
（令和３年4月）

北海道 JA ながぬま農業協同組合

北海道 JA 道東あさひ農業協同組合

北海道 中央会 北海道農業協同組合中央会

青森 中央会 青森県農業協同組合中央会

岩手 JA 新岩手農業協同組合

岩手 JA 花巻農業協同組合

岩手 JA 岩手中央農業協同組合

岩手 JA いわて平泉農業協同組合

岩手 中央会 岩手県農業協同組合中央会

宮城 JA 仙台農業協同組合

宮城 中央会 宮城県農業協同組合中央会

秋田 中央会 秋田県農業協同組合中央会

山形 中央会 山形県農業協同組合中央会

福島 JA 福島さくら農業協同組合

福島 JA ふくしま未来農業協同組合

福島 中央会 福島県農業協同組合中央会

栃木 JA 塩野谷農業協同組合

栃木 JA 上都賀農業協同組合

栃木 JA 佐野農業協同組合

栃木 中央会 栃木県農業協同組合中央会
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群馬 ＪＡ 邑楽館林農業協同組合

群馬 中央会 群馬県農業協同組合中央会

埼玉 ＪＡ さいかつ農業協同組合

埼玉 中央会 埼玉県農業協同組合中央会

千葉 ＪＡ ちばみどり農業協同組合

千葉 ＪＡ 千葉みらい農業協同組合

千葉 ＪＡ 成田市農業協同組合

千葉 ＪＡ 長生農業協同組合

千葉 ＪＡ 市原市農業協同組合

千葉 ＪＡ 富里市農業協同組合

千葉 ＪＡ 西印旛農業協同組合

千葉 ＪＡ 山武郡市農業協同組合

千葉 ＪＡ かとり農業協同組合

千葉 ＪＡ 安房農業協同組合

千葉 ＪＡ ちば東葛農業協同組合

千葉 ＪＡ とうかつ中央農業協同組合

千葉 ＪＡ 君津市農業協同組合

千葉 ＪＡ 市川市農業協同組合

千葉 中央会 千葉県農業協同組合中央会

東京 中央会 東京都農業協同組合中央会

神奈川 ＪＡ セレサ川崎農業協同組合
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神奈川 ＪＡ 厚木市農業協同組合

神奈川 ＪＡ 秦野市農業協同組合

神奈川 中央会 神奈川県農業協同組合中央会

山梨 中央会 山梨県農業協同組合中央会

長野 ＪＡ 上伊那農業協同組合

長野 ＪＡ 大北農業協同組合

長野 ＪＡ みなみ信州農業協同組合

長野 中央会 長野県農業協同組合中央会

新潟 ＪＡ 北越後農業協同組合

新潟 ＪＡ みなみ魚沼農業協同組合

新潟 ＪＡ 越後中央農業協同組合

新潟 ＪＡ 佐渡農業協同組合

新潟 中央会 新潟県農業協同組合中央会

富山 ＪＡ みな穂農業協同組合

富山 中央会 富山県農業協同組合中央会

石川 ＪＡ はくい農業協同組合

石川 ＪＡ 能登わかば農業協同組合

石川 中央会 石川県農業協同組合中央会

岐阜 ＪＡ 飛騨農業協同組合

静岡 中央会 静岡県農業協同組合中央会

愛知 ＪＡ あいち海部農業協同組合

3



愛知 中央会 愛知県農業協同組合中央会

三重 ＪＡ 伊賀ふるさと農業協同組合

三重 中央会 三重県農業協同組合中央会

滋賀 ＪＡ レーク滋賀農業協同組合

滋賀 中央会 滋賀県農業協同組合中央会

京都 ＪＡ 京都丹の国農業協同組合

京都 ＪＡ 京都中央農業協同組合

京都 ＪＡ 京都やましろ農業協同組合

京都 ＪＡ 京都農業協同組合

京都 ＪＡ 京都市農業協同組合

京都 中央会 京都府農業協同組合中央会

大阪 中央会 大阪府農業協同組合中央会

兵庫 ＪＡ たじま農業協同組合

兵庫 中央会 兵庫県農業協同組合中央会

奈良 ＪＡ 奈良県農業協同組合

和歌山 ＪＡ 紀北川上農業協同組合

和歌山 ＪＡ 紀の里農業協同組合

和歌山 中央会 和歌山県農業協同組合中央会

鳥取 中央会 鳥取県農業協同組合中央会

岡山 中央会 岡山県農業協同組合中央会

広島 ＪＡ 三次農業協同組合
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広島 JA 広島市農業協同組合

広島 中央会 広島県農業協同組合中央会

山口 中央会 山口県農業協同組合中央会

徳島 中央会 徳島県農業協同組合中央会

香川 中央会 香川県農業協同組合

愛媛 中央会 愛媛県農業協同組合中央会

福岡 ＪＡ 糸島農業協同組合　女性部

福岡 中央会 福岡県農業協同組合中央会

佐賀 ＪＡ 佐賀県農業協同組合

熊本 ＪＡ 熊本宇城農業協同組合

熊本 ＪＡ 菊地地域農業協同組合

熊本 中央会 熊本県農業協同組合中央会

宮崎 中央会 宮崎県農業協同組合中央会

全国 全国機関 全国農業協同組合中央会

全国 全国機関 全国農業協同組合連合会

全国 全国機関 全国共済農業協同組合連合会

全国 全国機関 農林中央金庫

全国 全国機関 全国厚生農業協同組合連合会

全国 全国機関 一般社団法人 家の光協会

全国 全国機関 株式会社 日本農業新聞

全国 全国機関 株式会社 農協観光
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全国 全国機関 一般社団法人 全国農協観光協会

全国 全国機関 JA全国女性組織協議会

全国 全国機関 全国農協青年組織協議会

全国 全国機関 共栄火災海上保険株式会社

全国 全国機関 株式会社全農ビジネスサポート

（令和３年4月）
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