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都道府県 稼働・デモ実施場所 郵便番号 住所 電話番号 URL 備考

北海道 北海機工 株式会社  (Premium shop HUSQVARNA SAPPORO) 〒003-0834 北海道札幌市白石区北郷4条11-5-8 011-871-3377 http://www.hokkaikiko.co.jp/ 会社敷地内にて315稼働中

北海道 有限会社サンテック(Brand Shop HUSQVARNA 帯広) 〒080-2460 北海道帯広市西二十条北3丁目22番地20 0155-34-8153 http://suntec-obihiro.com/index.php 随時デモ実施中

北海道 伊達林業機械 有限会社 〒052-0013 北海道伊達市弄月町68-3 0142-23-2533 http://dateringyou.com/ 会社敷地内にて315稼働中

北海道 はせがわ機械 〒053-0842 北海道苫小牧市有珠の沢町6丁目23-11 0144-73-7633 http://h-machine.jp 会社敷地内にて105稼働中

北海道 有限会社 美瑛総合オートセンター 〒071-0207 北海道上川郡美瑛町中町4丁目 0166-92-1452 随時デモ実施中

北海道 有限会社 アグリインデックス 〒082-0005 北海道河西郡芽室町東芽室基線7番地20 0155-62-7731 http://www.agriindex.com/ 随時デモ実施中

北海道 有限会社 山田商会 〒086-1102 北海道標津郡中標津町西二条南1丁目4番地 0153-72-2773 随時デモ実施中

北海道 有限会社 釧路富士原商店 〒088-2311 北海道川上郡標茶町開運1-2-1 01548-5-2171 随時デモ実施中

北海道 株式会社 ホームセンター坂本 〒090-0837 北海道北見市中央三輪6丁目443番地1 0157-36-7266 https://sakamoto-hc.com/ 随時デモ実施中

北海道 株式会社 中野モータース遠軽 〒099-0412 北海道紋別郡遠軽町豊里518-3 0158-42-2807 随時デモ実施中

北海道 桑原電装 株式会社 〒099-1587 北海道北見市豊地1-12 0157-36-8666 https://www.kuwabara-net.com/company/#section-denso 随時デモ実施中

北海道 株式会社 岩佐商会 函館店 〒041-0801 北海道函館市桔梗2丁目36-8 0138-47-2000 https://www.iwasa-s.org/ 店舗内にて430X稼働中

北海道 株式会社 岩佐商会 札幌店 〒007-0826 北海道札幌市東区東雁来6条2丁目7-20 011-787-1800 https://www.iwasa-s.org/ 随時デモ実施中

北海道 有限会社 吉田林業 〒049-0111 北海道北斗市七重浜5丁目3-10 0138-49-4511 随時デモ実施中

北海道 空知農材 株式会社 〒068-0048 北海道岩見沢市西川町539 0126-22-0829 随時デモ実施中

北海道 株式会社 ターフテック 〒061-1274 北海道北広島市大曲工業団地5－1－2 011-377-4011 http://turftec.co.jp/ 会社敷地内にて435X稼働中

北海道 余市精菱機械 株式会社 〒046-0003 北海道余市郡余市町黒川町9丁目147 0135-22-2555 http://www.yseiryo.com/ 随時デモ実施中

北海道 株式会社 新興農機 〒061-0231 北海道石狩郡当別町六軒町6-2 0133-23-3566 https://shinko.anj.jp/ 随時デモ実施中

都道府県 稼働・デモ実施場所 郵便番号 住所 電話番号 URL 備考

山形 株式会社 斎藤商会 (Automower™shop Husqvarna Yamagata) 〒990-0835 山形県山形市やよい2-1-50 0236-643-6222 https://www.saitoagri.com/ 常設展示場で435,305,430稼働中

福島 有限会社アルパイン(Automower™shop Husqvarna Fukushima) 〒961-8001 福島県西白河郡西郷村羽太牛窪20 0248-25-6406 https://alpinejp.co.jp/ 常設展示場で435,305,430稼働中

岩手 ビューガーデンー花と緑のナチュラルパーク 〒028-3444 岩手県紫波郡紫波町小屋敷字在家1-11 019-673-7882 https://viewgarden.com/ 430常時稼働中

岩手 だいわフルーツパーク気仙 〒029-2205 岩手県陸前高田市高田町中長砂10-3 0192-22-7611 https://daiwafp.com/ ドックランで305稼働中

岩手 株式会社 フォレスト協同ショップ北上 〒024-0083 岩手県北上市柳原2-3-38 0197-63-3155 常設展示場で435,105 稼働中　休業日：火曜日・日曜日

岩手 BRACKEN 徳風 〒020-0512 岩手県岩手郡雫石町塩ヶ森6-10-2 019-613-7771 https://tokufu.jp/ 常設展示で315稼働中

宮城 東北道 長者原SA(上り) 展望広場 〒989-6236 宮城県大崎市古川川熊字長者原24-61 https://sightseeing.jrnets.co.jp/detail/spot/20081.html  “かるすぺ” 稼働中　https://youtu.be/L3ICDBWgO3g

福島 有限会社信和農機商会 〒960-0757 福島県伊達郡梁川町幸町65 0245-77-5962 常設展示場で305稼働中

福島 Jヴィレッジ　 〒979-0513 福島県双葉郡楢葉町山田岡美シ森８ https://j-village.jp/ 430X、435X AWD稼働中

福島 道の駅なみえ　 〒979-1513 　福島県双葉郡浪江町幾世橋知命寺６０ https://michinoeki-namie.jp/ 複数台のオートモアが稼働中

都道府県  郵便番号 住所 電話番号 URL 備考

千葉 正栄産業 (BRAND SHOP HUSQVARNA & ZENOAHちば南) 〒298-0124 千葉県いすみ市弥正790－3 0470-86-3160 https://shoeisangyo.jp/ 随時デモ実施中

新潟 ハスクバーナゼノア コンセプトショップ TSUBAMe(ツバメ) 〒959-0261 新潟県燕市吉田鴻巣27-44 0256-77-8046 https://conceptshoptsubame.dg-1.jp/ 305常設稼働中

千葉 梅沢農機 〒369-0043 千葉県野田市清水15 0471-22-2251 https://umezawanouki.com/ 随時デモ実施中

千葉 株式会社 ジョイフル本田千葉ニュータウン店 〒270-1331 千葉県印西市牧の原2-1 0476-47-6811 https://www.joyfulhonda.com/shoplist/chibant/ 305常設稼働中　正面入り口前

千葉 株式会社 ジョイフル本田富里店 〒286-0221 千葉県富里市七栄525-24 0476-92-4141 https://www.joyfulhonda.com/shoplist/tomisato/ 105常設稼働中　大型機械売場内

千葉 本田屋　千葉都町店 〒260-0001 千葉県千葉市中央区都町3-29-7 043-488-5621 https://www.honda-ya.com/ 305常設稼働中　屋外緑地スペース

千葉 株式会社 ジョイフル本田君津店 〒299-1173 千葉県君津市外箕輪3-7 0439-55-0111 https://www.joyfulhonda.com/shoplist/kimitsu/ 105常設稼働中　大型機械売場内

埼玉 レンコーポレーション 株式会社 〒337-0003 埼玉県さいたま市見沼区深作3-25-9 048-872-7412 http://ren-corp.co.jp/?transactionid=15c43f94cfbf87983dcdd1d96343997541c3e8ac105常設稼働中

北海道

東北

関東甲信越

オートモア 稼働・デモ情報

「オートモアが実際に動いているところを見てみたい」というお客様のご要望にお応えします。ほんの一部ですが、オートモアの稼働を実際にご覧いただける場所の情報を掲載しましたのでご覧ください。

休業日や稼働機種の詳細などは、お気軽にお電話でお問い合わせください。その際は、「オートモア 稼働・デモ情報を見た」とお伝えいただけるとスムーズです。

：公共の場所になります。
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栃木 株式会社 ジョイフル本田宇都宮店 〒329-0606 栃木県河内郡上三川町磯岡421-1 0285-57-2111 https://www.joyfulhonda.com/shoplist/utsunomiya/ 105常設稼働中　大型機械売場内

茨城 株式会社ジョイフル本田荒川沖店 〒300-0876 茨城県土浦市北荒川沖1-30 029-841-2211 https://www.joyfulhonda.com/shoplist/arakawaoki/ 105常設稼働中　大型機械売場内

茨城 株式会社ジョイフル本田守谷店 〒302-0127 茨城県守谷市松ヶ丘3-7 0297-48-8060 https://www.joyfulhonda.com/shoplist/moriya/ 305常設稼働中　外構工事専門館前

茨城 株式会社ジョイフル本田古河店 〒306-0233 茨城県古河市西牛谷347 0280-98-2531 https://www.joyfulhonda.com/shoplist/koga/ 105常設稼働中　大型機械売場内

茨城 株式会社ジョイフル本田ニューポートひたちなか店 〒312-8510 茨城県ひたちなか市新光町34-1 029-265-5325 https://www.joyfulhonda.com/shoplist/hitachinaka/ 105常設稼働中　大型機械売場内

群馬 株式会社 高崎松風園（ロボット芝刈機限定店） 〒370-0024 群馬県高崎市八幡原町508-1 027-347-2818 http://www.takasakishofuen.co.jp 常設展示場で105稼働中

群馬 株式会社ジョイフル本田新田店 〒370-0314 群馬県太田市新田市野井町556-1 0276-57-7100 https://www.joyfulhonda.com/shoplist/nitta/ 105常設稼働中　大型機械売場内

群馬 株式会社ジョイフル本田千代田店 〒370-0722 群馬県邑楽郡千代田町萱野813-1 0276-55-0700 https://www.joyfulhonda.com/shoplist/chiyoda/ 105常設稼働中　大型機械売場内

長野 有限会社ヤマショー　安曇野ショールーム 〒399-8304 長野県安曇野市穂高柏原3424-3 0263-87-0303 https://www.ymsho.com/ 305常設稼働中

長野 株式会社ホクタン 〒385-0051 長野県佐久市中込3210-1 0267-68-6261 店舗内稼働中

長野 岩波グリーンサービス株式会社 〒392-0015 長野県諏訪市中州4846-2 0266-53-2401

山梨 荻原機械 〒406-0035 山梨県笛吹市石和町広瀬623 055-287-7115 隣接喫茶店にて305常時稼働中

静岡 株式会社 八ヶ代造園 ふーまの店（ロボット芝刈機限定店） 〒437-0124 静岡県袋井市沖山梨91 0538-49-2344 https://fuma.hamazo.tv 常設展示場で3台稼働中

静岡 株式会社 浜松山福 〒435-0006 静岡県浜松市東区下石田町1114 053-421-7533 http://www.yamafuku.co.jp/ 430X常設稼働中

静岡 株式会社 パワーツール静岡 〒420-0961 静岡県静岡市葵区北104-2 054-209-0111 305常設稼働中

都道府県 稼働・デモ実施場所 郵便番号 住所 電話番号 URL 備考

福井 株式会社タニグチ商会(Automower™shop Husqvarna 丹南福井) 〒916-0064 福井県鯖江市下司町10-34-2 0778-62-3828 https://taniguchi-shokai.com/
Automower 315 435X 常時稼働中　営業時間：10時-18時(日

曜 10時～17時)　定休日：火曜・第1,3,5日曜・祝日

愛知 白井農機 株式会社 〒441-3301 愛知県豊橋市老津町丸山７ 0532-23-3203 https://www.shirai-nouki.com/ 事前に電話で要連絡。担当：白井啓仁

愛知 トヨタ車体 刈谷 ふれ愛パーク 〒448-0007 愛知県刈谷市東境町山畑31-3 0566-36-2110 https://www.toyota-body.co.jp/kfureai-park/ 305常設稼働中　管理棟前、休園日（月曜）

愛知 協和木材商事 株式会社 〒457-0861 愛知県名古屋市南区明治1-5-15 052-691-5334 https://kyowamokuzai-shoji.jp/ 事前に電話で要連絡

三重 株式会社 ナリッシュ 〒519-0221 三重県亀山市辺法寺町231 0595-85-519 https://www.e-nourish.com/ 事前に電話で要連絡。担当：小野

都道府県 稼働・デモ実施場所 郵便番号 住所 電話番号 URL 備考

兵庫 愛林興業 但馬営業所（BRAND SHOP HUSQVARNA 但馬） 〒667-0131 兵庫県養父市上野1357 0796-64-2101 常設稼働中。(※冬季は展示のみ)

大阪 ハスクバーナ・ゼノア(株)大阪支店 〒561-0813 大阪府豊中市小曽根3-5-19 常設稼働中。

京都 土佐商行 山陰営業所 (BRAND SHOP HUSQVARNA 京都福知山) 〒620-0922 京都府福知山市岩井54 0773-23-0070 https://www.yamanokikaiya.com/ デモ可(事前連絡要)　　・9:00～18:00

奈良 円陣 株式会社 (Premium shop HUSQVARNA NARA) 〒638-0812 奈良県吉野郡 大淀町桧垣本98-4 0747-52-0640 https://www.fujiwara-shouten.com/
430X 店舗内常設稼働中。フルラインナップ展示

9:00～18:00 休業日：土・日・祝日・ゴールデンウィーク他

和歌山 株式会社藤原農機（AUTOMOWER™ SHOP HUSQVARNA 和歌山） 〒645-0006 和歌山県日高郡みなべ町北道150-2 0739-72-2050 https://company.fujiwara-nouki.com/
435X 店舗内常設稼働中。フルラインナップ展示

8:00～18:00 休業日：日曜日・祝日他

兵庫 ルックスライフ・サービス 〒656-0111 兵庫県洲本市鮎屋837-6 0799-24-7341 http://www.noukigu.net/luxlife/index.html 305 常設稼働中。9:00～17:00

兵庫 ハリマ興産株式会社 〒675-1352 兵庫県小野市復井町265-2 0794-66-5070 https://www.harima-kousan.co.jp/ 430X 常設稼働中。（～9月末まで）

兵庫 愛林興業株式会社　本社 〒672-8057 兵庫県姫路市飾磨区恵美酒294-3 079-234-8181 デモ可(事前連絡要)。9:00～17:00

大阪 池田城址 〒563-0052 大阪府池田市城山町3-46
導入、管理稼働中。休園日：火曜日(祝日の場合は直後の平日)

営業時間：9:00～19:00

大阪 トレジャーキッズふれあい緑地 〒561-0858 大阪府豊中市服部西町5-10 導入、稼働管理中。

京都 谷村商店　敷地内及び特設展示場 〒621-0004 京都府亀岡市千歳町毘沙門平松41 0771-23-7801 会社敷地内305、特設展示場435X 常設稼働中。

滋賀 谷口工務店 〒520-2531 滋賀県蒲生郡竜王町山之上3409 0748-43-1128 https://taniguchi-koumuten.jp/ 常設稼働中

滋賀 駿遠商事株式会社滋賀営業所　敷地内 〒527-0055 滋賀県東近江市瓜生津町2516 0748-23-7865 https://sunenshoji.com/ 常設稼働中

滋賀 三興機械株式会社 〒520-0242 滋賀県大津市本堅田5丁目4-38 077-572-0131 https://sankoukikai.jp/ 315 常設稼働中

滋賀 安土城址(入場口付近) 〒521-1311 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦 常設稼働中

和歌山 株式会社もとや魚店 〒645-0003 和歌山県日高郡みなべ町堺551 0739-72-2050 305 常設稼働中

都道府県 稼働・デモ実施場所 郵便番号 住所 電話番号 URL 備考
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徳島県 大久保林産業株式会社 (PREMIUM SHOP HUSQVARNA 徳島) 〒779-3122 徳島県徳島市国府町府中197-1 088-642-7498 https://okuboringyo.co.jp/ 敷地内常設稼働中

広島県 大信産業 株式会社 緑化部 〒722-8507 広島県尾道市美ノ郷町本郷1番地180 0848-38-2612 http://www.taishinkk.co.jp/ ご連絡の上来社にて305、435X敷地内にてデモ可能

島根県 有限会社 春日機械店 〒693-0006 島根県出雲市白枝町547 0853-21-0566 敷地内にてデモ展示中(315)

島根県 有限会社 益田農機 〒697-0034 島根県浜田市相生町3958 0855-22-0696 ご連絡の上来社にて105敷地内にてデモ可能

香川県 有限会社 ターフ産業 〒762-0087 香川県丸亀市飯山町西坂元403-2 0877-98-5042 ご連絡の上来社にて305敷地内にてデモ可能

徳島県 共栄商会 〒771-0371 徳島県鳴門市北灘町櫛木八谷44-5 088-688-0030 ご連絡の上来社にて305敷地内にてデモ可能

徳島県 三協商事株式会社 (ロボット芝刈機限定店) 〒770-0941 徳島県徳島市万代町5-8 088-653-5131 https://www.sankyosyoji.com/
徳島県板野郡藍住町奥野字西中須59-3、59-4

(空地管理に315稼働中、看板あり)

都道府県 稼働・デモ実施場所 郵便番号 住所 電話番号 URL 備考

福岡県 九州グラウンド 株式会社 〒811-0214 福岡県福岡市東区和白東2-1-44 092-607-0444 https://k-ground.com/ 月～金曜日　10～15時　祝以外

福岡県 ミナト電機工業 株式会社 〒828-0031 福岡県豊前市三毛門281-1 0979-83-2272 http://minatodenki-online.jp/ 月～土曜日　9～17時　日祝以外

熊本県 有限会社 タカハマ緑幸（ロボット芝刈機限定店） 〒869-1232 熊本県菊池郡大津町高尾野784 096-293-3934 https://www.takahama-garden.co.jp/ 月～金曜日　10～15時　それ以外は事前予約願います。

熊本県 有限会社 マルユー 〒861-0127 熊本県熊本市北区植木町豊田562-1 096-273-3838 http://maruyou.jp/ 月～土曜日　10～16時　それ以外は事前予約願います。

熊本県 第一索道商事株式会社 〒868-0044 熊本県人吉市東間下町3316-1 0966-22-4121 http://www.ds-sakudou.co.jp/ 月～金曜日　10～16時　それ以外は事前予約願います。

宮崎県 株式会社 花見機械 〒880-2212 宮崎県宮崎市高岡町下倉永293番地1 0985-82-0755 http://ww61.tiki.ne.jp/~hanamikikai/ 月～土曜日　10～16時　それ以外は事前予約願います。

宮崎県 株式会社 川口産機サービス 〒889-2514 宮崎県日南市楠原745-7 0987-25-2338 https://3ki.jp/ 月～土曜日　10～17時　それ以外は事前予約願います。

九州・沖縄

https://okuboringyo.co.jp/
http://www.taishinkk.co.jp/
https://www.sankyosyoji.com/
https://k-ground.com/
http://minatodenki-online.jp/
https://www.takahama-garden.co.jp/
http://maruyou.jp/
http://www.ds-sakudou.co.jp/
http://ww61.tiki.ne.jp/~hanamikikai/
https://3ki.jp/

