
【mont-bell】フィールドウェアお取扱店リスト
エリア 都道府県 得意先名漢字 郵便番号 電話番号

北海道 北海道 株式会社 サン園芸          〒099-0878 北海道北⾒市            東相内町１２１－８          0157-36-3358   
株式会社 寺岡種苗園         〒078-8233 北海道旭川市            豊岡三条３              0166-31-8285   
株式会社 マツダ樹生園        〒080-0111 北海道河東郡⾳更町         木野大通東５             0155-31-6251   
横浜植木 株式会社          〒003-0029 北海道札幌市⽩⽯区         平和通１４丁目北２－１６       011-862-3561   
株式会社 グリーンプランナー     〒004-0031 北海道札幌市厚別区         上野幌１条５－１－８         011-802-3266   
株式会社 コハタ           〒079-8412 北海道旭川市            永山二条３－２－１６         0166-48-0136   
富士園芸資材 株式会社        〒003-0030 北海道札幌市⽩⽯区         流通センター１－４－１        011-866-8741   

東北 ⻘森県 株式会社 オガワ種苗         〒038-3103 ⻘森県つがる市           柏上古川八重崎２２０         0173-25-2273   
株式会社 パセリー菜 八⼾店       〒039-1103 ⻘森県八⼾市 ⻑苗代字中坪１１５－７ 0178-28-8383 
有限会社 渋谷種苗店         〒030-0852 ⻘森県⻘森市            大野字玉島３０－８          017-729-4545   

岩手県 株式会社 山清商店          〒020-0861 岩手県盛岡市            仙北２－２５－９           0196-36-0125   
宮城県 有限会社 兵藤種苗商事        〒989-5625 宮城県栗原市         志波姫堀口宮中９８ 0228-22-2089 
秋田県 佐藤種苗 株式会社          〒014-0311 秋田県仙北市            角館町田町上丁８８－７        0187-53-3537   

コイケ種苗 株式会社 〒014-0067 秋田県大仙市 飯田字大道端４０－６ 0187-63-0254
山形県 まみや種苗店             〒996-0026 山形県新庄市            大町８－１６             0233-22-3217   

庄内種苗 〒997-0028 山形県鶴岡市 山王町１６－７  0235-22-2629 
福島県 菊地種苗 株式会社 〒965-0089 福島県会津若松市 神指町東城⼾１１８ 0242-32-8822

清水屋種苗園芸            〒966-0818 福島県喜多方市           字２－４６５８            0241-22-0379   
信越 ⻑野県 株式会社 トマツ本店         〒395-8588 ⻑野県飯田市            松尾上溝３０９３－１ 飯田卸団地内  0265-22-4147   

新潟県 株式会社 米三            〒940-0087 新潟県⻑岡市            千手３－６－９            0258-33-4031   
株式会社 サイタメ          〒950-0145 新潟県新潟市江南区         ⻲田早通東郷２５０３－１       025-382-3232   

関東 茨城県 アイアグリ 株式会社         〒300-0015 茨城県土浦市            北神⽴町２－１２           029-834-1133   
土浦農芸 株式会社          〒300-0802 茨城県土浦市            飯田２０９８             0298-24-4024   
株式会社 松坂屋           〒311-3422 茨城県小美玉市           中延１４６              0299-58-3121   
株式会社 柳川採種研究会       〒319-0123 茨城県小美玉市           羽鳥２５６              0299-46-0311   

栃木県 有限会社 大関種苗園         〒322-0044 栃木県⿅沼市            鳥居跡町１４１６           0289-62-3666   
群馬県 株式会社 河内種苗店         〒376-0013 群馬県桐生市            広沢町２－３１２４          0277-52-1373   

株式会社 栗原商店          〒370-0131 群馬県伊勢崎市           境米岡７１４             0270-74-0208   
埼玉県 株式会社 モリタネ          〒360-0201 埼玉県熊谷市            妻沼５９７              0485-88-3540   
千葉県 有限会社 貝塚種苗店         〒299-3237 千葉県大網⽩⾥市          仏島７０               0475-72-0324   

株式会社 小松屋種苗 本社 〒289-2501 千葉県旭市             新町４５７ー２            0479-64-2600   
田中種苗店 〒288-0037 千葉県銚⼦市           北小川町２４６８－１             0479-22-7706  
有限会社 高岡研究所         〒289-0314 千葉県⾹取市            野田３７７              0478-82-1105   
平林物産 株式会社          〒298-0203 千葉県夷隅郡大多喜町        森宮１３８              0470-82-2611   

山梨県 ハラダ種苗 株式会社         〒400-0411 山梨県南アルプス市         ⻄南湖４４２９            0552-82-1476   
東海 岐阜県 コサカ種苗 株式会社         〒506-0856 岐阜県高山市            大門町７５              0577-34-0552   

静岡県 株式会社 岩倉種苗店 富士営業所 〒416-0944 静岡県富士市 横割２－２－２７ 0545-61-0458
愛知県 愛三種苗 株式会社 〒452-0902 愛知県清須市 助七東山中９３ 052-400-1325

サンリョー園芸センター港店      〒455-0057 愛知県名古屋市港区         築盛町１               0526-61-2777   
サンリョー園芸センター緑店      〒458-0836 愛知県名古屋市緑区         ⽩土８０３              0528-79-0087   
トヨタネ 株式会社          〒441-8142 愛知県豊橋市            向草間町北新切１２－１        0532-45-4137   
松永種苗 株式会社 〒483-8212 愛知県江南市 古知野町瑞穂３ 0587-54-5151

三重県 株式会社 三重興農社         〒510-0874 三重県四日市市           河原田町１００７－１１北勢⾷品卸団地 0593-47-8551   
北陸 富山県 有限会社 北山ナーセリー       〒930-0862 富山県富山市            有沢１８９              076-491-3661   

⽯川県 有限会社 松下種苗店         〒921-8036 ⽯川県⾦沢市            弥生１丁目３３－２０         0762-43-4060   
福井県 有限会社 下⻄農園 園芸センター 〒914-0812 福井県敦賀市 昭和町２丁目６ 0770-25-0871

近畿 京都府 株式会社 三豊 〒627-0011 京都府京丹後市  峰山町丹波９２０ 07726-2-0444 
大阪府 高田種苗 株式会社          〒531-0041 大阪府大阪市北区          天神橋８－３－１０          06-6353-0551   

たねや                〒589-0002 大阪府大阪狭山市          東野中５－４７２－１         072-220-0131   
中国 島根県 株式会社 田中種苗          〒693-0002 島根県出雲市            今市町北本町２－９－７        0853-21-1359   

岡山県 山陽薬品 株式会社        〒701-0152 岡山県岡山市北区       延友４５４ 086-293-1651
広島県 株式会社 井谷種苗園         〒731-0103 広島県広島市安佐南区        緑井６－７－８            082-877-9286   
山口県 三笠産業 株式会社          〒754-0005 山口県山口市            小郡山手上町１－１０         083-973-0733   

株式会社 米沢園芸          〒745-0806 山口県周南市            桜木２－１１－５           0834-28-3317   
四国 ⾹川県 有限会社 ⿊川種苗園  〒768-0040 ⾹川県観⾳寺市           柞田町山王              0875-24-2158   

愛媛県 伊予農産 有限会社          〒791-8004 愛媛県松山市            鴨川１－８－５            0899-79-1640   
九州 福岡県 株式会社 田中農園          〒837-0916 福岡県大牟田市           田隈８４０              0944-53-0333   

中原採種場 株式会社         〒812-0893 福岡県福岡市博多区         那珂５－９－２５           092-591-0310   
株式会社 平田ナーセリー       〒839-0822 福岡県久留米市           善導寺町木塚２８８－１        0942-47-3402   

佐賀県 百田種苗農材 株式会社        〒842-0003 佐賀県神埼市            神埼町本堀３１８０－１８       0952-52-2371   
八江農芸 株式会社 ⻄九州⽀店    〒849-0915 佐賀県佐賀市            兵庫町藤木１４８８－１        0952-32-1900   

住所



エリア 都道府県 得意先名漢字 郵便番号 電話番号住所
九州 ⻑崎県 有限会社 マツザキ営農センター    〒855-0875 ⻑崎県島原市            中安徳町丁４１４７          0957-65-0083   

八江農芸 株式会社 ガルデン     〒854-0023 ⻑崎県諌早市            厚生町３－１８            0957-24-1111   
熊本県 株式会社 興農園           〒861-0142 熊本県熊本市北区          植木町鐙田１４６２          096-272-1253   

合資会社 千歳農園          〒860-0844 熊本県熊本市中央区         水道町１－２１            096-352-3687   
株式会社 光延農園          〒863-0025 熊本県天草市            古川町１１－７            0969-22-5184   

大分県 有限会社 古野種苗園         〒877-0016 大分県日田市            三本松１－１－１２          0973-22-2988   
山本屋種苗店             〒878-0012 大分県竹田市            竹田町３１３－１           0974-62-2466   
八江農芸 株式会社 大分⽀店     〒879-5518 大分県由布市            挾間町北方５３６－１         097-574-7337   

宮崎県 有限会社 生目農材          〒880-2104 宮崎県宮崎市            浮田４１１－１            0985-47-0031   
有限会社 杉田園芸種苗園       〒880-1101 宮崎県東諸県郡国富町        本庄６７５１－１           0985-75-2453   
株式会社 宮崎緑肥          〒885-0003 宮崎県都城市            高木町６２２６－７          0986-38-4330   

⿅児島県 有限会社 久保園種苗         〒899-0201 ⿅児島県出水市           緑町１４－２４            0996-62-0407   
有限会社 サカタシード        〒893-1612 ⿅児島県肝属郡東串良町       池之原１９７３            0994-63-2126   
株式会社 田上二葉種苗園       〒890-0036 ⿅児島県⿅児島市          田上台２－３３－２２         099-254-7036   

沖縄県 有限会社 フタバ種苗卸部       〒901-1205 沖縄県南城市            大⾥高平８７１            098-963-6011   

【ご利⽤方法】

取扱店にお問い合わせの際には、「サカタのタネのサイトを⾒ました。」とお伝えください。

【ご注意】

・定休日は直接店舗にご確認ください。

・取扱店によりましては、必ずしも全商品を取りそろえていない場合があります。何とぞご了承ください。

・情報は順次更新をいたしておりますが、お出かけ前に取扱店へお問い合わせの上、ご来店いただくことを

おすすめいたします。

・取り扱いがございましても本サイトに掲載されていないお店もありますことをご了承ください。

・このリストは2016年12月現在のものです。


