全国農業協同組合中央会受諾書提出先一覧
団体名

住所

1

農林中央金庫

東京都千代田区有楽町1-13-2

2

青森農業協同組合

青森県青森市大字羽白字富田190-4

3

つがる弘前農業協同組合

青森県弘前市大字城東北4丁目1-1

4

相馬村農業協同組合

青森県弘前市大字五所字野沢23-1

5

津軽みらい農業協同組合

青森県平川市本町北柳田23-8

6

つがるにしきた農業協同組合

青森県つがる市稲垣町豊川宮川1-19

7

ごしょつがる農業協同組合

青森県五所川原市大字野里字奥野100番地

8

十和田おいらせ農業協同組合

青森県十和田市西十三番町4-28

9

ゆうき青森農業協同組合

上北郡東北町字素柄邸82番地3

10

おいらせ農業協同組合

青森県三沢市大字三沢字堀口16-7

11

八戸農業協同組合

青森県八戸市大字尻内町字内矢沢2-5

12

仙台農業協同組合

宮城県仙台市宮城野区新田東2-15-2

13

岩沼市農業協同組合

宮城県岩沼市中央2-5-30

14

名取岩沼農業協同組合

宮城県名取市増田1-12-36

15

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

16

あさひな農業協同組合

宮城県黒川郡大和町吉岡南3-6-2

17

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

18

南三陸農業協同組合

宮城県本吉郡南三陸町志津川字廻館97

19

栗っこ農業協同組合

宮城県栗原市志波姫堀口見渡2-1

20

古川農業協同組合

宮城県大崎市古川北町3-10-36
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21

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

22

いわでやま農業協同組合

宮城県大崎市岩出山下野目字二ツ屋39

23

みどりの農業協同組合

宮城県遠田郡美里町字素山町1

24

いしのまき農業協同組合

宮城県石巻市中里5-1-12

25

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

26

山形市農業協同組合

山形県山形市幸町18-20

27

山形農業協同組合

山形県山形市旅篭町1-12-35

28

天童市農業協同組合

山形県天童市老野森2-1-1

29

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

30

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

31

東根市農業協同組合

山形県東根市新田町2-1-10

32

新庄市農業協同組合

山形県新庄市沖の町5-55

33

新庄もがみ農業協同組合

山形県最上郡舟形町舟形273-1

34

山形もがみ農業協同組合

山形県最上郡大蔵村大字清水1414

35

真室川町農業協同組合

山形県最上郡真室川町大字新町141-1

36

金山農業協同組合

山形県最上郡金山町大字金山456-30

37

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

38

鶴岡市農業協同組合

山形県鶴岡市日吉町3-3

39

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

40

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
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41

庄内みどり農業協同組合

山形県酒田市曙町1-1

42

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

43

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

44

水戸農業協同組合

茨城県水戸市赤塚２－２７

45

常陸農業協同組合

茨城県常陸太田市山下町3889番地

46

日立市多賀農業協同組合

茨城県日立市多賀町１－１２－１０

47

茨城旭村農業協同組合

茨城県鉾田市造谷１０７１

48

ほこた農業協同組合

茨城県鉾田市安房１６５４－３

49

しおさい農業協同組合

茨城県神栖市深芝２７５２－５

50

なめがた農業協同組合

茨城県行方市麻生３３４６－２５

51

稲敷農業協同組合

茨城県稲敷市江戸崎甲３０１６－３

52

茨城かすみ農業協同組合

茨城県稲敷郡美浦村郷中２６６１－３

53

竜ケ崎市農業協同組合

茨城県龍ケ崎市８２００

54

茨城みなみ農業協同組合

茨城県取手市毛有111

55

土浦農業協同組合

茨城県土浦市田中１－１－４

56

つくば市農業協同組合

茨城県つくば市東岡３３５

57

つくば市谷田部農業協同組合

茨城県つくば市谷田部２０７４－１

58

新ひたち野農業協同組合

茨城県石岡市南台３－２１－１４

59

やさと農業協同組合

茨城県石岡市柿岡３２３６－６

60

北つくば農業協同組合

茨城県筑西市岡芹２２２２
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61

常総ひかり農業協同組合

茨城県下妻市宗道２０２８

62

茨城むつみ農業協同組合

茨城県猿島郡境町長井戸２３

63

岩井農業協同組合

茨城県坂東市岩井２２２９

64

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

65

西東京農業協同組合

東京都青梅市野上町２－２１－５

66

西多摩農業協同組合

東京都羽村市羽東１－５－１

67

秋川農業協同組合

東京都あきる野市秋川３－１－１

68

八王子市農業協同組合

東京都八王子市椚田町５８５－８

69

東京南農業協同組合

東京都日野市三沢３－５３－１５

70

町田市農業協同組合

東京都町田市森野２－２９－１５

71

マインズ農業協同組合

東京都府中市分梅町３－６５－１

72

東京みどり農業協同組合

東京都昭島市武蔵野２－６－１２

73

東京みらい農業協同組合

東京都東久留米市幸町３－７－２

74

東京むさし農業協同組合

東京都小金井市貫井北町１－１０－１

75

東京中央農業協同組合

東京都世田谷区粕谷３－１－１

76

世田谷目黒農業協同組合

東京都世田谷区桜新町２－８－１

77

東京あおば農業協同組合

東京都練馬区高松５－２３－２７

78

東京スマイル農業協同組合

東京都葛飾区白鳥４－１１－１７

79

安房農業協同組合

千葉県館山市安東72

80

木更津市農業協同組合

千葉県木更津市長須賀382
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81

君津市農業協同組合

千葉県君津市塚原185

82

いすみ農業協同組合

千葉県いすみ市国府台1515-1

83

長生農業協同組合

千葉県茂原市高師1153

84

山武郡市農業協同組合

千葉県山武市和田375-2

85

市原市農業協同組合

千葉県市原市国分寺台中央1-7-3

86

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

87

八千代市農業協同組合

千葉県八千代市大和田新田640-1

88

成田市農業協同組合

千葉県成田市寺台292

89

富里市農業協同組合

千葉県富里市七栄652-225

90

西印旛農業協同組合

千葉県印西市西の原4-3

91

市川市農業協同組合

千葉県市川市北方町4-1352-2

92

とうかつ中央農業協同組合

千葉県松戸市上本郷2243-1

93

ちば東葛農業協同組合

千葉県柏市高田362

94

かとり農業協同組合

千葉県香取市小見1098-1

95

佐原農業協同組合

千葉県香取市佐原イ-4149

96

多古町農業協同組合

千葉県香取郡多古町多古1456-1

97

ちばみどり農業協同組合

千葉県旭市ロ1549-1

98

山梨県信用農業協同組合連合会

山梨県甲府市飯田１－１－２０

99

フルーツ山梨農業協同組合

山梨県甲州市塩山上塩後１１００

100 笛吹農業協同組合

山梨県笛吹市八代町南５６１
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101 西八代郡農業協同組合

山梨県西八代郡市川三郷町市川大門１８０１

102 ふじかわ農業協同組合

山梨県南巨摩郡富士川町青柳町９１０

103 甲府市農業協同組合

山梨県甲府市下飯田３－５－１２

104 中巨摩東部農業協同組合

山梨県甲斐市篠原２６３５

105 巨摩野農業協同組合

山梨県南アルプス市小笠原４５５

106 梨北農業協同組合

山梨県韮崎市一ッ谷１８９５

107 クレイン農業協同組合

山梨県都留市田原１－２－３

108 北富士農業協同組合

山梨県南都留郡富士河口湖町船津3112―1

109 鳴沢村農業協同組合

山梨県南都留郡鳴沢村７１１－４

110 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

111 新潟市農業協同組合

新潟県新潟市東区海老ヶ瀬512-1

112 にいがた岩船農業協同組合

新潟県村上市田端町8-5

113 かみはやし農業協同組合

新潟県村上市山田930-5

114 北蒲みなみ農業協同組合

新潟県阿賀野市土橋297

115 ささかみ農業協同組合

新潟県阿賀野市山崎58

116 北越後農業協同組合

新潟県新発田市島潟字弁天1341-1

117 胎内市農業協同組合

新潟県胎内市本郷字家の下493-2

118 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

119 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

120 越後中央農業協同組合

新潟県新潟市西蒲区漆山8833
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121 佐渡農業協同組合

新潟県佐渡市原黒300-1

122 羽茂農業協同組合

新潟県佐渡市羽茂本郷504-3

123 にいがた南蒲農業協同組合

新潟県三条市興野3-10-7

124 越後ながおか農業協同組合

新潟県長岡市今朝白2-7-25

125 越後さんとう農業協同組合

新潟県長岡市大野249

126 越後おぢや農業協同組合

新潟県小千谷市城内4-1-55

127 北魚沼農業協同組合

新潟県魚沼市中原258-3

128 しおざわ農業協同組合

新潟県南魚沼市塩沢7-1

129 魚沼みなみ農業協同組合

新潟県南魚沼市美佐島1834-1

130 十日町農業協同組合

新潟県十日町市高山641-1

131 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

132 柏崎農業協同組合

新潟県柏崎市駅前1-3-22

133 えちご上越農業協同組合

新潟県上越市藤巻5-30

134 ひすい農業協同組合

新潟県糸魚川市大町1-3-4

135 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番地３

136 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番地１

137 佐久浅間農業協同組合

長野県佐久市猿久保８８２番地

138 信州うえだ農業協同組合

長野県上田市大手二丁目７番１０号

139 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番

140 上伊那農業協同組合

長野県伊那市狐島４２９１番地
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141 みなみ信州農業協同組合

長野県飯田市北方３８５２番地２２

142 木曽農業協同組合

長野県木曽郡木曽町福島３８０７番地１

143 松本市農業協同組合

長野県松本市深志二丁目１番１号

144 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２番１６号

145 塩尻市農業協同組合

長野県塩尻市大門六番町３番５６号

146 洗馬農業協同組合

長野県塩尻市大字洗馬２７２０－３

147 あづみ農業協同組合

長野県安曇野市豊科４２７０番地６

148 大北農業協同組合

長野県大町市大町字光明寺３０９１番地の１

149 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番地２

150 中野市農業協同組合

長野県中野市三好町一丁目２番８号

151 ながの農業協同組合

長野県長野市大字中御所字岡田１３１番地１４

152 下伊那園芸農業協同組合

長野県飯田市箕瀬町一丁目２４５４番地３

153 南信酪農業協同組合

長野県松本市鎌田二丁目１番１号

154 川上物産農業協同組合

長野県南佐久郡川上村大字樋沢１１９６番地－１

155 京都府信用農業協同組合連合会

京都府京都市伏見区中島北ノ口町6

156 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番地

157 京都中央農業協同組合

京都府長岡京市開田四丁目１４番８号

158 京都やましろ農業協同組合

京都府京田辺市田辺鳥本１番地２

159 京都農業協同組合

京都府亀岡市余部町天神又２番地

160 京都丹の国農業協同組合

京都府綾部市宮代町前田２０番地
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161 大阪府信用農業協同組合連合会

大阪府大阪市中央区高麗橋3-3-7

162 北大阪農業協同組合

大阪府吹田市山田西4-15-1

163 高槻市農業協同組合

大阪府高槻市城北町1-15-8

164 茨木市農業協同組合

大阪府茨木市上穂積2-1-50

165 大阪北部農業協同組合

大阪府箕面市桜井2-8-8

166 大阪泉州農業協同組合

大阪府泉佐野市日根野4040-1

167 いずみの農業協同組合

大阪府岸和田市別所町3-13-20

168 堺市農業協同組合

大阪府堺市西区上野芝町2-1-1

169 大阪南農業協同組合

大阪府富田林市甲田3-4-10

170 グリーン大阪農業協同組合

大阪府東大阪市荒本北1-5-50

171 大阪中河内農業協同組合

大阪府八尾市南小阪合町2-2-2

172 大阪東部農業協同組合

大阪府大東市野崎4-4-47

173 九個荘農業協同組合

大阪府寝屋川市高柳1-1-24

174 北河内農業協同組合

大阪府枚方市大垣内町2-1-11

175 大阪市農業協同組合

大阪府大阪市平野区加美鞍作2-2-1

176 兵庫県信用農業協同組合連合会

兵庫県神戸市中央区海岸通1番地

177 みのり農業協同組合

兵庫県加東市社1777番地1

178 兵庫みらい農業協同組合

兵庫県加西市玉野町1156番地の1

179 丹波ひかみ農業協同組合

兵庫県丹波市氷上町市辺440番地

180 丹波ささやま農業協同組合

兵庫県篠山市大沢438番地の1

全国農業協同組合中央会受諾書提出先一覧
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181 兵庫西農業協同組合

兵庫県姫路市三左衛門堀西の町216番地

182 相生市農業協同組合

兵庫県相生市大石町19番1号

183 ハリマ農業協同組合

兵庫県宍粟市一宮町東市場429番地1

184 たじま農業協同組合

兵庫県豊岡市九日市上町550-1

185 淡路日の出農業協同組合

兵庫県淡路市志筑3112番地の14

186 あわじ島農業協同組合

兵庫県南あわじ市市青木18番地の1

187 兵庫六甲農業協同組合

兵庫県神戸市北区有野中町2丁目12-13

188 あかし農業協同組合

兵庫県明石市大久保町駅前一丁目7番地の4

189 兵庫南農業協同組合

兵庫県加古川市加古川町寺家町45番地

190 加古川市南農業協同組合

兵庫県加古川市野口町野口55-1

191 島根県農業協同組合

島根県松江市殿町19番地1

192 山口県信用農業協同組合連合会

山口県山口市小郡下郷2139番地

193 山口大島農業協同組合

山口県大島郡周防大島町大字久賀4723番地

194 岩国市農業協同組合

山口県岩国市今津町3―18―23

195 山口東農業協同組合

山口県岩国市多田97番地2

196 南すおう農業協同組合

山口県柳井市中央三丁目16番1号

197 周南農業協同組合

山口県下松市西柳二丁目3番48号

198 防府とくぢ農業協同組合

山口県防府市中央町4番1号

199 山口中央農業協同組合

山口県山口市維新公園三丁目11番1号

200 山口宇部農業協同組合

山口県宇部市大字川上字小羽山74番地

全国農業協同組合中央会受諾書提出先一覧
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201 下関農業協同組合

山口県下関市秋根北町4番1号

202 山口美祢農業協同組合

山口県美祢市大嶺町東分3443番地1

203 長門大津農業協同組合

山口県長門市東深川1941番地

204 あぶらんど萩農業協同組合

山口県萩市大字江向431番地2

205 佐賀県信用農業協同組合連合会

佐賀県佐賀市栄町3-32

206 佐賀県農業協同組合

佐賀県佐賀市栄町3-32

207 佐賀市中央農業協同組合

佐賀県佐賀市栄町2番8号

208 唐津農業協同組合

佐賀県唐津市浜玉町浜崎598－1

209 伊万里市農業協同組合

佐賀県伊万里市立花町1290番地1

