
整備施設名 施設所在地 電話番号 分類 地域
（株）渡辺機械整備工場 川俣町大綱木 024-565-2484 大型 福島

ジェイエイ新ふくしま燃料（株）川俣農機センター 川俣町川原田 024-565-3202 中型 福島
（株）福島クボタ川俣営業所 川俣町羽田 024-565-2717 小型 福島

伊達みらい農業協同組合国見サービスセンター 国見町藤田 024-585-2565 中型 福島
（有）国見農機商会整備工場 国見町藤田 024-585-2421 中型 福島

伊達みらい農業協同組合桑折サービスセンター 桑折町舘 024-582-2340 中型 福島
(有)蓬田農機商会整備工場 桑折町谷地 024-582-3221 小型 福島
（有）深澤農機整備工場 桑折町西町 024-582-2160 小型 福島

（株）福島クボタ県北サービスセンター 伊達市一本木 024-583-3500 中型 福島
伊達みらい農業協同組合月舘サービスセンター 伊達市月舘町 024-572-2141 小型 福島
伊達みらい農業協同組合伊達サービスセンター 伊達市箱崎 024-583-2165 小型 福島

伊藤農機サービス 伊達市保原町 024-576-3763 中型 福島
（株）福島クボタ保原営業所 伊達市保原町 024-575-1056 小型 福島
（株）ヰセキ東北保原営業所 伊達市保原町 0245-75-2264 中型 福島

原農機整備工場 伊達市保原町 024-576-3681 小型 福島
伊達みらい農業協同組合梁川サービスセンター 伊達市梁川町 024-575-0536 大型 福島

（有）信和農機商会整備工場 伊達市梁川町 024-577-5962 中型 福島
(有)大和農機店整備工場 伊達市梁川町 024-577-0168 小型 福島

伊達みらい農業協同組合南部基幹サービスセンター 伊達市霊山町 024-586-1045 中型 福島
（有）霊山機械整備工場 伊達市霊山町 024-886-2317 小型 福島

（株）福島クボタ福島営業所 福島市荒井 024-593-1118 小型 福島
ジェイエイ新ふくしま燃料（株）飯坂農機センター 福島市飯坂町 024-542-3312 小型 福島

（株）渡辺農機飯野サービスセンター 福島市飯野町 024-562-4147 中型 福島
桜屋機械（有）整備工場 福島市鎌田 024-553-0145 大型 福島

（株）ヰセキ東北福島営業所 福島市北矢野目 024-553-6761 小型 福島
ジェイエイ新ふくしま燃料（株）中央農機センター 福島市笹木野 024-558-6957 中型 福島

ヤンマー農機販売（株）福島支店整備工場 福島市成川 024-539-7017 中型 福島
（有）大内農機具店整備工場 福島市西中央区 024-536-1310 中型 福島

ジェイエイ新ふくしま燃料（株）松川農機センター 福島市松川町 024-567-3390 小型 福島
矢内農機商会整備工場 福島市上名倉 024-593-3431 小型 福島
中央農機二本松整備工場 二本松市冠木 0243-23-3676 小型 安達

（株）渡辺農機岩代サービスセンター 二本松市西新殿 0243-57-2130 小型 安達
大友農機整備工場 二本松市根崎 0243-23-0876 小型 安達

みちのく安達農業協同組合松農機センターにほんまつ 二本松市向原 0243-22-1045 大型 安達
（株）福島クボタ二本松営業所 二本松市油井 0243-23-3036 小型 安達

（有）服部農機整備工場 二本松市油井 0243-22-2190 中型 安達
（株）佐藤正商会整備工場 本宮市高木 0243-33-5555 大型 安達

みちのく安達農業協同組合農機センター本宮 本宮市戸崎 0243-33-3254 大型 安達
ヤンマー農機販売（株）本宮支店整備工場 本宮市仁井田 0243-33-1165 中型 安達

（株）中条商会整備工場 本宮市本宮 0243-34-4227 中型 安達
（株）丸山商会整備工場 本宮市本宮 0243-33-3861 大型 安達

農業機械整備施設本宮ヤンマーサービス工場 本宮市本宮 0243-33-2441 中型 安達
ＪＡあぶくま石川浅川農機修理センター 浅川町浅川 0247-36-2043 中型 郡山

（株）福島クボタ石川営業所 石川町草倉田 0247-26-3360 小型 郡山
（株）ヰセキ東北石川営業所 石川町新屋敷 0247-26-3224 中型 郡山
藤島商事（株）整備工場 石川町双里 0248-26-2581 中型 郡山
矢吹機械店整備工場 石川町双里 0247-26-4015 小型 郡山
矢内農機店整備工場 石川町立ヶ丘 0247-26-2672 中型 郡山

（資）村上農機商会整備工場 石川町当町 0247-26-2678 小型 郡山
ＪＡたむら小野農機サブセンター 小野町小野新町 0247-72-2620 中型 郡山
（株）福島クボタ小野町営業所 小野町小野新町 0247-72-2729 小型 郡山

橋本農機整備工場 鏡石町鏡田 0248-62-2355 小型 郡山
（株）ＪＡアグリすかがわ岩瀬農機センター 鏡石町笠石 0248-62-3791 小型 郡山

（株）ヰセキ東北須賀川営業所 鏡石町久来石 0248-62-1186 中型 郡山
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整備施設名 施設所在地 電話番号 分類 地域
（株）ヰセキ東北中通整備工場 郡山市安積町 024-945-1442 大型 郡山
（有）田母神農機店整備工場 郡山市安積町 024-944-2812 中型 郡山

ヤンマー農機販売（株）郡山西支店整備工場 郡山市逢瀬町 024-957-2901 小型 郡山
（株）カゲヤマ整備工場 郡山市片平町 024-951-0356 大型 郡山

（有）笠間農機店整備工場 郡山市片平町 024-951-1019 小型 郡山
（株）福島クボタ湖南営業所 郡山市湖南町 024-983-2418 小型 郡山

ヤンマー農機販売（株）湖南支店整備工場 郡山市湖南町 024-983-2957 小型 郡山
全農福島県本部農業機械整備工場 郡山市田村町 024-554-3303 大型 郡山

ヤンマー農機販売（株）郡山アグリサポートセンター 郡山市田村町 024-943-1687 大型 郡山
（株）ヰセキ東北郡山北営業所 郡山市日和田町 024-958-3281 小型 郡山
（有）大久保農機整備工場 郡山市日和田町 024-958-2051 中型 郡山

（株）福島クボタ中央サービスセンター 郡山市富久山町 024-943-0012 大型 郡山
（有）伊豆農機整備工場 郡山市方八町 024-944-3100 中型 郡山

（株）福島クボタ郡山南営業所 郡山市三穂田町 024-945-8221 小型 郡山
（有）加藤商店整備工場 郡山市三穂田町 024-954-2715 中型 郡山
(有)菱沼商会整備工場 郡山市不動前 022-922-1783 小型 郡山

（有）山本農機店整備工場 須賀川市小作田 0248-79-3151 小型 郡山
熊澤農機店整備工場 須賀川市茶畑町 0248-73-2448 大型 郡山

（有）渡辺鉄工所 須賀川市仁井田 0248-75-3719 中型 郡山
（株）ヰセキ東北長沼営業所 須賀川市堀込 0248-68-2057 小型 郡山

(株)ジェイエイあぐりすかがわ岩瀬農機センター 須賀川市岩渕 0248-92-3231 中型 郡山
柳沼農機具店整備工場 田村市大越町 0247-79-2298 中型 郡山

（株）ヰセキ東北滝根営業所 田村市滝根町 0247-78-3711 中型 郡山
ＪＡたむら農機センター 田村市常葉町 0247-77-3808 中型 郡山

（株）福島クボタ田村営業所 田村市船引町 0247-81-2120 小型 郡山
（有）船引農機店整備工場 田村市船引町 0247-82-1216 中型 郡山
（有）鈴木商会整備工場 三春町熊耳 0247-62-1404 大型 郡山

（有）橋本農機商会サービスセンター 三春町桜ヶ丘 0247-62-5100 中型 郡山
（株）ヰセキ東北白河営業所 白河市旭町 0248-24-1681 中型 白河

福菱機器販売（株）白河支店サービス工場 白河市飯沢 0248-24-1371 大型 白河
（株）ヰセキ東北表郷営業所 白河市表郷 0248-32-3078 小型 白河
（有）県南農機整備工場 白河市表郷 0248-32-3993 中型 白河

ヤンマー農機販売（株）白河支店整備工場 白河市関辺 0248-27-4321 中型 白河
ヤンマー農機販売（株）県南整備センター 白河市大信 0248-46-2233 中型 白河

鈴木農機店整備工場 白河市東 0248-34-2373 中型 白河
冨田農機店整備工場 白河市東 0248-34-2643 小型 白河

（株）ＪＡしらかわサービス農機・自動車整備センター 白河市弥次郎窪 0248-22-7861 中型 白河
（有）石田商店整備工場 白河市結城 0248-22-1511 大型 白河
(有)五箇アグリ整備工場 白河市舟田 0248-29-2307 小型 白河

（株）福島クボタ棚倉営業所 棚倉町堤 0247-33-6542 小型 白河
(有)松本商会 棚倉町棚倉 0247-33-4409 小型 白河

（有）向井農機整備工場 中島村滑津 0248-52-2256 小型 白河
（株）福島クボタ矢吹サービスセンター 矢吹町赤沢 0248-44-4808 大型 白河

鈴木メンテナンスサービス工場 矢吹町大久保 0248-41-2526 中型 白河
（有）さかもと整備工場 矢吹町天開 0248-45-2628 中型 白河

ヤンマー農機販売（株）矢吹支店整備工場 矢吹町八幡町 0248-42-2585 小型 白河
（有）金沢工業所並木整備工場 矢祭町東舘 0247-46-3183 中型 白河

※分類　大型：大型機械整備施設、中型：中型機械整備施設、小型：小型機械整備施設


