別表第１号の２
別表第１号 71 の項に定める農業協同組合及び信用農業協同組合連合会
名称

住所

茨城県信用農業協同組合連合会

茨城県水戸市梅香 1-1-4

岩手県信用農業協同組合連合会

岩手県盛岡市大通 1-2-1

埼玉県信用農業協同組合連合会

埼玉県さいたま市浦和区高砂 3-12-9

佐賀県信用農業協同組合連合会

佐賀県佐賀市栄町 3-32

滋賀県信用農業協同組合連合会

滋賀県大津市京町 4-3-38

東京都信用農業協同組合連合会

東京都立川市柴崎町 3-5-25

徳島県信用農業協同組合連合会

徳島県徳島市北佐古一番町 5-12

長野県信用農業協同組合連合会

長野県長野市大字南長野北石堂町 1177-3

新潟県信用農業協同組合連合会

新潟県新潟市中央区東中通 1-189-3

福井県信用農業協同組合連合会

福井県福井市大手 3-2-18

北海道信用農業協同組合連合会

北海道札幌市中央区北 4 条西 1-1

相生市農業協同組合

兵庫県相生市大石町 19-1

あいち海部農業協同組合

愛知県津島市大縄町九丁目 63

愛知北農業協同組合

愛知県江南市古知野町熱田 72

あいち知多農業協同組合

愛知県常滑市多屋字茨廻間 1-111

あいち中央農業協同組合

愛知県安城市御幸本町 9-6

あいち豊田農業協同組合

愛知県豊田市西町 4-5

愛知西農業協同組合

愛知県一宮市北小渕字道上 15-1

愛知東農業協同組合

愛知県新城市平井字中田 6-1

あいち尾東農業協同組合

愛知県日進市蟹甲町池下 213-1

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 18-1

愛知みなみ農業協同組合

愛知県田原市古田町岡ノ越 6-4

あいら伊豆農業協同組合

静岡県伊東市宇佐美 1808-1

あおば農業協同組合

富山県富山市八尾町福島 471-1

赤城橘農業協同組合

群馬県渋川市赤城町滝沢 64-2

あかし農業協同組合

兵庫県明石市大久保町駅前 1-7-4

あがつま農業協同組合

群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町 607

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 1-1

安芸農業協同組合

広島県安芸郡海田町窪町 8-8

あさか野農業協同組合

埼玉県朝霞市大字溝沼 466

足利市農業協同組合

栃木県足利市弥生町 20

あしきた農業協同組合

熊本県葦北郡芦北町佐敷 424

阿新農業協同組合

岡山県新見市高尾 2423

阿蘇農業協同組合

熊本県阿蘇市一の宮町宮地 387-5
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厚木市農業協同組合

神奈川県厚木市水引 2-9-2

あづみ農業協同組合

長野県安曇野市豊科 4270-6

あまくさ農業協同組合

熊本県天草市太田町 1-2

海部東農業協同組合

愛知県津島市神守町字中町 15

余目町農業協同組合

山形県東田川郡庄内町余目字三人谷地 172

ありだ農業協同組合

和歌山県有田郡有田川町大字天満 47-1

アルプス農業協同組合

富山県中新川郡上市町若杉 3 番地 3

あわじ島農業協同組合

兵庫県南あわじ市市青木 18-1

安房農業協同組合

千葉県館山市安東 72

伊賀ふるさと農業協同組合

三重県伊賀市平野西町 1-1

壱岐市農業協同組合

長崎県壱岐市郷ノ浦東触 560

石川かほく農業協同組合

石川県河北郡津幡町字清水チ 329

いしのまき農業協同組合

宮城県石巻市中里 5-1-12

伊豆の国農業協同組合

静岡県伊豆の国市南條 800

いすみ農業協同組合

千葉県いすみ市国府台 1515-1

市川市農業協同組合

千葉県市川市北方町 4-1352-2

市原市農業協同組合

千葉県市原市国分寺台中央 1-7-3

いなば農業協同組合

富山県小矢部市石動町 10-30

いび川農業協同組合

岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方 15

今津町農業協同組合

滋賀県高島市今津町日置前 352

伊万里市農業協同組合

佐賀県伊万里市立花町 1290-1

いみず野農業協同組合

富山県射水市北野 1555-1

いるま野農業協同組合

埼玉県川越市今成 2-29-4

岩手江刺農業協同組合

岩手県奥州市江刺岩谷堂字反町 362-1

岩手中央農業協同組合

岩手県紫波郡紫波町桜町字上野沢 38-1

いわて平泉農業協同組合

岩手県一関市竹山町 7-1

岩手ふるさと農業協同組合

岩手県奥州市胆沢小山字菅谷地 131-1

岩沼市農業協同組合

宮城県岩沼市中央 2-5-30

碓氷安中農業協同組合

群馬県安中市原市 634

内浦町農業協同組合

石川県鳳珠郡能登町字松波 10-54 甲-1

宇都宮農業協同組合

栃木県宇都宮市戸祭元町 3-10

うま農業協同組合

愛媛県四国中央市中之庄町 1684-4

永平寺町農業協同組合

福井県吉田郡永平寺町諏訪間 47-27-1

越後おぢや農業協同組合

新潟県小千谷市城内 4-1-55

越後さんとう農業協同組合

新潟県長岡市大野 249

えちご上越農業協同組合

新潟県上越市藤巻 5-30
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越後中央農業協同組合

新潟県新潟市西蒲区漆山 8833

越後ながおか農業協同組合

新潟県長岡市今朝白 2-7-25

越前たけふ農業協同組合

福井県越前市本多 2-10-22

越前丹生農業協同組合

福井県丹生郡越前町東内郡 1-127

愛媛たいき農業協同組合

愛媛県大洲市東大洲 198

えひめ中央農業協同組合

愛媛県松山市千舟町 8-128-1

遠州中央農業協同組合

静岡県磐田市見付 3599-1

遠州夢咲農業協同組合

静岡県菊川市下平川 6265

えんゆう農業協同組合

北海道紋別郡湧別町上湧別屯田市街地 230

邑楽館林農業協同組合

群馬県館林市赤生田町 847

大阪北部農業協同組合

大阪府箕面市桜井 2-8-8

おおぞら農業協同組合

石川県鳳珠郡穴水町字大町ほの 95

太田市農業協同組合

群馬県太田市新野町 320-1

大船渡市農業協同組合

岩手県大船渡市盛町字下舘下 7-16

岡山市農業協同組合

岡山県岡山市北区大供表町１-1

岡山西農業協同組合

岡山県倉敷市玉島八島 1510-1

岡山東農業協同組合

岡山県岡山市東区瀬戸町光明谷 195

越智今治農業協同組合

愛媛県今治市北宝来町 1-1-5

尾道市農業協同組合

広島県尾道市新浜 1-10-31

オホーツク網走農業協同組合

北海道網走市南４条東 2-10

小山農業協同組合

栃木県小山市神鳥谷 1-11-32

尾張中央農業協同組合

愛知県小牧市高根 2-7-1

加賀農業協同組合

石川県加賀市作見町ホ 10-1

香川県農業協同組合

香川県高松市西の丸町 14-7

柏崎農業協同組合

新潟県柏崎市駅前 1-3-22

かとり農業協同組合

千葉県香取市小見 1098‐1

かながわ西湘農業協同組合

神奈川県小田原市鴨宮 627

神奈川つくい農業協同組合

神奈川県相模原市緑区中野 550

金沢市農業協同組合

石川県金沢市松寺町未 59-1

金沢中央農業協同組合

石川県金沢市入江 1-1

金山農業協同組合

山形県最上郡金山町大字金山 456-30

蒲郡市農業協同組合

愛知県蒲郡市宮成町 2-1

上伊那農業協同組合

長野県伊那市狐島 4291

上都賀農業協同組合

栃木県鹿沼市鳥居跡町 983-1

上益城農業協同組合

熊本県上益城郡甲佐町白旗 543-1

加美よつば農業協同組合

宮城県加美郡色麻町四竈字枛木町 14-1
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鹿本農業協同組合

熊本県山鹿市鹿央町持松 159-1

唐津農業協同組合

佐賀県唐津市浜玉町浜崎 598-1

甘楽富岡農業協同組合

群馬県富岡市富岡 2638-1

菊池地域農業協同組合

熊本県菊池市旭志川辺 1875

木更津市農業協同組合

千葉県木更津市長須賀 382

紀州農業協同組合

和歌山県御坊市湯川町財部 668-1

北越後農業協同組合

新潟県新発田市島潟 1184-1

北群渋川農業協同組合

群馬県渋川市渋川 157

北宗谷農業協同組合

北海道天塩郡豊富町字豊富停車場通 8

北檜山町農業協同組合

北海道久遠郡せたな町北檜山区北檜山 20

きたみらい農業協同組合

北海道北見市中ノ島町 1-1-8

紀南農業協同組合

和歌山県朝日ヶ丘 24-17

紀の里農業協同組合

和歌山県紀の川市上野 12-5

ぎふ農業協同組合

岐阜県岐阜市司町 37

紀北川上農業協同組合

和歌山県橋本市高野口町名古曽 922-2

君津市農業協同組合

千葉県君津市塚原 185

京都市農業協同組合

京都府京都市右京区西院西溝崎町 24

京都中央農業協同組合

京都府長岡京市開田 4-14-8

京都丹の国農業協同組合

京都府綾部市宮代町前田 20

京都農業協同組合

京都府亀岡市余部町天神又 2

京都やましろ農業協同組合

京都府京田辺市田辺鳥本 1-2

くまがや農業協同組合

埼玉県熊谷市箱田 5-8-2

球磨地域農業協同組合

熊本県球磨郡錦町一武 2657-4

熊本宇城農業協同組合

熊本県宇城市松橋町松橋 357-1

熊本市農業協同組合

熊本県熊本市中央区南熊本 1-7-26

倉敷かさや農業協同組合

岡山県倉敷市西阿知町 1040-5

グリーン近江農業協同組合

滋賀県東近江市八日市町 1-17

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 961-2

呉農業協同組合

広島県呉市西中央 1-2-25

黒部市農業協同組合

富山県黒部市天神新 210-1

芸南農業協同組合

広島県東広島市安芸津町三津 4258-1

県央愛川農業協同組合

神奈川県愛甲郡愛川町中津 747

甲賀農業協同組合

滋賀県甲賀市水口町水口 6111-1

越谷市農業協同組合

埼玉県越谷市七左町七丁目 209-1

湖東農業協同組合

滋賀県東近江市池庄町 507

ごとう農業協同組合

長崎県五島市籠淵町 2450-1
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小松市農業協同組合

石川県小松市上小松町丙 252

さいかつ農業協同組合

埼玉県三郷市幸房 101

佐伯中央農業協同組合

広島県廿日市市宮内 4473-1

埼玉岡部農業協同組合

埼玉県深谷市普済寺 1210-1

埼玉中央農業協同組合

埼玉県東松山市加美町 1-20

さいたま農業協同組合

埼玉県さいたま市見沼区東大宮 4-21-1

埼玉ひびきの農業協同組合

埼玉県本庄市早稲田の杜 1-14-1

埼玉みずほ農業協同組合

埼玉県幸手市東 3-10-43

さがえ西村山農業協同組合

山形県寒河江市中央工業団地 75

酒田市袖浦農業協同組合

山形県酒田市坂野辺新田字葉萱 112

さがみ農業協同組合

神奈川県藤沢市湘南台 5-14-10

佐久浅間農業協同組合

長野県佐久市猿久保 882

札幌市農業協同組合

北海道札幌市中央区北１０条西 24-1-10

佐渡農業協同組合

新潟県佐渡市原黒 300-1

佐野農業協同組合

栃木県佐野市金吹町 2351

佐波伊勢崎農業協同組合

群馬県伊勢崎市連取町 3096-1

山武郡市農業協同組合

千葉県山武市和田 375-2

塩尻市農業協同組合

長野県塩尻市大門六番町 3-56

塩野谷農業協同組合

栃木県さくら市桜野 1670-2

滋賀蒲生町農業協同組合

滋賀県東近江市市子殿町 240

志賀農業協同組合

石川県羽咋郡志賀町末吉新保向 1

静岡市農業協同組合

静岡県静岡市駿河区曲金 5-4-70

島根県農業協同組合

島根県松江市殿町 19-1

島原雲仙農業協同組合

長崎県島原市荻原 2-5192-1

下野農業協同組合

栃木県栃木市片柳町 2-1-44

周桑農業協同組合

愛媛県西条市丹原町池田 1701-1

庄内たがわ農業協同組合

山形県鶴岡市上藤島字備中下 3-1

庄内みどり農業協同組合

山形県酒田市曙町 1-1

庄原農業協同組合

広島県庄原市西本町 2-14-1

新旭町農業協同組合

滋賀県高島市新旭町旭 1-10-5

新岩手農業協同組合

岩手県滝沢市鵜飼向新田 7-76

信州うえだ農業協同組合

長野県上田市大手 2-7-10

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 7841

新庄市農業協同組合

山形県新庄市沖の町 5-55

新砂川農業協同組合

北海道砂川市東１条南 1-1-20

新みやぎ農業協同組合

宮城県栗原市築館字照越大ヶ原 43-1
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珠洲市農業協同組合

石川県珠洲市野々江町ユ部 40-1

世田谷目黒農業協同組合

東京都世田谷区桜新町 2-8-1

洗馬農業協同組合

長野県塩尻市大字洗馬 2720-3

セレサ川崎農業協同組合

神奈川県川崎市宮前区宮崎 2-13-38

仙台農業協同組合

宮城県仙台市宮城野区新田東 2-15-2

胎内市農業協同組合

新潟県胎内市本郷字家の下 493-2

大北農業協同組合

長野県大町市大町字光明寺 3091-1

高岡市農業協同組合

富山県高岡市あわら町 1-1

高崎市農業協同組合

群馬県高崎市新保町 1482

たきかわ農業協同組合

北海道滝川市本町 4-1-31

たじま農業協同組合

兵庫県豊岡市九日市上町 550-1

多野藤岡農業協同組合

群馬県藤岡市三本木 410-1

玉名農業協同組合

熊本県玉名市六田 7-1

丹波ささやま農業協同組合

兵庫県丹波篠山市大沢 438-1

丹波ひかみ農業協同組合

兵庫県丹波市氷上町市辺 440

ちちぶ農業協同組合

埼玉県秩父市上野町 29-20

ちば東葛農業協同組合

千葉県柏市高田 362

ちばみどり農業協同組合

千葉県旭市ロ 1549-1

千葉みらい農業協同組合

千葉県千葉市中央区千葉港 5‐25

長生農業協同組合

千葉県茂原市高師 1153

津南町農業協同組合

新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊 125-1

嬬恋村農業協同組合

群馬県吾妻郡嬬恋村大字大前 767-2

鶴岡市農業協同組合

山形県鶴岡市日吉町 3-7

敦賀美方農業協同組合

福井県敦賀市三島町 2-11-11

テラル越前農業協同組合

福井県大野市中挟 1-1301

天童市農業協同組合

山形県天童市老野森 2-1-1

天白信用農業協同組合

愛知県名古屋市天白区池場 2-2304

とうかつ中央農業協同組合

千葉県松戸市上本郷 2243-1

東西しらかわ農業協同組合

福島県東白川郡棚倉町大字流字中豊 88

道東あさひ農業協同組合

北海道野付郡別海町別海緑町 116-9

陶都信用農業協同組合

岐阜県多治見市音羽町 3-23

十日町農業協同組合

新潟県十日町市高田 6-641-1

十勝池田町農業協同組合

北海道中川郡池田町字利別本町 1

常呂町農業協同組合

北海道北見市常呂町字常呂 608

となみ野農業協同組合

富山県砺波市宮沢町 3-11

利根沼田農業協同組合

群馬県沼田市東原新町 1940-1
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とぴあ浜松農業協同組合

静岡県浜松市東区有玉南町 1975

富里市農業協同組合

千葉県富里市七栄 652-225

富山市農業協同組合

富山県富山市吉岡 466-1

豊橋農業協同組合

愛知県豊橋市野依町字西川 5

長崎県央農業協同組合

長崎県諫早市栗面 174-1

ながさき西海農業協同組合

長崎県佐世保市吉井町立石 12-1

長崎西彼農業協同組合

長崎県長崎市興善町 6-7

中標津町農業協同組合

北海道標津郡中標津町東７条南 2-1

中野市農業協同組合

長野県中野市三好町 1-2-8

ながの農業協同組合

長野県長野市大字中御所字岡田 131-14

長野八ヶ岳農業協同組合

長野県南佐久郡南牧村大字野辺山 106-1

ながみね農業協同組合

和歌山県海南市大野中 718-1

なごや農業協同組合

愛知県名古屋市東区代官町 33-27

那須野農業協同組合

栃木県那須塩原市黒磯 6-1

那須南農業協同組合

栃木県那須郡那珂川町白久 10

名取岩沼農業協同組合

宮城県名取市増田 1-12-36

なのはな農業協同組合

富山県富山市豊田本町 3-18-21

成田市農業協同組合

千葉県成田市寺台 292

南彩農業協同組合

埼玉県久喜市菖蒲町新堀 473

南駿農業協同組合

静岡県沼津市下香貫字上障子 415-1

なんと農業協同組合

富山県南砺市金戸 268-1

にいがた南蒲農業協同組合

新潟県三条市興野 3-10-7

新潟みらい農業協同組合

新潟県新潟市南区七軒字前 211-1

新津さつき農業協同組合

新潟県新潟市秋葉区小戸下組 2224

西印旛農業協同組合

千葉県印西市西の原 4-3

西宇和農業協同組合

愛媛県八幡浜市江戸岡 1-12-10

西春日井農業協同組合

愛知県北名古屋市西之保南若 11

西びわこ農業協同組合

滋賀県高島市安曇川町田中 104

西三河農業協同組合

愛知県西尾市寄住町下田 15

西美濃農業協同組合

岐阜県大垣市東前町 955-1

新田みどり農業協同組合

群馬県みどり市笠懸町鹿 235-2

根上農業協同組合

石川県能美市大成町リ 40

能登わかば農業協同組合

石川県七尾市矢田新町イ部 6-7

野々市農業協同組合

石川県野々市市中林 5-1-5

能美農業協同組合

石川県能美市粟生町ヨ 1

ハイナン農業協同組合

静岡県牧之原市静波 73-5
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はが野農業協同組合

栃木県真岡市八条 95

はくい農業協同組合

石川県羽咋市太田町と 105

はぐくみ農業協同組合

群馬県高崎市菊地町 556-1

白山農業協同組合

石川県白山市井口町に 62-1

秦野市農業協同組合

神奈川県秦野市平沢 477

花咲ふくい農業協同組合

福井県坂井市坂井町上新庄 42-19

花園農業協同組合

埼玉県深谷市小前田 1169

花巻農業協同組合

岩手県花巻市野田 316-1

羽茂農業協同組合

新潟県佐渡市羽茂本郷 504

ハリマ農業協同組合

兵庫県宍粟市一宮町東市場 429-1

春江農業協同組合

福井県坂井市春江町本堂 22-15

東旭川農業協同組合

北海道旭川市東旭川南１条 5-8-22

東根市農業協同組合

山形県東根市新田町 2-1-10

東びわこ農業協同組合

滋賀県彦根市川瀬馬場町 922-1

東美濃農業協同組合

岐阜県中津川市茄子川 1646-19

ひすい農業協同組合

新潟県糸魚川市大町 1-3-4

飛騨農業協同組合

岐阜県高山市冬頭町 1-1

びほく農業協同組合

岡山県高梁市中原町 1383

ひまわり農業協同組合

愛知県豊川市諏訪 1-1

兵庫みらい農業協同組合

兵庫県加西市玉野町 1156-1

兵庫六甲農業協同組合

兵庫県神戸市北区有野中町 2-12-13

びらとり農業協同組合

北海道沙流郡平取町本町 40-1

広島市農業協同組合

広島県広島市安佐南区中筋 3-26-16

広島中央農業協同組合

広島県東広島市西条栄町 10-35

広島北部農業協同組合

広島県安芸高田市吉田町常友 1210

広島ゆたか農業協同組合

広島県呉市豊町大長 5915-8

ピンネ農業協同組合

北海道樺戸郡新十津川町字中央 6-29

ふかや農業協同組合

埼玉県深谷市内ヶ島 728-1

福井市南部農業協同組合

福井県福井市大土呂町 20-5

福井市農業協同組合

福井県福井市渕 4-606

福井丹南農業協同組合

福井県鯖江市上河端町 18-6

福岡大城農業協同組合

福岡県三潴郡大木町大字八町牟田 330

福光農業協同組合

富山県南砺市荒木 5318

福山市農業協同組合

広島県福山市花園町 2-7-1

古川農業協同組合

宮城県大崎市古川北町 3-10-36

ほくさい農業協同組合

埼玉県羽生市東 7-15-3
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本渡五和農業協同組合

熊本県天草市南新町 9-22

マインズ農業協同組合

東京都府中市分梅町 3-65-1

前橋市農業協同組合

群馬県前橋市富田町 2400-1

マキノ町農業協同組合

滋賀県高島市マキノ町沢 1350-1

幕別町農業協同組合

北海道中川郡幕別町本町 45

町田市農業協同組合

東京都町田市森野 2-29-15

松任市農業協同組合

石川県白山市村井町 1776

松本市農業協同組合

長野県松本市深志 2-1-1

松本ハイランド農業協同組合

長野県松本市南松本 1-2-16

松山市農業協同組合

愛媛県松山市三番町 8-325-1

みい農業協同組合

福岡県小郡市大板井 267-1

みくまの農業協同組合

和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字天満 122

三島函南農業協同組合

静岡県三島市谷田字城の内 141-1

みちのく村山農業協同組合

山形県村山市楯岡北町 1-1-1

みついし農業協同組合

北海道日高郡新ひだか町三石本桐 224-6

三ヶ日町農業協同組合

静岡県浜松市北区三ヶ日町三ヶ日 885

緑信用農業協同組合

愛知県名古屋市緑区潮見が丘 2-325

みな穂農業協同組合

富山県下新川郡入善町入善 3489-1

みなみ信州農業協同組合

長野県飯田市鼎東鼎 281

みのり農業協同組合

兵庫県加東市社 1777-1

三原農業協同組合

広島県三原市皆実 4-7-28

みやぎ仙南農業協同組合

宮城県柴田郡柴田町西船迫 1-10-3

みやぎ登米農業協同組合

宮城県登米市迫町佐沼字中江 3-9-1

みやぎ亘理農業協同組合

宮城県亘理郡亘理町逢隈田沢字遠原 36

三次農業協同組合

広島県三次市十日市東 3-1-1

鵡川農業協同組合

北海道勇払郡むかわ町末広 2-124

めぐみの農業協同組合

岐阜県関市若草通 1-1

女満別町農業協同組合

北海道網走郡大空町女満別西 4 条 5-1-27

もがみ中央農業協同組合

山形県新庄市大字福田字福田山 711-73

門別町農業協同組合

北海道沙流郡日高町門別本町 210-3

八代地域農業協同組合

熊本県八代市古城町 2690

八千代市農業協同組合

千葉県八千代市大和田新田 640-1

山形おきたま農業協同組合

山形県東置賜郡川西町大字上小松 978-1

山形市農業協同組合

山形県山形市幸町 18-20

山形農業協同組合

山形県山形市旅篭町 1-12-35

湧別町農業協同組合

北海道紋別郡湧別町錦町 279-1
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よこすか葉山農業協同組合

神奈川県横須賀市林 3-1-11

苓北町農業協同組合

熊本県天草郡苓北町志岐 1010

レーク伊吹農業協同組合

滋賀県米原市宇賀野 280-1

若狭農業協同組合

福井県小浜市遠敷 8-8-1

わかやま農業協同組合

和歌山県和歌山市栗栖 642
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