホソダ

128 株式会社 ヰセキ関東甲信越

129 株式会社 柿崎商店

130 株式会社 笠原鉄工所

131 株式会社 秋山農機

132 株式会社 小和瀬農機商会

133 株式会社 武井農機商店

134 高橋農機

135 倉林機械産業 株式会社

136 倉林車輛工業 株式会社

137 有限会社 加藤農機

138 有限会社 吉田農機

139 有限会社 深谷農機

140 有限会社 瀬山農具製作所

141 有限会社 石塚農機商会

142 有限会社 浅野産業

143 有限会社 大塚商会

144 有限会社 長島農機店

145 有限会社 萩原農機

146 株式会社 小松屋農機商会

147 有限会社 良栄社商会

148 伊藤産業機械 株式会社

149 株式会社 マルマン

150 株式会社 ヰセキ関東甲信越

151 株式会社 稲葉農機

152 株式会社 佐々木商会

153 株式会社 佐々木商店

154 株式会社 佐野農機

155 株式会社 石川商会（いすみ市）

156 株式会社 石川商会（旭市）

157 株式会社 大竹産業

158 株式会社 中屋商会

159 株式会社 南総ヤンマー

160 株式会社 冨澤機械店

161 今関農機 株式会社

162 杉木鉄工 株式会社

163 成田加藤農機 有限会社

164 石井鉄工 株式会社

165 有限会社 高橋機械

166 有限会社 高橋農機

埼玉

千葉



167 有限会社 星野農機

168 有限会社 相川農機商会

169 有限会社 長谷川商店

170 有限会社 渡辺農機商会

171 有限会社 土子機械店

172 有限会社 飯沼商会

173 有限会社 尾高機械店

174 有限会社 柳堀商会

175 有限会社 鈴木農機店

176 株式会社 カトウ・エー・エム

177 株式会社 キヨヅカ

178 株式会社 マルサ農機店

179 株式会社 ミズワ商会

180 株式会社 伊勢屋農機店

181 株式会社 塩原商会

182 株式会社 丸富

183 株式会社 高正

184 株式会社 佐藤農機ｻｰﾋﾞｽ

185 株式会社 佐和田機械

186 株式会社 山口欽雄商店

187 株式会社 姉﨑農機

188 株式会社 新潟クボタ

189 株式会社 新興

190 丸山農機店

191 合資会社 竹内鉄工所

192 今泉商店

193 佐久間農機店

194 佐藤サービス

195 浅賀農機店

196 長谷川農機店

197 渡義農機店

198 有限会社 ウツノミヤ

199 有限会社 コヨシ

200 有限会社 ナカノサービス

201 有限会社 やしま商会

202 有限会社 伊藤農機具商会

203 有限会社 臼木農機

204 有限会社 吉村農機店

205 有限会社 佐渡農機商会

206 有限会社 佐藤機械店

207 有限会社 山太

208 有限会社 山田農機

新潟

千葉



209 有限会社 小野農機

210 有限会社 水品商会

211 有限会社 曽根商会

212 有限会社 大島鉄工所

213 カミハザ農機整備

214 ヤンマーアグリジャパン 株式会社

215 株式会社 ヰセキ関西中部

216 株式会社 小出農機

217 株式会社 北陸近畿クボタ

218 溝口農機 株式会社

219 川合農機商会

220 有限会社 田辺農機

221 垣内農産商会

222 株式会社 Yoppy　factory

223 株式会社 ヰセキ関西中部

224 株式会社 山本商会

225 株式会社 辻商会

226 株式会社 柏木農機

227 株式会社 鈴八農機商会

228 岩城農機店

229 佐々木農機具店

230 西出農機

231 石川スズエ販売 株式会社

232 有限会社 高田農機

233 有限会社 七尾物産商会

234 有限会社 浅市農機

235 有限会社 毛利農機

236 株式会社 ヰセキ関西中部

237 株式会社 北陸近畿クボタ

238 三菱農機販売 株式会社

239 小浜ヤンマー 株式会社

240 株式会社 キマタ

241 株式会社 ミワ機械

242 株式会社 ヰセキ関西中部

243 株式会社 宮田機械店

244 株式会社 高岡ヤンマー

245 株式会社 木村機械

246 晃栄農機

247 山本機械販売 株式会社

248 星野農機店

249 川合農機販売 株式会社

250 白井農機 株式会社
愛知

福井

石川

富山

新潟



251 福田農機 株式会社

252 有限会社 マスヤ

253 有限会社 一宮ヤンマー

254 有限会社 加藤農機商会

255 有限会社 河合農機サービスセンター

256 有限会社 原田商会

257 有限会社 森下農機商会

258 有限会社 西山農機店

259 有限会社 中村農機商会

260 ヤンマーアグリジャパン 株式会社

261 株式会社 東海近畿クボタ

262 三重ヰセキ販売 株式会社

263 ヤンマーアグリジャパン 株式会社

264 株式会社 フカオ

265 株式会社 マルモト

266 株式会社 ヰセキ関西中部

267 株式会社 伊関商会

268 株式会社 片桐商店

269 株式会社 北陸近畿クボタ

270 株式会社 木俣商会

271 蒲生農機サービス

272 吉田農機 株式会社

273 桂田農機 有限会社

274 三興機械 株式会社

275 滋賀三菱農機販売 株式会社

276 西坂農機 株式会社

277 片淵農機店

278 有限会社 ヨシックス

279 有限会社 今村商店

280 有限会社 山田

281 有限会社 坪井農具製作所

282 有限会社 北川農機

283 有限会社 北川農機センター

284 ヤンマーアグリジャパン 株式会社

285 株式会社 タナカ

286 株式会社 ヰセキ関西中部

287 株式会社 上林商会

288 株式会社 北陸近畿クボタ

289 玉谷産業 株式会社

290 志摩機械 株式会社

291 有機企業 GEKA

292 ヤンマーアグリジャパン 株式会社

兵庫

京都

滋賀

三重

愛知



293 伊藤農機 株式会社

294 横山農機

295 株式会社 ヤナギハラ

296 株式会社 ヰセキ関西中部

297 株式会社 梶本農機

298 株式会社 喜多農機

299 株式会社 酒井農機商会

300 株式会社 瀬川機械店

301 株式会社 田中機械店

302 株式会社 東海近畿クボタ

303 久後農機

304 志摩機械 株式会社

305 小林農機 株式会社

306 松井農機商会

307 植村農機 株式会社

308 大西農機具店

309 大島農機 株式会社

310 田中農機 株式会社

311 藤岡機械 株式会社

312 播州農機販売 株式会社

313 富田農機 株式会社

314 兵庫農機販売 株式会社

315 夢前農機 株式会社

316 柳原農機 株式会社

317 有限会社 市川農機具店

318 有限会社 村上農機

319 有限会社 鍛治農機

320 有限会社 田中機械店

321 シミズ農機商会

322 ヤンマーアグリジャパン 株式会社

323 株式会社 おかい商店

324 株式会社 ヰセキ関西中部

325 株式会社 東海近畿クボタ

326 株式会社 藤原農機

327 株式会社 有田ヰセキ商会

328 山下商会

329 森農機商会

330 西野農機店

331 中西義夫商店

332 田中農機店

333 有限会社 サワイ

334 有限会社 三木農機商会

和歌山

兵庫



335 ヤンマーアグリジャパン 株式会社

336 株式会社 ヰセキ中四国

337 浅田農機

338 有限会社 米子機械

339 ヤンマーアグリジャパン 株式会社

340 株式会社 ヰセキ中四国

341 石西機器販売 有限会社

342 前田機工 有限会社

343 藤原農機店

344 有限会社 益田農機

345 有限会社 春日機械店

346 有限会社 松原商会

347 有限会社 前島農機本店

348 有限会社 宝農機商会

349 きはんトライアングル興業 有限会社

350 シバタ農機商会

351 株式会社 ムネオカ

352 株式会社 ヰセキ中四国

353 株式会社 櫛田農機商会

354 株式会社 山谷商会

355 株式会社 西大寺農機

356 株式会社 木庭

357 丸善農機 株式会社

358 植田鉄工所

359 倉敷河上農機 株式会社

360 池田農機 株式会社

361 福田農機 株式会社

362 有限会社 英北農機商会

363 有限会社 小野商会

364 有限会社 大森農機商会

365 ヤンマーアグリジャパン 株式会社

366 安田農機サービス

367 株式会社 かわかく農機

368 株式会社 ヰセキ中四国

369 株式会社 中四国クボタ

370 黒永機械サービス

371 三谷機械 株式会社

372 松川農機 有限会社

373 石岡農機

374 有限会社 サービスセンター宇坪

375 有限会社 迫農機商会

376 ヤンマーアグリジャパン 株式会社

鳥取

山口

広島

岡山

島根



377 宇部ヤンマー販売 株式会社

378 株式会社 ヰセキ中四国

379 株式会社 四辻農機

380 株式会社 中四国クボタ

381 三菱農機販売 株式会社

382 豊関農機販売 株式会社

383 ヤンマーアグリジャパン 株式会社

384 株式会社 ヰセキ中四国

385 今治ヤンマー 株式会社

386 カイダ農機

387 ハートフィールドさかもと

388 ヤンマーアグリジャパン 株式会社

389 花田農機

390 角和成農機商会

391 株式会社 アグリメンテナンス

392 株式会社 たなか

393 株式会社 ヨシタケ

394 株式会社 ヰセキ九州

395 株式会社 筑後コマツセンター

396 株式会社 飯田鉄工

397 株式会社 福岡九州クボタ

398 有限会社 茂永機械

399 有限会社 有明農建

400 株式会社 ヰセキ九州

401 株式会社 基山農機サービス

402 株式会社 福岡九州クボタ

403 久原農機センター

404 上瀧農機商会

405 中原商機

406 田中鉄工

407 梅﨑農機店

408 北原農機商会

409 有限会社 岩崎鉄工

410 有限会社 古賀鉄工システム

411 株式会社 ヰセキ九州

412 株式会社 福岡九州クボタ

413 もりの農機

414 ヤンマーアグリジャパン 株式会社

415 粟田農機商会

416 株式会社 ヨシダ

417 株式会社 ヰセキ九州

418 株式会社 中九州クボタ

熊本
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佐賀
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419 松永農機

420 有限会社 ヨシダ農機

421 有限会社 三友機械

422 ヤンマーアグリジャパン 株式会社

423 株式会社 ヰセキ九州

424 有限会社 ウケガワ

425 有限会社 原田

426 有限会社 ヨシノ

427 有限会社 宮崎ブルドーザー

428 有限会社 川口機械サービス

429 株式会社 トクダ農機

430 株式会社 ミズホ商会

431 株式会社 ヰセキ九州

432 株式会社 南九州沖縄クボタ

433 三菱農機販売 株式会社

434 有限会社 みの手

435 有限会社 有木機工

鹿児島

宮崎

熊本


