
名　　　称　　　　　　　　　　　　 住　　　　　　　　　所 

花巻農業協同組合 岩手県花巻市野田三百十六番地一

秋田なまはげ農業協同組合 秋田県秋田市千秋矢留町二番四十号

秋田しんせい農業協同組合 秋田県由利本荘市荒町字塒台一番地一

秋田ふるさと農業協同組合 秋田県横手市駅前町六番二十二号

茨城みなみ農業協同組合 茨城県取手市毛有百十一番地

北つくば農業協同組合 茨城県筑西市岡芹二千二百二十二番地

常陸農業協同組合 茨城県常陸太田市山下町三千八百八十九番地

茨城むつみ農業協同組合 茨城県猿島郡境町大字長井戸二十三番地

常総ひかり農業協同組合 茨城県下妻市宗道二千二十八番地

つくば市農業協同組合 茨城県つくば市東岡三百三十五番地

岩井農業協同組合 茨城県坂東市岩井二千二百二十九番地

新ひたち野農業協同組合 茨城県石岡市南台三丁目二十一番十四号

宇都宮農業協同組合 栃木県宇都宮市戸祭元町三番十号

足利市農業協同組合 栃木県足利市弥生町二十番地

那須野農業協同組合 栃木県那須塩原市黒磯六番地一

はが野農業協同組合 栃木県真岡市八条九十五番地

小山農業協同組合 栃木県小山市神鳥谷一丁目十一番三十二号

塩野谷農業協同組合 栃木県さくら市桜野千六百七十番地二

那須南農業協同組合 栃木県那須郡那珂川町白久十番地

佐野農業協同組合 栃木県佐野市金吹町二千三百五十一番地

上都賀農業協同組合 栃木県鹿沼市鳥居跡町九百八十三番地一

下野農業協同組合 栃木県栃木市片柳町二丁目一番四十四号

くまがや農業協同組合 埼玉県熊谷市箱田五丁目八番二号

ふかや農業協同組合 埼玉県深谷市内ヶ島七百二十八番地一

いるま野農業協同組合 埼玉県川越市今成二丁目二十九番地四

ほくさい農業協同組合 埼玉県羽生市東七丁目十五番地三

埼玉中央農業協同組合 埼玉県東松山市加美町一番二十号

南彩農業協同組合 埼玉県春日部市南二丁目四番地三十

さいたま農業協同組合 埼玉県さいたま市見沼区東大宮四丁目二十一番地一

あさか野農業協同組合 埼玉県朝霞市溝沼四百六十六番地

さいかつ農業協同組合 埼玉県三郷市幸房百一番地

ちちぶ農業協同組合 埼玉県秩父市上野町二十九番二十号

ちば東葛農業協同組合 千葉県柏市高田三百六十二番地

とうかつ中央農業協同組合 千葉県松戸市上本郷二千二百四十三番地一

市原市農業協同組合 千葉県市原市国分寺台中央一丁目七番地三

山武郡市農業協同組合 千葉県山武市和田三百七十五番地の二

成田市農業協同組合 千葉県成田市美郷台三丁目十六番地六

千葉みらい農業協同組合 千葉県千葉市中央区千葉港五番二十五号

安房農業協同組合 千葉県館山市安東七十二番地

秋川農業協同組合 東京都あきる野市秋川三丁目一番地一

町田市農業協同組合 東京都町田市森野二丁目二十九番十五号

西多摩農業協同組合 東京都羽村市羽東一丁目五番一号

東京南農業協同組合 東京都日野市三沢三丁目五十三番十五号

マインズ農業協同組合 東京都府中市分梅町三丁目六十五番地一
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東京みどり農業協同組合 東京都立川市幸町一丁目十四番一号

東京あおば農業協同組合 東京都練馬区高松五丁目二十三番二十七号

東京中央農業協同組合 東京都世田谷区粕谷三丁目一番一号

東京みらい農業協同組合 東京都東久留米市幸町三丁目七番二号

東京むさし農業協同組合 東京都小金井市貫井北町一丁目十番一号

東京スマイル農業協同組合 東京都葛飾区白鳥四丁目十一番十七号

世田谷目黒農業協同組合 東京都世田谷区桜新町二丁目八番一号

八王子市農業協同組合 東京都八王子市椚田町五百八十五番地八

横浜農業協同組合 神奈川県横浜市旭区二俣川一丁目六番地二十一

湘南農業協同組合 神奈川県伊勢原市田中二百五十番地

厚木市農業協同組合 神奈川県厚木市水引二丁目九番二号

秦野市農業協同組合 神奈川県秦野市平沢四百七十七番地

かながわ西湘農業協同組合 神奈川県小田原市鴨宮六百二十七番地

相模原市農業協同組合 神奈川県相模原市中央区千代田一丁目二番十七号

神奈川つくい農業協同組合 神奈川県相模原市緑区中野五百五十番地

セレサ川崎農業協同組合 神奈川県川崎市宮前区宮崎二丁目十三番地三十八

さがみ農業協同組合 神奈川県藤沢市湘南台五丁目十四番地十

越後ながおか農業協同組合 新潟県長岡市今朝白二丁目七番二十五号

佐渡農業協同組合 新潟県佐渡市原黒三百番地一

十日町農業協同組合 新潟県十日町市高田町六丁目六百四十一番地一

北越後農業協同組合 新潟県新発田市島潟一千百八十四番地一

柏崎農業協同組合 新潟県柏崎市駅前一丁目三番二十二号

越後さんとう農業協同組合 新潟県長岡市大野二百四十九番地

にいがた南蒲農業協同組合 新潟県三条市下保内三百四十八番地一

えちご上越農業協同組合 新潟県上越市藤巻五番三十号

みなみ魚沼農業協同組合 新潟県南魚沼市美佐島一千八百三十四番地一

にいがた岩船農業協同組合 新潟県村上市田端町八番五号

新潟かがやき農業協同組合 新潟県新潟市西蒲区漆山八千八百三十三番地

氷見市農業協同組合 富山県氷見市朝日丘二番三十二号

高岡市農業協同組合 富山県高岡市あわら町一番一号

となみ野農業協同組合 富山県砺波市宮沢町三番十一号

アルプス農業協同組合 富山県中新川郡上市町若杉三番地三

いなば農業協同組合 富山県小矢部市赤倉九十六番

金沢市農業協同組合 石川県金沢市松寺町未五十九番地一

小松市農業協同組合 石川県小松市上小松町丙二百五十二番地

加賀農業協同組合 石川県加賀市作見町ホ十番地一

能登わかば農業協同組合 石川県七尾市矢田新町イ部六番地七

金沢中央農業協同組合 石川県金沢市入江一丁目一番地

石川かほく農業協同組合 石川県河北郡津幡町字清水チ三百二十九番地

はくい農業協同組合 石川県羽咋市太田町と百五番地

福井県農業協同組合 福井県福井市大手三丁目二番十八号

松本ハイランド農業協同組合 長野県松本市南松本一丁目二番十六号

大北農業協同組合 長野県大町市大町字光明寺三千九十一番地の一

あづみ農業協同組合 長野県安曇野市豊科四千二百七十番地の六

ながの農業協同組合 長野県長野市大字中御所字岡田百三十一番地十四

上伊那農業協同組合 長野県伊那市狐島四千二百九十一番地

グリーン長野農業協同組合 長野県長野市篠ノ井布施高田九百六十一番地の二
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みなみ信州農業協同組合 長野県飯田市鼎東鼎二百八十一番地

信州うえだ農業協同組合 長野県上田市大手二丁目七番十号

信州諏訪農業協同組合 長野県諏訪市大字四賀字広瀬橋通七千八百四十一番

佐久浅間農業協同組合 長野県佐久市猿久保八百八十二番地

ぎふ農業協同組合 岐阜県岐阜市司町三十七番地

めぐみの農業協同組合 岐阜県関市若草通一丁目一番地

陶都信用農業協同組合 岐阜県多治見市音羽町三丁目二十三番地

飛騨農業協同組合 岐阜県高山市冬頭町一番地の一

いび川農業協同組合 岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方十五番地

西美濃農業協同組合 岐阜県大垣市東前町九百五十五番地の一

東美濃農業協同組合 岐阜県中津川市茄子川千六百四十六番地の十九

清水農業協同組合　　　　 静岡県静岡市清水区庵原町一番地

静岡市農業協同組合　　　 静岡県静岡市駿河区曲金五丁目四番七十号

遠州中央農業協同組合　　 静岡県磐田市見付三千五百九十九番地の一

大井川農業協同組合　　　 静岡県藤枝市緑の丘一番地の一

遠州夢咲農業協同組合　　 静岡県菊川市下平川六千二百六十五番地

とぴあ浜松農業協同組合  静岡県浜松市東区有玉南町千九百七十五番地

ハイナン農業協同組合 静岡県牧之原市静波七十三番地五

富士伊豆農業協同組合 静岡県沼津市下香貫字上障子四百十五番地の一

掛川市農業協同組合 静岡県掛川市千羽百番地の一

なごや農業協同組合 愛知県名古屋市東区代官町三十三番二十七号

緑信用農業協同組合 愛知県名古屋市緑区潮見が丘二丁目三百二十五番地

天白信用農業協同組合 愛知県名古屋市天白区池場二丁目二千三百四番地

西春日井農業協同組合 愛知県北名古屋市西之保南若十一番地

蒲郡市農業協同組合 愛知県蒲郡市宮成町二番一号

ひまわり農業協同組合 愛知県豊川市諏訪一丁目一番地

尾張中央農業協同組合 愛知県小牧市高根二丁目七番地の一

あいち海部農業協同組合 愛知県津島市大縄町九丁目六十三番地

愛知東農業協同組合 愛知県新城市平井字中田六番地の一

あいち豊田農業協同組合 愛知県豊田市西町四丁目五番地

愛知北農業協同組合 愛知県江南市古知野町熱田七十二番地

あいち中央農業協同組合 愛知県安城市御幸本町五百一番地一

豊橋農業協同組合 愛知県豊橋市野依町字西川五番地

あいち尾東農業協同組合 愛知県日進市蟹甲町池下二百十三番地一

西三河農業協同組合 愛知県西尾市寄住町下田十五番地

あいち知多農業協同組合 愛知県常滑市多屋字茨廻間一番地百十一

愛知みなみ農業協同組合 愛知県田原市古田町岡ノ越六番地四

あいち三河農業協同組合 愛知県岡崎市坂左右町字葦ノ部十八番地一

愛知西農業協同組合 愛知県一宮市北小渕字道上十五番地一

海部東農業協同組合 愛知県津島市神守町字中町十五番地

鈴鹿農業協同組合 三重県鈴鹿市地子町一千二百六十八番地

多気郡農業協同組合 三重県多気郡明和町大字斎宮一千八百三十一番地二十一

伊賀ふるさと農業協同組合 三重県伊賀市平野西町一番一

津安芸農業協同組合 三重県津市一色町二百十一番地

みえなか農業協同組合 三重県松阪市豊原町千四十三番地一

伊勢農業協同組合 三重県度会郡度会町大野木千八百五十八番地

三重北農業協同組合 三重県四日市市鵜の森一丁目五番十九号
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甲賀農業協同組合 滋賀県甲賀市水口町水口六千百十一番地の一

グリーン近江農業協同組合 滋賀県東近江市八日市町一番十七号

東びわこ農業協同組合 滋賀県彦根市川瀬馬場町九百二十二番地一

北びわこ農業協同組合 滋賀県長浜市湖北町速水二千七百二十一番地

レーク伊吹農業協同組合 滋賀県米原市宇賀野二百八十番地の一

レーク滋賀農業協同組合 滋賀県大津市打出浜十四番一号

京都農業協同組合 京都府亀岡市余部町天神又二番地本館

高槻市農業協同組合 大阪府高槻市城北町一丁目十五番八号

堺市農業協同組合 大阪府堺市西区上野芝町二丁一番一号

大阪南農業協同組合 大阪府富田林市甲田三丁目四番十号

北河内農業協同組合 大阪府枚方市大垣内町二丁目一番十一号

大阪中河内農業協同組合 大阪府八尾市南小阪合町二丁目二番二号

北大阪農業協同組合 大阪府吹田市山田西四丁目十五番一号

いずみの農業協同組合 大阪府岸和田市別所町三丁目十三番二十号

茨木市農業協同組合 大阪府茨木市上穂積二丁目一番五十号

あわじ島農業協同組合 兵庫県南あわじ市市青木十八番地の一

兵庫みらい農業協同組合 兵庫県加西市玉野町千百五十六番地の一

丹波ひかみ農業協同組合 兵庫県丹波市氷上町市辺四百四十番地

たじま農業協同組合 兵庫県豊岡市九日市上町五百五十番地の一

みのり農業協同組合 兵庫県加東市社千七百七十七番地の一

兵庫六甲農業協同組合 兵庫県神戸市北区有野中町二丁目十二番十三号

淡路日の出農業協同組合　 兵庫県淡路市志筑三千百十二番地の十四

兵庫南農業協同組合 兵庫県加古川市加古川町寺家町六百二十一番地

あかし農業協同組合 兵庫県明石市大久保町駅前一丁目七番地の四

奈良県農業協同組合 奈良県奈良市大森町五十七番地の三

紀北川上農業協同組合 和歌山県橋本市高野口町名古曽九百二十二番地の二

鳥取いなば農業協同組合 鳥取県鳥取市行徳一丁目百三番地

鳥取西部農業協同組合 鳥取県米子市東福原一丁目五番十六号

鳥取中央農業協同組合 鳥取県倉吉市越殿町千四百九番地

島根県農業協同組合 島根県松江市殿町十九番地一

岡山市農業協同組合 岡山県岡山市北区大供表町一番一号

広島市農業協同組合 広島県広島市安佐南区中筋三丁目二十六番十六号

福山市農業協同組合 広島県福山市花園町二丁目七番一号

尾道市農業協同組合 広島県尾道市新浜一丁目十番三十一号

山口県農業協同組合 山口県山口市小郡下郷二千百三十九番地

徳島市農業協同組合 徳島県徳島市万代町五丁目七十一番地十一

越智今治農業協同組合 愛媛県今治市北宝来町一丁目一番地五

松山市農業協同組合 愛媛県松山市三番町八丁目三百二十五番一

えひめ中央農業協同組合 愛媛県松山市千舟町八丁目百二十八番地一

福岡市農業協同組合 福岡県福岡市中央区天神四丁目九番一号

福岡八女農業協同組合 福岡県八女市本村四百二十番地の一

北九州農業協同組合 福岡県北九州市八幡西区金剛二丁目三の三

熊本市農業協同組合 熊本県熊本市中央区南熊本一丁目七番二十六号

鹿本農業協同組合 熊本県山鹿市鹿央町持松一五九番地一

菊池地域農業協同組合 熊本県菊池市旭志川辺千八百七十五番地

宮崎中央農業協同組合 宮崎県宮崎市丸島町一番十七号

沖縄県農業協同組合 沖縄県那覇市壺川二丁目九番地一



名　　　称　　　　　　　　　　　　 住　　　　　　　　　所 

北海道信用漁業協同組合連合会 北海道札幌市中央区北三条西七丁目一番地　　　　　　　　

東日本信用漁業協同組合連合会 千葉県千葉市中央区新宿二丁目三番八号

広島県信用漁業協同組合連合会 広島県中区大手町二丁目九番六号

愛媛県信用漁業協同組合連合会 愛媛県松山市二番町四丁目六番地二　　　　　　　　　　　

九州信用漁業協同組合連合会 福岡県福岡市中央区舞鶴二丁目四番十九号


