2019年8月21日現在

STIHL 製品レンタル取扱店
販売店名

住所

TEL

(有)木下商会

北海道札幌市東区東苗穂8条3丁目6番16号

011-791-3510

のみ喰い処波ちゃん家

北海道虻田郡倶知安町北二条西1-2-12

0136-21-2258

NORTH SLED

北海道虻田郡倶知安町比羅夫224

0136-23-0208

(有)新谷商会

北海道北斗市追分6-3-2

0138-49-2060

(有)釧路鎌田農機

北海道釧路市鳥取大通6-9-4

0154-51-2830

ヨコヤマ

北海道帯広市西9条南26丁目3番地

0155-23-4882

(株)奥原商会

北海道帯広市西二十条北1-3-30

0155-33-3421

桑原電装(株)

北海道北見市豊地1-12

0157-36-8777

北海道北見市端野町3区63-1

0157-56-3131

(株)菅原金物店

北海道紋別市北浜3丁目6番2号

01582-4-4330

(株)中野モータース遠軽

北海道紋別郡遠軽町豊里518-3

0158-42-2807

スチールサービスセンター金野機械

北海道名寄市西4条北4丁目11番8号

01654-2-3435

(有)白鳥農機具店

青森県弘前市悪戸字鳴瀬52-7

0172-32-8374

藤田農機商会

青森県弘前市浜の町西3丁目5の1

0172-33-1651

小嶋商会

青森県つがる市木造豊田富久地8-7

0173-42-3528

(株)長内土木造園

青森県つがる市下車力町盛野83

0173-56-3131

(有)森スチールサービス

青森県十和田市大字三本木字並木西186-9

0176-23-9687

みちのく造園

青森県青森市自由ｹ丘1-2-14

017-742-2174

金物センター田沢

青森県青森市浪館前田三丁目4-20

017-766-3556

(有)小笠原

青森県八戸市大字大久保字西ﾉ平25-34

0178-32-7522

岩手県一関市赤荻字月町196-2

0191-33-2600

(株)フジテック岩手

岩手県一関市藤沢町藤沢字大母216-9

0191-63-3194

ミカミ商会

岩手県下閉伊郡岩泉町二升石字下和野22-3

0194-22-3692

久慈林業機械

岩手県久慈市新中の橋4-15-1

0194-53-3387

岩手県二戸市堀野字馬場12-1

0195-23-8910

(有)樋口金物機工

岩手県二戸市石切所字荒瀬53-1

0195-25-4131

阿部農機(株)

一戸支店

岩手県二戸郡一戸町高善寺大川鉢16-2

0195-32-2439

阿部農機(株)

軽米支店

岩手県九戸郡軽米町大字軽米第8地割156-5

0195-46-3129

岩手県奥州市水沢区佐倉河字後樋40-1

0197-47-3714

(株)村孝

岩手県奥州市前沢区七日町24-1

0197-56-4726

(株)中屋長左衛門

岩手県花巻市藤沢町300-1

0198-23-5455

(有)マルナカ西多賀店

宮城県仙台市太白区泉崎2-23-26

022-245-6374

(株)竹内農機商会

宮城県亘理郡亘理町字西郷261-1

0223-34-1835

伊藤機械商事

宮城県石巻市新橋7-20

0225-93-4333

(有)渡辺機工

宮城県気仙沼市田中前3丁目6-10

0226-23-4745

佐信輪業

宮城県本吉郡南三陸町歌津峰畑17-3

0226-36-2044

(株)角昌機械店

秋田県鹿角市花輪字合ﾉ野345

0186-23-2346

(株)田沢モータース

秋田県仙北市田沢湖生保内字武蔵野115

0187-43-0811

(株)森川商店

秋田県南秋田郡五城目町大川字赤沼121

0188-75-5550

秋田マッカラー(株)

秋田県秋田市雄和田草川字本田241-44

018-886-8880

(株)丸徳ふるせ

山形県最上郡最上町大字向町熊野前189

0233-43-2366

(有)菊地農機商会

山形県寒河江市西根北町9-7

0237-84-2819

矢吹輪業商会

福島県耶麻郡猪苗代町本町52

0242-62-3343

福島県福島市御山字一本木75

024-536-1111

茨城県猿島郡境町1156

0280-87-0045

(株)原田自動車工業

オルティ店

(株)山一本店

阿部農機(株)

(株)村孝

北見店

一関インター店

配送センター

ツールランド店

(株)斎藤商会

福島店

新菱農機株式会社
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販売店名

住所

TEL

(有)カネミツ商会

茨城県水戸市根本2-787-3

029-228-0003

(株)せいみや

茨城県那珂郡東海村舟石川610-7

029-282-1457

(有)城北工機

茨城県東茨城郡城里町上圷596-1

029-289-4111

(有)岩倉農機

茨城県久慈郡大子町上岡2874-2

02957-2-2802

(有)大関

茨城県石岡市正上内15-32

0299-23-0808

(有)ファームマシーン平沢 ショールーム

栃木県佐野市植下町86-1

0283-85-7092

(有)高橋機械

栃木県芳賀郡茂木町大字神井80

0285-63-1801

サンワ

栃木県宇都宮市西刑部2409-26

028-656-8578

(有)ファイヤーワークス北関東

栃木県宇都宮市徳次郎町2873-1-4

028-665-9750

(有)ダイソウ

栃木県那須塩原市上厚崎502-8

0287-62-0337

合資会社

群馬県高崎市緑町3-17-5

0273-61-1210

(有)鬼石農機

群馬県藤岡市保美1506-1

0274-24-2299

アリュメール群馬

群馬県桐生市広沢町1-2562-2

0277-46-9906

(株)ぐんたね

群馬県渋川市吹屋656-28

0279-22-3311

(株)田原商会

埼玉県飯能市原市場610

0429-77-1293

埼玉県新座市中野1-16-3

048-480-5517

(株)のこぎりや

埼玉県入間郡毛呂山町長瀬648-2

049-294-8770

(有)コーユー機工

埼玉県秩父市大畑町17-36

0494-24-5963

(株)近藤農工舎

千葉県市原市古市場347

0436-41-3723

マルテン産業機械(株)

千葉県富津市大堀1434

0439-87-0052

(株)嶋村金物店

千葉県夷隅郡大多喜町船子851

0470-82-2338

(株)大竹産業

千葉県成田市飯田町1-6

0476-22-2333

(株)村田屋本店

千葉県山武郡横芝光町横芝496

0479-82-1325

オーエス商事(株)

東京都東村山市恩多町3-19-10

0423-91-6411

青梅産業(株)

東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原6-24

0425-57-0572

橋本機械(株)

東京都あきる野市山田565番地

0425-96-0434

(有)山口モータース

神奈川県川崎市宮前区馬絹5-7-4

044-854-0113

(株)シンコー

神奈川県横浜市戸塚区深谷町1489-1

045-858-4111

(有)馬場商会

神奈川県愛甲郡愛川町中津739

046-285-0027

(株)ナンブ

富山県砺波市杉木1430

0763-33-1917

(有)北山産機

富山県富山市婦中町熊野道133-1

076-469-9038

(株)ヨネハラ

富山県高岡市佐野948

0766-25-5511

(株)鈴八農機商会

石川県小松市高堂町ﾊ-8

0761-22-5980

(有)伊藤機工商店

石川県小松市埴田町ﾆ242番地1

0761-47-3833

スチールサービスセンター中部

石川県羽咋郡志賀町甘田口の96番地

0767-32-3172

木戸商会

福井県小浜市一番町1-16

0770-52-1589

(株)ウメダ機械

福井県福井市合島町3号4-1嶺北木材市場前

0776-52-0727

(株)タニグチ商会

福井県鯖江市下司町10-34-2

0778-62-3828

水嶋農機

福井県越前市赤坂町5-1-3

0778-65-1131

(有)矢田商店

福井県大野市中荒井1-407

0779-66-4661

(株)鷲田商会

福井県勝山市芳野町1丁目1-13

0779-88-0116

山梨スチール(株)

山梨県甲府市徳行4丁目13番5号

0552-26-3656

(株)ヨダ兄弟商会

山梨県西八代郡市川三郷町上野2352-1

055-268-2714

荻原機械

山梨県笛吹市石和町広瀬623

055-287-7115

南部農機

山梨県南巨摩郡南部町本郷1358

05566-4-3901

Ａ.Ｇ.Wワタナベ商会

長野県長野市田中1289-1

026-217-7244

東京パイオニア

(株)リプロ

新座営業所
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販売店名

住所

TEL

(株)越前鎌屋

長野県安曇野市豊科高家5243-3

0263-72-2184

(有)ガモウ商会

長野県松本市波田5181-1

0263-92-2468

ミズホ鋼機(株)

飯田営業所

長野県飯田市松尾新井7002-1

0265-48-5320

ミズホ鋼機(株)

伊那支店

長野県伊那市中央5140

0265-72-7147

エスケー・エンジニア

長野県上伊那郡南箕輪村177-3

0265-98-6762

(株)マルモ機械

長野県茅野市本町西9-56

0266-72-2288

(株)マルモ機械

たてしな店

長野県茅野市豊平3131

0266-73-4455

(株)マルモ機械

原支店

長野県諏訪郡原村中新田15369

0266-79-2919

(株)ホクタン

長野県佐久市中込3210-1

0267-68-6261

北信マック

長野県中野市大字一本木230-1

0269-26-2495

農業屋

浜松店

静岡県浜松市中区葵西2-17-45

053-430-2600

農業屋

掛川店

静岡県掛川市成滝310-1

0537-26-9530

(有)榮産業

静岡県周智郡森町中川1660-1

0538-49-0566

(株)山福

静岡県浜松市天竜区二俣町二俣2111

05392-6-2855

(有)マツテックサービス 静岡インター

静岡県静岡市駿河区中島732-1

054-260-6967

Ｔ．Ｃ．Ｗｏｒｋｓ

静岡県富士宮市猪之頭1740-2

0544-52-0640

有限会社

静岡県富士市今泉533-1

0545-52-0433

(有)シマサク商会

静岡県島田市中溝町2570-2

0547-36-9514

(株)ＹＡＫＩＮ

静岡県駿東郡小山町用沢417-4

0550-78-1818

(株)森農機

岐阜県瑞浪市土岐町字黒田1178

0572-67-1656

レコサポート(株) 美濃加茂営業所

岐阜県美濃加茂市加茂野町今泉1291

0574-66-1201

山の家

岐阜県可児郡御嵩町御嵩1798

0574-67-3372

岐阜県美濃市極楽寺723

0575-31-4700

(有)森明工機

岐阜県郡上市八幡町島谷1470

05756-5-2677

(株)東陽

岐阜県郡上市白鳥町二日町1234番地の1

0575-82-4155

河上車輌(株)

岐阜県高山市昭和町3-72

0577-32-0528

三星商事

岐阜県山県市高富2411-3

0581-22-5578

農業屋

ハギワラ

美濃店

農業屋

真正店

岐阜県本巣市軽海1317-1

058-324-7140

農業屋

垂井店

岐阜県不破郡垂井町東神田3-162-3

0584-24-0770

ミズホ鋼機(株)

愛知県名古屋市天白区中平1丁目1106番地

052-804-5511

白井農機(株)

愛知県豊橋市老津町丸山7

0532-23-3203

中野農機商会

愛知県豊橋市下地町字境田121

0532-52-7930

(株)マルイチ産業

愛知県豊川市当古町本郷18

0533-84-9591

(有)原農機店

愛知県新城市庭野字東植田30の1

05362-2-1505

農業屋

愛知県東海市加木屋町陀々法師41-8

0562-35-1740

山本機械販売(株)

愛知県岡崎市井田南町1番地8

0564-21-0246

(株)兼芳

愛知県稲沢市平和町鷲尾290

0567-46-2211

(株)宮田機械店

愛知県犬山市大字前原字東野畔37-1

0568-61-0284

中勢森林組合

三重県津市白山町南家城915-1

059-264-1070

プロマートハヤシ 林建材(株) 鈴鹿店

三重県鈴鹿市飯野寺家町66-1

0593-82-8841

プロマートハヤシ 林建材(株) 桑名店

三重県桑名市安永1041-2

0594-41-2677

農業屋

員弁店

三重県いなべ市員弁町大泉新田字源氏1018

0594-74-5155

農業屋

伊賀上野店

三重県伊賀市西之澤2231-1

0595-45-7510

プロマートハヤシ 林建材(株) 伊賀店

三重県伊賀市問屋町5番地

0595-48-7735

(株)ナリッシュ

三重県亀山市辺法寺町231

05958-5-0519

(有)スギヤマ

三重県伊勢市常磐2-5-15

0596-20-7777

東海店
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販売店名

住所

TEL

農業屋

御浜店

三重県南牟婁郡御浜町下市木字三軒屋4647

05979-3-0600

農業屋

松阪インター店

三重県松阪市川井町花田539

0598-26-1112

農業屋

大台店

三重県多気郡多気町丹生クニリ谷4423

0598-49-2980

滋賀県東近江市東沖野1-1-11

0748-22-1547

滋賀県東近江市瓜生津町2516番

0748-23-7865

奥野農機

滋賀県甲賀市水口町宇田6-11

0748-62-0339

(有)坪井農具製作所

滋賀県米原市朝日567

0749-55-1006

藤田機械店

滋賀県長浜市木之本町木之本1732-3

0749-82-2246

(株)柳本金物

京都府綴喜郡井手町井手扇畑10-1

0774-82-4848

緑化機械

大阪府四條畷市上田原532-5

0743-78-3202

渡瀬建材店

兵庫県川辺郡猪名川町鎌倉字横大道2

0727-69-0005

(有)ハヤシキカイ

兵庫県宍粟市一宮町安積1312-6

0790-72-0231

田中機工(株)

兵庫県三木市吉川町金会125

0794-72-0037

(株)こてら商店

兵庫県多可郡多可町加美区寺内117-1

07953-5-0298

農業屋

兵庫県三田市天神2-4-25

079-558-8150

(株)オクイ

兵庫県南あわじ市神代國衙1644-3

0799-42-5858

大原農機(株)

奈良県奈良市北之庄町95-1

0742-94-6717

農業屋

奈良県天理市櫟本町3017-1

0743-61-0760

(株)坂本鉄工所

奈良県山辺郡山添村中峰山1038-1

0743-85-0018

農業屋

桜井店

奈良県桜井市外山474-18

0744-43-8210

農業屋

御所店

奈良県御所市東松本273

0745-62-0710

(株)フルタニ機械

奈良県吉野郡大淀町大字土田299

0747-52-1385

小松工機商会

和歌山県新宮市磐盾8-9

0735-21-5655

大谷桂一商店

和歌山県橋本市隅田町垂井67-6

0736-39-0120

(株)おかい商店

和歌山県紀の川市大字粉河517-6

0736-73-3261

(株)田淵金物

鳥取県鳥取市立川町3-241

0857-22-3875

(株)田淵金物 ファームマート店

鳥取県鳥取市叶338-1

0857-30-7320

米広商事

鳥取県東伯郡三朝町今泉588-1

0858-43-2101

木村農機商会

島根県雲南市大東町大東2409-8

0854-43-2327

(有)木村農機商会

島根県雲南市大東町大東2409-8

0854-43-2327

三洋菱機(株)

岡山県井原市西江原町954-1

0866-62-0412

(有)東郷商会

岡山県真庭市蒜山中福田280-1

0867-66-3661

岡本鉄工(株)

岡山県瀬戸内市長船町服部368-1

0869-26-2069

(有)田口農機

広島県三次市吉舎町清綱19-3

0824-43-2870

(有)藤原オートサービス

広島県山県郡北広島町荒神原458-1

0826-35-0473

東城町森林組合

広島県庄原市東城町受原201-1

08477-4-0002

内富火薬銃砲(株)

山口県周南市児玉町2丁目18番地

0834-21-0288

(有)村田金物店

山口県下関市豊田町中村5番地

0837-66-0216

ウッドハンズ 山口店

山口県山口市嘉川下矢広5092-1

083-989-4476

(有)穴吹商会

徳島県美馬市穴吹町穴吹字市ﾉ須賀21-8

0883-52-1280

(有)サカタ

徳島県三好市池田町ｻﾗﾀﾞ1775-1

0883-72-1212

(有)西條農機商会

徳島県阿南市新野町馬場2-1

0884-36-3169

(株)神木義雄商店

香川県観音寺市豊浜町和田浜1558-1

0875-52-2174

黒川農機商会

香川県高松市塩江町安原上東2423

087-893-0048

大阪屋金物電機工具(株)

香川県東かがわ市川東31-1

0879-25-2185

米麦農機(株)

香川県東かがわ市白鳥598-3

0879-25-4728

(有)かじ徳
駿遠商事(株)

滋賀営業所

三田店

天理店
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販売店名

住所

TEL

山崎農機

愛媛県北宇和郡松野町延野々1450

0895-42-1163

(株)しのはら

愛媛県四国中央市土居町入野817-3

0896-74-2052

カワウチキカイ

高知県高知市介良乙750-4

088-860-1184

筒井機械

高知県吾川郡いの町波川310-3

088-893-2820

(有)なかたに

福岡県北九州市小倉南区高津尾337-5

093-451-1187

(株)正宗

福岡県宗像市日の里1-9-5

0940-36-6611

(株)池田商店

福岡県八女市立花町白木446

0943-35-0050

(有)Ａシスト松岡

福岡県宮若市本城1150-1

0949-32-1274

佐賀県佐賀市本庄町袋406-8

0952-26-6654

(有)小野豊太商店

佐賀県唐津市相知町相知1483

0955-62-2702

中尾農機商会

長崎県南島原市加津佐町乙91-1

0957-87-2029

スチールサービス熊本(有)

熊本県熊本市東区小山6-23-5

096-389-6841

(有)上田農機

熊本県下益城郡美里町佐俣503-1

0964-46-2771

(株)古木常七商店

熊本県阿蘇市一の宮町宮地2313

0967-22-0821

(株)協同産業

大分県津久見市大字千怒1553番地

0972-82-7476

(有)高橋三男商店

大分県日田市大字有田259-4

0973-22-4673

(株)ほうねん

大分県大分市大字端登字下鶴1800-1

097-596-1673

(有)勇基

大分県速見郡日出町2798-7

0977-72-2157

(株)西都電工社

宮崎県西都市大字右松1952-6

0983-43-0192

(株)城戸機械サービス

宮崎県小林市野尻町三ヶ野山3213

0984-44-0377

(株)ヤマト機械

鹿児島県鹿児島市南林寺町31-28

0992-24-1786

東郷店

(株)セブンプラザ

佐賀店

(株)セブンプラザ

大根占店

鹿児島県肝属郡錦江町城元902-2

0994-22-3300

(株)セブンプラザ

大姶良店

鹿児島県鹿屋市下堀町9569-15

0994-42-7701

(株)セブンプラザ

鹿屋本店

鹿児島県鹿屋市寿4丁目15-21-1

0994-44-1131

(株)セブンプラザ

吾平店

鹿児島県鹿屋市吾平町麓350-1

0994-45-7787

(株)セブンプラザ

串良店

鹿児島県鹿屋市串良町上小原2963-3

0994-63-1535

(株)セブンプラザ

高山店

鹿児島県肝属郡肝付町前田2576

0994-65-3105

(株)セブンプラザ

志布志店

鹿児島県志布志市志布志町安楽125

099-473-0202

鹿児島県西之表市西之表6683-5

0997-23-1135

(有)吉冨酸素商会
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