全国サービス指定工場一覧
2021/4/14
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サービス指定工場名
名

住所

称

北海道 札幌内燃機工業(株）
(有)アトム機械
(有)青山鉄工所
(有)広尾鉄工所
(株)赤井商会
(株)寺島商会
三菱農機販売(株) 美瑛営業所
三菱農機販売(株) 士別営業所
三菱農機販売(株) 帯広営業所
三菱農機販売(株) 中標津営業所
三菱農機販売(株) 小清水営業所
三菱農機販売(株) 岩見沢営業所
三菱農機販売(株) 江差営業所
三菱農機販売(株) 函館営業所
三菱農機販売(株) 長沼営業所
敷島機器(株) 技術部
敷島機器(株) 函館支店
敷島機器(株) 浦河支店
敷島機器(株) 道東支店
敷島機器(株) 根室支店
敷島機器(株) 標津営業所
敷島機器(株) 羅臼支店
敷島機器(株) 湧別支店
敷島機器(株) 稚内支店
敷島機器(株) 枝幸支店
敷島機器(株) 羽幌営業所
北富士産業機械（株）
サイトー建機販売（株）
太田電機（株）
青森 三菱農機販売(株) 黒石営業所
三菱農機販売(株) 十和田営業所
三菱農機販売(株) 十和田営業所 青森駐在所
三菱農機販売(株) 三沢営業所
三菱農機販売(株) 五戸営業所
(株)ガスデン
秋田 三菱農機販売(株) 南秋営業所
三菱農機販売(株) 大曲営業所
三菱農機販売(株) 横手営業所
三菱農機販売(株) 能代営業所
三菱農機販売(株) 大潟村営業所
秋田マッカラー(株)
岩手 東北極東機械(株)
三菱農機販売(株) 奥州営業所
（有）クリーンモーター岩手
山形 三菱農機販売(株) 南陽営業所
三菱農機販売(株) 天童営業所
三菱農機販売(株) 山形営業所
(株)山工社
宮城 三菱農機販売(株) 石巻河南営業所
三菱農機販売(株) 仙南営業所
(株)久松商会
(有)佐藤建機
（有）アムス
興立産業（株）
福島 会津菱農(株) 本社
会津菱農(株) 坂下営業所
会津菱農(株) 若松営業所
会津菱農(株) 喜多方営業所
会津菱農(株) 高田営業所
福菱機器販売(株) 本社
福菱機器販売(株) 郡山営業所
福菱機器販売(株) 白河支店
福菱機器販売(株) 福島南営業所
常磐菱農(株)本社
常磐菱農(株) 原町営業所
常磐菱農(株) 平営業所
(株)共和建商
新潟 カーテクの更科
(株)池田鉄工所 通信特機部
新潟産業機器（株）
三菱農機販売(株) 豊栄営業所
三菱農機販売(株) 長岡営業所
三菱農機販売(株) 上越営業所
山梨 双葉商事(株)
長野 三菱ふそうトラック・バス(株) 東関東・甲信ふそう
(有)三和電機工業
栃木 斉藤エンジンサービス
(有)丸越商会
三菱農機販売(株) 高根沢営業所
三菱農機販売(株) 那須野が原営業所
三菱農機販売(株) 矢板営業所

〒003-0814
〒078-8815
〒093-0074
〒089-2605
〒055-0001
〒041-0804
〒071-0215
〒095-0024
〒082-0004
〒086-1125
〒099-3641
〒068-0003
〒043-1117
〒041-1214
〒066-0077
〒065-0007
〒040-0077
〒057-0024
〒088-1116
〒087-0024
〒086-1600
〒086-1831
〒099-6402
〒097-0001
〒098-5808
〒078-4120
〒005-0030
〒003-0821
〒080-0048
〒036-0345
〒034-0002
〒038-0042
〒033-0022
〒036-1563
〒030-0113
〒010-0341
〒014-0103
〒013-0071
〒016-0884
〒010-0444
〒010-1201
〒020-0839
〒023-1131
〒020-0403
〒999-2221
〒994-0101
〒990-2334
〒990-0057
〒987-1101
〒989-0701
〒984-0001
〒989-4601
〒981-0954
〒983-0034
〒969-6500
〒969-6500
〒965-0057
〒966-0086
〒969-6261
〒963-8832
〒963-8832
〒961-0082
〒963-1234
〒975-0038
〒975-0038
〒970-0111
〒961-0015
〒950-0886
〒949-8201
〒959-1271
〒950-3306
〒940-1146
〒943-0824
〒406-0802
〒381-2205
〒380-0928
〒321-3223
〒329-2704
〒329-1207
〒324-0004
〒329-2123

札幌市白石区菊水上町4条4-787-6
旭川市緑が丘南5条2丁目2番5号
網走市北4条西1丁目
広尾郡広尾町会所前2丁目78
沙流郡門別町富川北2-3-12
函館市赤川町40-106
上川郡美瑛町扇町421-8
士別市西4条1丁目
河西郡芽室町東芽室北1線20-25
標津郡中標津町西5条北2丁目
斜里郡小清水町小清水105
岩見沢市3条東14丁目12-1
檜山郡厚沢部町美和1268
北斗市東前72-1
千歳市上長都1047
札幌市東区北7条東18丁目1番35号
函館市吉川町3番42号
浦河郡浦河町築地1丁目142
厚岸郡厚岸町松葉4丁目151
根室市宝林町5丁目47
標津郡標津町北5条東1丁目1番6号
目梨郡羅臼町富士見町1-1
紋別郡湧別町曙町9
稚内市末広4丁目
枝幸郡枝幸町新港町7962番地64
苫前郡羽幌町港町3丁目24番地2
札幌市南区南30条西8丁目4番1号
札幌市白石区菊水元町1条1-7-23
北海道帯広市西十八条北1-17-33
黒石市大字中川字篠村45-3
十和田市元町西3-1-6
青森市大字新城字福田53-2
三沢市大字三沢字上屋敷31-5
三戸郡五戸町字大学沢23-4
第二問屋町4丁目2-26
男鹿市船越字根木104
大仙市高関上郷字不動堂160-4
横手市八幡字上長田4
能代市卸町5番2号
南秋田郡大潟村南1-39
秋田市雄和田草川字本田241-44
盛岡市津志田南3-14-53
奥州市江刺区愛宕字観音堂沖61
岩手県盛岡市乙部4-130-5
南陽市椚塚字渋田361-1
天童市大字山口字旦の前720-1
山形市蔵王成沢字町浦2964-2
山形市宮町3-2-8
石巻市前谷地字筒頭58-1
刈田郡蔵王町宮字井戸井44-3
仙台市若林区鶴代町1-64
登米市迫町新田南深沢5-6
仙台市青葉区川平3-41-15
仙台市宮城野区扇町4-6-16
河沼郡会津坂下町福原前甲4098-6
河沼郡会津坂下町福原前甲4098-6
会津若松市町北町大字藤室横道115-2
喜多方市西四ﾂ谷322
大沼郡会津美里町字高田道上2846-4
郡山市山根町2-5
郡山市山根町2-5
白河市飯沢81-1
福島市松川町水原字中ノ内28
南相馬市原町区日の出町189
南相馬市原町区日の出町189
いわき市平原高野字百目木34-4
白河市田島館ｹ崎4-1
新潟市東区中木戸284-4
中魚沼郡津南町大字下船渡丁1518
燕市大字蔵関163-3
新潟市北区内島見浦潟2505
長岡市下条町710
上越市北城町1-8-26
笛吹市御坂町金川原1187-8
長野市青木島町大塚1044
長野市若里6-6-24(若里工業団地)
宇都宮市清原台5丁目27-34
那須塩原市新南35-9
塩谷郡高根沢町花岡1462-7
大田原市富池字湯泉前299-10
矢板市上町597-2

TEL
011-821-3235
0166-65-4848
0152-43-3888
01558-2-3205
01456-2-0041
0138-46-5527
0166-92-1443
0165-23-3548
0155-62-6661
0153-72-2131
0152-62-2879
0126-23-3553
0139-54-2107
0138-77-2631
0123-22-3797
011-711-9120
0138-43-0624
0146-22-1811
0153-52-7588
0153-23-2276
0153-82-3670
0153-87-2056
01586-5-2040
0162-34-0212
0163-62-1310
0164-62-1711
011-582-1191
011-875-1820
0155-33-6688
0172-53-4380
0176-23-2639
017-788-4983
0176-54-4740
0178-62-4878
017-739-7422
0185-35-3369
0187-62-1367
0182-32-1776
0185-52-2364
0185-45-2572
018-886-8880
019-638-7241
0197-35-6551
019-696-2766
0238-43-3250
023-657-3141
023-688-7061
023-622-0933
0225-72-4220
0224-32-2141
022-238-7380
0220-28-3360
022-279-1685
022-235-9311
0242-83-3480
0242-83-3421
0242-24-4024
0241-22-1224
0242-54-2846
024-932-1557
024-932-1557
0248-24-1371
024-567-6019
0244-22-5631
0244-22-5631
0246-34-5996
0248-29-2231
025-270-9701
025-765-3165
0256-66-4310
025-386-7921
0258-23-7030
0255-25-5561
055-263-3145
026-286-2291
026-226-5536
028-667-9772
0287-36-0193
0286-76-0240
0287-20-2788
0287-43-5563

FAX
011-831-1234
0166-65-2591
0152-44-6587
01558-2-3309
01456-2-3344
0138-46-5529
0166-92-1922
0165-23-3876
0155-62-7811
0153-72-9924
0152-62-3928
0126-25-6533
0139-54-2108
0138-77-2632
0123-22-3840
011-711-9123
0138-43-6091
0146-22-5311
0153-52-5651
0153-23-2278
0153-82-2458
0153-87-3306
01586-5-2769
0162-34-0228
0163-62-1145
0164-62-1070
011-582-1194
011-875-1899
0155-33-8245
0172-53-4039
0176-23-7640
017-788-4986
0176-54-4785
0178-62-4902
017-739-8186
0185-35-3580
0187-62-4246
0182-33-2333
0185-53-4171
0185-45-2577
018-886-5177
019-638-7243
0197-35-6759
019-696-2867
0238-43-3152
023-657-3148
023-688-7062
023-622-0963
0225-72-4221
0224-32-2267
022-238-7384
0220-28-3340
022-341-3664
022-284-9766
0242-83-3481
0242-54-2844
0242-25-1293
0241-22-1286
0242-54-2844
024-932-1606
024-932-1606
0248-24-6277
024-567-6019
0244-22-5631
0244-22-5631
0246-34-5996
0248-29-2022
025-273-7837
025-765-2128
0256-66-4310
025-388-3680
0258-23-7032
0255-24-5962
055-263-2679
026-283-1252
026-226-2334
028-667-9772
0287-36-3022
0286-76-0523
0287-20-2766
0287-44-0301

地区

県
埼玉

茨城

群馬
関
東
甲
信
越

東京

神奈川

静岡

愛知
東

三重
海
岐阜

富山
北
石川
陸

福井

滋賀

京都
和歌山
近
畿

大阪

兵庫

香川

四

徳島

国

高知

サービス指定工場名
名
称
(有)関東技研工業
〒350-1101
(有)秋山機器サービス
〒340-0835
三菱農機販売(株) 熊谷営業所
〒360-0023
（株）八潮 埼玉支店
〒362-0023
茨城建機(株）
〒310-0036
(有)菊池商会
〒311-3114
三菱農機販売(株) ダイヤプラザ那珂
〒311-0133
三菱農機販売(株) ダイヤプラザ太田
〒311-0004
三菱農機販売(株) ダイヤプラザ茨城
〒311-3138
共伸産業
〒371-0005
(有)建設機械サービス
〒373-0011
三菱農機販売(株) 群馬中央営業所
〒379-2114
三菱農機販売(株) 西群馬営業所
〒379-0127
三菱農機販売(株) 沼田営業所
〒378-0005
三菱農機販売(株) 中之条営業所
〒377-0425
三菱農機販売(株) 嬬恋営業所
〒377-1524
清水建工
〒193-0943
（有）高橋建機
〒133-0073
（株）八潮 本社
〒144-0055
（株）イシトヨ興産
〒206-0822
(株)永光バッテリー
〒236-0033
(有)良栄社商会
〒299-1151
(有)カツヤマ
〒262-0011
(株)大竹産業
〒286-0041
丸山販売(株)
〒420-0816
大興産業(株)
〒435-8533
(株) 片岡屋
〒411-0822
三菱農機販売(株) 浜松営業所
〒434-0004
(株)柴田営業所
〒451-0044
(有)豊徳工業
〒470-0162
高木農機商会
〒496-0865
山本機械販売(株）
〒444-0068
（株）ミワ機械
〒490-1204
白井農機（株）
〒441-3301
三重発動機(株)
〒510-0018
(株)キナン松阪営業所
〒519-2143
三菱農機販売(株) 津営業所
〒514-2303
大垣機工(株) サービスセンター
〒503-0996
(有)馬渕機械工業
〒503-2305
(有)豊栄機械
〒506-0043
三菱農機販売(株) 岐阜営業所
〒501-1132
三菱農機販売(株) 西濃営業所
〒503-1251
三菱農機販売(株) 富山営業所
〒930-0905
三菱農機販売(株) 福野営業所
〒939-1507
(有)トミケンキ
〒935-0034
富山フィールドサービス
〒930-0916
三菱農機販売(株) 小松営業所
〒923-0964
(株)日建
〒920-0027
三菱農機販売(株) 福井営業所
〒918-8231
三菱農機販売(株) 芦原営業所
〒910-4115
三菱農機販売(株) 奥越営業所
〒912-0011
滋賀三菱農機販売(株) 本社・能登川営業所
〒521-1215
滋賀三菱農機販売(株) 八日市営業所・近江八幡営業所〒527-0091
滋賀三菱農機販売(株) 彦根営業所
〒522-0027
滋賀三菱農機販売(株) 湖東営業所
〒527-0171
志摩機械(株）
〒624-0951
谷口機械（株）
〒624-8135
三菱農機販売(株) 和歌山営業所
〒649-6256
三菱農機販売(株) 御坊営業所
〒649-1342
(株)ナルビシ機械
〒577-0013
美里商事
〒591-8037
三菱農機販売(株) 大阪営業所
〒546-0024
三菱農機販売(株) 篠山営業所
〒669-2202
三菱農機販売(株) 氷上営業所
〒669-3465
三菱農機販売(株) 但馬営業所
〒668-0221
三菱農機販売(株) 日高営業所
〒669-5321
三菱農機販売(株) 三原営業所
〒656-0426
三菱農機販売(株) 淡路アグリサポートセンター
〒656-0017
三菱農機販売(株) 三田営業所
〒669-1506
香川三菱農機販売(株) 本店
〒766-0013
香川三菱農機販売(株) 三豊南営業所
〒768-0101
香川三菱農機販売(株) 高瀬営業所
〒767-0011
香川三菱農機販売(株) 高松営業所
〒761-8043
香川三菱農機販売(株) 高松東営業所
〒761-0434
四国機器(株) 建設機械・発動機サービスセンター
〒761-0102
四国機器(株) エンジンサービスセンター
〒761-8058
三菱農機販売(株) 阿南営業所
〒774-0044
三菱農機販売(株) 阿北営業所
〒771-1401
三菱農機販売(株) 松茂営業所
〒771-0219
四国機器(株) 鳴門総合サービスセンター
〒772-0035
四国機器(株) 阿南営業所
〒774-0045
四国機器(株) 高知サービスセンター
〒783-0092
四国機器(株) 宿毛営業所
〒788-0034
三菱農機販売(株) 高知営業所
〒781-5101
三菱農機販売(株) 高知支店・窪川営業所
〒786-0006
三菱農機販売(株) 佐川営業所
〒789-1203

住所
川越市的場545-6
八潮市浮塚541-2
熊谷市大字佐谷田983-1
埼玉県上尾市原市中3-7-2
水戸市新荘2-4-1
東茨城郡茨城町大戸3333-133
那珂市鴻巣1135-1
常陸太田市馬場町359-2
東茨城郡茨城町城之内727-33
前橋市堀之下町195-4
太田市只上町1041
前橋市上増田町961-3
安中市磯部2-157-1
沼田市久屋原町131-3
吾妻郡中之条町西中之条223
吾妻郡嬬恋村大字鎌原字田小路922ｰ1
八王子市寺田町1100-1
江戸川区鹿骨2-20-7
大田区仲六郷2-40-4
稲城市坂浜2869-1
横浜市金沢区東朝比奈 2丁目2-32-105
君津市中野4-15-18
千葉市花見川区三角町565-1
成田市飯田町1-6
静岡市葵区沓谷5-4-3
浜松市東区安間町264-1
三島市松本280-1
浜松市浜北区宮口4570-3
名古屋市西区菊井2-15-28
愛知郡東郷町大字春木字仲田42
津島市馬場町6番地
岡崎市井田南町1番地8
あま市花長下町田26
豊橋市老津町丸山7
四日市市白須賀1-3-16
松阪市中万町2076-1
津市安濃町内多2504-1
大垣市島町229
安八郡神戸町神戸1142-3
高山市中切町1020
岐阜市折立枇杷966-4
養老郡養老町石畑藪之内1638
富山市五本榎1
南砺市二日町2178-3
氷見市小竹前田468
富山市向新庄町4-1-69
小松市今江町9-229
金沢市駅西新町2-15-25
福井市問屋町2-38
あわら市国影12字22-4
大野市南新在家10-24
東近江市佐生町335
東近江市小脇町寿2336
彦根市東沼波町767
東近江市池之尻町354-2
舞鶴市上福井117
京都市南区上鳥羽石橋町1-1
岩出市金池265-3
御坊市藤田町吉田字中黒772-4
東大阪市長田中5-1-11
堺市北区百舌鳥赤畑町5丁目743-2
大阪市東住吉区公園南矢田3丁目23-9
丹波篠山市東吹362-1
丹波市氷上町横田11-1
豊岡市出石町町分375-1
豊岡市日高町土居264-1
南あわじ市榎列大榎列60
洲本市上内膳451-1
三田市志手原207-1
仲多度郡まんのう町東高篠1-1
三豊市山本町辻1561-4
三豊市高瀬町下勝間1660-1
高松市中間町西井坪635-1
高松市十川東町144-1
高松市新田町甲15-1
高松市勅使町字田中154-3
阿南市上中町中原83
阿波市吉野町柿原字原39-1
板野郡松茂町笹木野字八下15-1-16
鳴門市大津町矢倉字中ノ越16
阿南市宝田町平岡882-1
南国市田村乙2023-3
宿毛市大深浦107-7
高知市布師田3976-1
高岡郡四万十町東町1-9
高岡郡佐川町丙3585-6

TEL
049-234-2575
048-996-5083
048-524-1091
048-720-7777
029-224-0131
090-3148-5326
029-298-1269
0294-72-0341
029-293-6525
027-269-5323
0276-37-2231
027-280-8833
027-380-6366
0278-22-2007
0279-75-3676
0279-80-2500
0426-64-8003
03-3670-2953
03-3733-9301
042-331-2582
045-367-9800
0439-52-0035
043-258-0856
0476-22-2333
054-261-8933
053-421-3551
055-941-5511
053-582-3001
052-571-9126
0561-39-0196
0567-26-2577
0564-21-0246
052-443-2131
0532-23-3203
059-331-1826
0598-29-3861
059-267-1010
0584-91-7343
0584-27-2125
0577-34-7689
058-239-0421
0584-32-0524
076-451-2851
0763-22-2438
0766-91-2345
0764-51-6337
0761-24-2340
076-264-0515
0776-22-1968
0776-78-7111
0779-65-0038
0748-42-0811
0748-22-1337
0749-22-2763
0749-46-0120
0773-75-0652
075-661-0225
0736-62-6456
0738-22-0550
06-6746-2261
072-252-3251
066-692-2840
079-594-2161
0795-82-0520
0796-52-3551
0796-42-1832
0799-42-2355
0799-22-3431
079-563-1250
0877-73-3011
0875-63-2166
0875-72-5912
0878-85-2564
087-848-1171
087-844-4075
087-866-9901
0884-22-2804
088-696-4550
088-699-5517
088-685-0161
0884-23-1093
0888-64-4911
0880-65-6185
088-845-5000
0880-22-0327
0889-22-0313

FAX
049-234-2866
048-996-7154
048-524-1093
048-720-2004
029-225-7958
029-292-7555
029-298-4320
0294-70-1171
029-240-8005
027-269-5292
0276-37-2261
027-267-1212
027-380-6367
0278-22-5252
0279-75-3840
0279-80-2501
0426-65-8404
03-3670-2845
03-3733-9336
042-331-3154
045-367-9878
0439-54-8450
043-258-0586
0476-22-2334
054-261-5827
053-421-3552
055-984-3703
053-582-3530
052-563-0342
0561-38-5853
0567-26-2577
0564-21-4379
052-443-2132
0532-23-3208
059-331-6047
0598-29-3858
059-267-1011
0584-91-6880
0584-27-7713
0577-34-5478
058-239-0422
0584-32-0418
076-451-2850
0763-22-2148
0766-91-2398
0764-51-6337
0761-24-2339
076-222-0264
0776-21-2120
0776-77-3306
0779-65-8059
0748-42-5119
0748-22-2867
0749-22-9384
0749-46-0365
0773-76-5591
075-671-9133
0736-62-6182
0738-22-0577
06-6746-6649
072-252-3490
066-692-0143
079-594-2164
0795-82-4599
0796-52-5448
0796-42-5052
0799-42-2791
0799-22-1549
079-563-1251
0877-73-4054
0875-63-2199
0875-72-5912
0878-85-2589
087-848-1181
087-843-3229
0884-22-4291
088-696-5097
088-699-5774
088-685-0166
0884-23-1094
0888-64-4914
0880-65-6527
088-845-2500
0880-22-2080
0889-22-0313

地区

県
愛媛

四
国
岡山

中
広島

国
鳥取
島根
山口

福岡

佐賀

長崎

熊本

九
州
・
沖

大分

縄

宮崎

鹿児島

沖縄

サービス指定工場名
名
称
愛媛農機販売(株) 本社業務部
愛媛農機販売(株) 中島営業所
三菱農機販売(株) 愛媛支店・北愛媛営業所
三菱農機販売(株) 南愛媛営業所
四国機器(株) 宇和島営業所
四国機器(株) 今治営業所
三菱農機販売(株) 津山営業所
三菱農機販売(株) 江見営業所
三菱農機販売(株) 久世営業所
三菱農機販売(株) 岡南営業所
三菱農機販売(株) 一宮営業所
三菱農機販売(株) 岡山東営業所
(有)岡山菱機
岡山マシナリー(株)
(株)東洋機工商会
竹本機械(株)
三菱農機販売(株) 西中国支店・東広島営業所
三菱農機販売(株) 広島北部営業所
宝物産（株）
三菱重工エンジンシステム㈱山陰営業所
三菱農機販売(株) 松江営業所
三菱農機販売(株) 豊北営業所
三菱農機販売(株) 大津営業所
三菱農機販売(株) 周南営業所
三菱農機販売(株) 玖珂営業所
三菱農機販売(株) 田川営業所
三菱農機販売(株) 黒木営業所
三菱農機販売(株) 福岡南部営業所
三菱農機販売(株) 朝羽営業所
三菱農機販売(株) 柳川営業所
協同機械産業(有)
(有)吉住機工
永松工業(株) 本社
永松工業(株) 柳川営業所
愛知ポンプ工業（株）
三菱農機販売(株) 鳥栖営業所
三菱農機販売(株) 大和営業所
(有)甲南エンジニアリング
三菱農機販売(株) 武雄営業所
三菱農機販売(株) 牛津営業所
三菱農機販売(株) 福富営業所
三菱農機販売(株) 白石営業所
三菱農機販売(株) 大村支店
長崎新菱農機(株) 本社
三菱農機販売(株) 愛野支店
(株)西海機工
三菱農機販売(株) 熊本営業所
三菱農機販売(株) 山鹿営業所
三菱農機販売(株) 菊池営業所
三菱農機販売(株) 人吉営業所
(有)球磨資材
（株）エスデイサービス 熊本営業所
三菱農機販売(株) 大分営業所
三菱農機販売(株) 国東営業所
三菱農機販売(株) 日田営業所
三菱農機販売(株) 県北営業所
三菱農機販売(株) 玖珠営業所
三菱農機販売(株) 県南営業所
(有)ゴザオカ商会
(有)ゴザオカ商会 三光営業所
(株)サンワ機工
野島機械サービス(株)
新日本緑地(株）
三菱農機販売(株) 宮崎営業所
三菱農機販売(株) 国富営業所
三菱農機販売(株) 小林営業所
三菱農機販売(株) 児湯営業所
(有)吉留機販
(有)光陽電機
延岡新菱農機(有）
三菱農機販売(株) 鹿屋営業所
三菱農機販売(株) 川内営業所
三菱農機販売(株) 宮之城営業所
三菱農機販売(株) 出水営業所
（株）エスデイサービス 本社
玉里産機(株）
玉里産機(株)鹿屋工場
(有)ミチムラ電機
三菱農機販売(株) 沖縄営業所
三菱農機販売(株) 石垣営業所
（有）コザモートル
（有）コザモートル（名護）

住所
〒791-0054
〒791-4501
〒791-8006
〒795-0071
〒798-0101
〒799-1503
〒708-0855
〒709-4234
〒719-3227
〒702-0944
〒701-1221
〒701-4254
〒701-2155
〒700-0962
〒734-0007
〒739-2401
〒739-2101
〒727-0014
〒930-0827
〒684-0011
〒699-0101
〒759-5511
〒759-4501
〒746-0014
〒742-0336
〒824-0511
〒834-1213
〒835-0011
〒838-0051
〒832-0063
〒802-0815
〒819-1305
〒830-0214
〒832-0087
〒810-0072
〒841-0048
〒840-0201
〒841-0202
〒843-0024
〒849-0302
〒849-0402
〒849-1116
〒856-0807
〒859-0100
〒854-0302
〒851-2107
〒861-0153
〒861-0553
〒861-1101
〒868-0082
〒868-0415
〒861-8038
〒879-5504
〒873-0503
〒877-0004
〒879-1132
〒879-4413
〒879-6614
〒871-0202
〒871-0101
〒870-0141
〒871-0006
〒877-0032
〒880-0837
〒880-1114
〒886-0003
〒889-1406
〒880-0834
〒882-0035
〒882-0856
〒893-0031
〒895-0067
〒895-1802
〒899-0405
〒890-0073
〒891-0131
〒893-0013
〒894-0006
〒901-1207
〒907-0004
〒904-2234
〒905-0017

松山市空港通4-4-2
松山市中島大浦1623 ＪＡえひめ中央内
愛媛県松山市安城寺町1314-1
大洲市新谷乙1400-1
宇和島市三浦東676
今治市富田新港1丁目2-1
津山市金井11-13
美作市江見442-2
真庭市台金屋316-1
岡山市南区泉田1-6-21
岡山市北区芳賀2379-1
瀬戸内市邑久町豆田161-1
岡山市中原444-5
岡山市北区北長瀬表町1-3-5
広島市南区皆実町1-11-15
東広島市安芸津町木谷129-11
東広島市高屋町大字造賀1348-4
庄原市板橋町487
広島県広島市西区商工センター5丁目3-2
境港市相生町30-1
松江市東出雲町揖屋621
下関市豊北町大字滝部3699
長門市油谷大字蔵小田376-2
周南市古川町1-20
岩国市玖珂町新市5144-3
田川郡大任町大字今任原2574-3
八女市黒木町本分900-3
みやま市瀬高町松田11-1
朝倉市小田1788-1
柳川市茂庵町11-4
北九州市小倉南区南若園町4-9
糸島市志摩馬場47-2
久留米市城島町江上本684
柳川市大字七ﾂ家669-1
福岡市中央区長浜2丁目3番40号
鳥栖市藤木町字若桜7-1
佐賀市大和町尼寺2580-7
三養基郡基山町長野170-3
武雄市武雄町富岡12260-1
小城市牛津町柿樋瀬324-1
杵島郡白石町福富字廿治1524-1
杵島郡白石町横手728-1
大村市宮小路3-1029
諫早市高来町溝口119-1
雲仙市愛野町乙746-2
西彼杵郡時津町久留里郷1439-17
熊本市北区植木町円台寺92-1
山鹿市石1503
合志市合生60-5
人吉市中林町464-1
球磨郡あさぎり町免田西500-5
熊本市東区長嶺東7-10-28
由布市挟間町下市275-2
国東市国東町鶴川1611-8
日田市城町1丁目426-1
宇佐市岩崎369-1
玖珠郡玖珠町塚脇455-8
豊後大野市緒方町知田151-1
中津市本耶馬溪町曾木1719-4
中津市三光森山480-1
大分市三川新町1-1-9
中津市大字東浜1024
日田市大字日高2757
宮崎市村角町六反田386-3
東諸県郡国富町三名1307-1
小林市堤2924-3
児湯郡新富町新田17953-27
宮崎市新別府町南田1078
延岡市日ﾉ出町2-8-12
延岡市出北4丁目2457番地1
鹿屋市川東町7164-2
薩摩川内市上川内町4439-3
薩摩郡さつま町田原217-1
出水市高尾野町下水流1161-1
鹿児島市宇宿2丁目23-18
鹿児島市谷山港2-5-2
鹿屋市札元1丁目22-36
奄美市名瀬小浜町23-3
南城市大里字古竪915-1
石垣市登野城1231-1
うるま市字州崎7-35
名護市大中5-2-2（沖縄食糧入口）

TEL
089-972-2270
089-997-2249
089-979-3002
0893-25-7705
0895-30-2580
0898-48-3585
0868-26-7707
0868-75-0237
0867-42-9011
086-223-2661
086-284-6543
0869-22-5060
086-275-4611
086-241-9058
082-251-0471
0846-45-0189
082-430-2270
0824-72-3894
082-278-0046
0859-44-3118
0852-52-4656
083-782-0111
0837-32-1395
0834-62-4118
0827-82-2555
0947-63-2059
0943-42-0442
0944-63-2010
0946-22-3191
0944-72-4108
093-963-0370
092-329-4777
0942-62-4185
0944-73-0765
092-781-4928
0942-85-2835
0952-62-0219
0942-81-0635
0954-23-2887
0952-66-0078
0952-87-3591
0952-84-2355
0957-55-8792
0957-32-2272
0957-36-1254
0958-82-7838
096-215-3611
0968-43-3211
096-242-0552
0966-23-2518
0966-45-1275
096-227-7781
0975-83-5156
0978-72-0126
0973-24-2131
0978-37-3366
0973-72-1181
0974-42-2252
0979-52-2511
0979-43-6275
0975-51-5735
0979-23-3673
0973-24-0636
0985-61-7577
0985-75-2263
0984-22-2927
0983-21-6228
0985-32-2523
0982-32-5612
0982-35-4180
0994-42-5245
0996-22-3141
0996-52-3028
0996-82-0346
099-256-8889
099-261-1371
0994-43-1770
0997-52-2490
098-946-7166
0980-82-9196
098-937-5284
0980-52-3210

FAX
089-972-2270
089-997-2249
089-979-3003
0893-25-7706
0895-30-2581
0898-48-3441
0868-26-7705
0868-75-1701
0867-42-9012
086-223-2662
086-284-6204
0869-22-5061
086-275-4612
086-244-5321
082-251-0474
0846-45-0487
082-436-1155
0824-72-0140
082-277-7591
0859-44-3119
0852-52-4686
083-782-0303
0837-32-2220
0834-63-8506
0827-82-2556
0947-63-3683
0943-42-3804
0944-63-8394
0946-24-2186
0944-72-4109
093-963-0379
092-329-4778
0942-62-4186
0944-73-0765
092-741-6492
0942-84-0163
0952-62-6473
0942-81-0645
0954-23-5982
0952-66-4515
0952-87-3946
0952-84-2313
0957-55-8792
0957-32-2272
0957-36-1254
0958-82-4075
096-273-1877
0968-44-2613
096-242-5136
0966-23-2550
0966-45-5038
096-227-7782
0975-86-3161
0978-72-0193
0973-24-2132
0978-37-3388
0973-72-1182
0974-42-2262
0979-52-2555
0979-43-6275
0975-51-5392
0979-23-3699
0973-24-7788
0985-20-5122
0985-75-6639
0984-22-7812
0983-35-2650
0985-32-2524
0982-21-7888
0982-35-4181
0994-42-5246
0996-20-0346
0996-52-1737
0996-82-2929
099-285-2445
099-261-9123
0994-43-3471
0997-52-2491
098-946-9722
0980-83-1416
098-937-5219
0980-53-4983

