会

員

名

簿
(令和2年7月1日現在）

一般社団法人北海道農業機械工業会
〒060-0002

札幌市中央区北2条西3丁目1-29(タケサトビル3Ｆ)

◎正会員(五十音順）

№

企

業

℡ 011-251-7743 FAX 011-241-0497

名

1 株式会社 ＩＨＩアグリテック
2 株式会社 アトム農機
3 株式会社 イダ
4 株式会社 エフ・イー
5 オサダ農機 株式会社
6 株式会社 キュウホー
7 有限会社 工藤農機
8 訓子府機械工業 株式会社
9 サークル機工 株式会社
10 サンエイ工業 株式会社
11 株式会社 渋谷

代表者名
代表取締役社長
宮原 薫
代表取 締役 会長
寺崎康治
代表取締役
佐藤孝一
代表取 締役 社長
佐々木通彦
代表取 締役 社長
鎌田和晃
代表取締役社長
永井博道
取締役社長
工藤勝弘
代表取 締役 会長
松田和之
代表取 締役 社長
木山邦樹
代表取 締役 社長
毛利 剛
代表取 締役 社長
渋谷嘉伸

スガノ農機 株式会社
12

（本社事務所）

16 株式会社 土谷製作所
17 株式会社 土谷特殊農機具製作所
18 東洋農機 株式会社
19 十勝農機 株式会社
20 日農機製工 株式会社
21 ノブタ農機 株式会社
22 株式会社 福地工業
23 株式会社 北海コーキ
24 北海道ニプロ 株式会社
北海道ホンダ販売 株式会社
25
（開発センター）
26 株式会社 北海農機
27 北海バネ 株式会社
28 本田農機工業 株式会社
29 株式会社 ロ－ルクリエ－ト
注）山中智昭氏の職位は室長兼エコフィード部長。

在

地

電話番号

FAX番号

066-8555 千歳市上長都1061番地2

0123-26-1122 0123-26-2097

071-0206 上川郡美瑛町北町2丁目

0166-92-3315 0166-92-3410

090-0818 北見市本町4丁目7番15号

0157-23-4493 0157-23-4499

078-8273 旭川市工業団地3条2丁目2-27

0166-36-4501 0166-36-4502

076-0006 富良野市字西扇山877番地1の3

0167-39-2500 0167-39-2501

089-3722 足寄郡足寄町旭町5丁目71-1

0156-25-5806 0156-25-6121

089-1242 帯広市大正町基線45-3

0155-64-4147 0155-64-5021

099-1431 常呂郡訓子府町東町1-1

0157-47-2131 0157-47-4330

073-0043 滝川市幸町3丁目3番12号

0125-22-4351 0125-24-5733

099-4115 斜里郡斜里町光陽町44番地17

0152-23-2173 0152-23-4133

090-0832 北見市栄町2丁目1番地の2

0157-23-6241 0157-25-4699

071-0502 空知郡上富良野町西2線北25号

0167-45-3151 0167-45-5306

071-0215 北海道上川郡美瑛町扇町

代表取 締役 社長
089-3727 足寄郡足寄町郊南1丁目12番地11
須藤やす子

14 株式会社 タカキタ 北海道統括室 室長 山中智昭
15 合資会社 田端農機具製作所

所

代表取締役社長
300-0405 茨城県稲敷郡美浦村大字間野字天神台300 029-886-0031 029-886-0030
渡邊信夫

美瑛工場
13 スド－農機 株式会社

郵便番号

007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1-20

代表取締役
080-0832 帯広市稲田町東2線7
田端敏和
代表取 締役 社長
065-0042 札幌市東区本町2条10丁目2-35
土谷敏行
代表取締役
土谷紀明
代表取 締役 社長
太田耕二
取締役社長
飯島裕治
代表取 締役 社長
林 山都
代表取締役
信田哲宏
代表取 締役 社長
福地博行
代表取締役
後藤幸輝
代表取 締役 常務
工藤 忠
社長 井料博文
(送付先
開発センター
梅津武士)
代表取締役
黨崎健一

0166-92-2278 0166-92-2379
0156-25-2650 0156-25-2007
011-781-1111 011-781-1113
0155-48-2324 0155-48-2080
011-781-5883 011-783-7107

080-2461 帯広市西21条北1丁目3-2

0155-37-2161 0155-37-2751

080-2462 帯広市西22条北1丁目2-5

0155-37-3191 0155-37-5399

082-0038 河西郡芽室町西8条8丁目2番地

0155-62-2421 0155-62-5650

089-3727 足寄郡足寄町郊南1丁目13番地

0156-25-2188 0156-25-2107

089-1247 帯広市昭和町基線107-15

0155-64-5411 0155-64-5398

090-0838 北見市西三輪4丁目712番地

0157-36-5714 0157-36-7512

099-1587 北見市豊地22番地4

0157-36-6808 0157-36-6809

069-1208 夕張郡由仁町山形563

0123-83-2352 0123-83-2501

062-0051 札幌市豊平区月寒東1条17丁目5番20号 011-856-5000 011-856-6060
090-0001 北見市小泉495

0157-61-3137 0157-61-3139

082-0004 河西郡芽室町東芽室北1線14番地1

0155-62-5051 0155-62-5052

代表取 締役 社長
047-0261 小樽市銭函町2丁目54-8
岸 俊之
代表取 締役 社長
068-0121 岩見沢市栗沢町北本町74番地
本田雅義
代表取締役
082-0043 河西郡芽室町芽室基線19番地16
大坂伸人

0134-62-3521 0134-62-6086
0126-45-2211 0126-45-2212
0155-62-5676 0155-62-5603

