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県名 JA名（正式名） 店舗名

大型 三重県 三重中央農業協同組合 営農センタ－一志 大型 茨城県 水戸農業協同組合 ひぬま営農資材センター

簡易 岡山県 岡山西農業協同組合 西部農産資材の店 簡易 富山県 あおば農業協同組合 婦中営農経済センター

大型 茨城県 茨城みどり農業協同組合 大子グリーンショップ 大型 埼玉県 南彩農業協同組合 菖蒲営農経済センター

大型 大阪府 大阪泉州農業協同組合 中部営農センター 簡易 茨城県 茨城みどり農業協同組合 大宮営農センター

簡易 富山県 あおば農業協同組合 婦中営農経済センター 大型 埼玉県 埼玉みずほ農業協同組合 北部経済センター

簡易 富山県 あおば農業協同組合 八尾営農経済センター 大型 埼玉県 南彩農業協同組合 蓮田営農経済センター

大型 岩手県 岩手中央農業協同組合 グリーンセンター都南 簡易 埼玉県 くまがや農業協同組合 西部営農経済センター

大型 富山県 いなば農業協同組合 グリーンセンター 簡易 熊本県 熊本市農業協同組合 飽田支店

大型 兵庫県 たじま農業協同組合 香住営農生活センター 大型 埼玉県 越谷市農業協同組合 営農経済センター

簡易 埼玉県 くまがや農業協同組合 東部営農経済センター 大型 埼玉県 さいかつ農業協同組合 北部経済センター

簡易 富山県 あおば農業協同組合 大山営農経済センター 大型 埼玉県 埼玉みずほ農業協同組合 資材館

簡易 富山県 富山市農業協同組合 物流センター 大型 埼玉県 南彩農業協同組合 春日部営農経済センター

大型 茨城県 水戸農業協同組合 ひぬま営農資材センター 簡易 埼玉県 くまがや農業協同組合 北部営農経済センター

大型 埼玉県 さいかつ農業協同組合 北部経済センター 簡易 富山県 あおば農業協同組合 大沢野営農経済センター

大型 埼玉県 南彩農業協同組合 蓮田営農経済センター 簡易 富山県 あおば農業協同組合 八尾営農経済センター

大型 愛知県 愛知みなみ農業協同組合 第7事業所伊良湖岬支所 簡易 岡山県 岡山西農業協同組合 西部農産資材の店

大型 兵庫県 たじま農業協同組合 村岡営農生活センター 茨城県 水戸農業協同組合 かつら営農資材センター

大型 徳島県 阿波みよし農業協同組合 JAグリーン池田店 茨城県 水戸農業協同組合 常北営農資材センター

簡易 岩手県 いわい東農業協同組合 大東営農センター 茨城県 水戸農業協同組合 長岡営農資材センター

簡易 山形県 庄内たがわ農業協同組合 ＪＡグリーンコーナー庄内町店 埼玉県 さいかつ農業協同組合 南部経済センター

簡易 埼玉県 くまがや農業協同組合 南部営農経済センター 富山県 福光農業協同組合 アグリ配送センター

簡易 三重県 津安芸農業協同組合 JAグリーン津 三重県 三重中央農業協同組合 物流センター

簡易 島根県 雲南農業協同組合 赤来グリーンセンター 島根県 西いわみ農業協同組合 益田グリーンセンター

簡易 岡山県 岡山市農業協同組合 南部第１営農経済センター 岡山県 岡山市農業協同組合 農業資材　加茂川店

岩手県 いわい東農業協同組合 東山営農センター 岡山県 倉敷かさや農業協同組合 矢掛グリーンセンター

岩手県 新岩手農業協同組合 西山店 徳島県 阿波みよし農業協同組合 JAグリーン池田店

栃木県 足利市農業協同組合 御厨経済センター 埼玉県 ふかや農業協同組合 北部営農経済センター

栃木県 宇都宮農業協同組合 南部営農経済センター 高知県 高知はた農業協同組合 佐賀購買店

栃木県 はが野農業協同組合 アグリセンター二宮

群馬県 利根沼田農業協同組合 あぐりショップ沼田

神奈川県 セレサ川崎農業協同組合 経済センター資材店舗

新潟県 越後さんとう農業協同組合 こしじ資材センター

岐阜県 東美濃農業協同組合 えなグリーンセンター

愛知県 愛知みなみ農業協同組合 田原資材センター

愛知県 愛知みなみ農業協同組合 渥美西部センター

三重県 伊勢農業協同組合 伊勢北部グリーンコープ　花横町

三重県 鈴鹿農業協同組合 亀山支店

三重県 多気郡農業協同組合 奥伊勢営農センター

滋賀県 栗東市農業協同組合 田舎の元気や

兵庫県 たじま農業協同組合 温泉営農生活センター

兵庫県 兵庫西農業協同組合 香寺営農センター

奈良県 奈良県農業協同組合 大淀営農経済センター

奈良県 奈良県農業協同組合 中吉野経済

島根県 くにびき農業協同組合 JAグリーンつだ

島根県 斐川町農業協同組合 ＪＡ斐川町　生活部　グリーンセンター

岡山県 岡山西農業協同組合 菅生支店

広島県 芸南農業協同組合 安浦グリーンセンター

広島県 広島北部農業協同組合 JAグリーンちよだ

広島県 三原農業協同組合 三原西営農配送センター

山口県 山口宇部農業協同組合 山陽営農総合センター

愛媛県 越智今治農業協同組合 JAグリーン樋口

福岡県 にじ農業協同組合 営農センター吉井

福岡県 柳川農業協同組合 寄覧館

佐賀県 佐賀県農業協同組合 小城資材センター

秋田県 秋田しんせい農業協同組合 東部グリーンセンター

秋田県 秋田おばこ農業協同組合 六郷支店　六郷営農センター

栃木県 那須野農業協同組合 グリーンハウス塩那

埼玉県 ほくさい農業協同組合 大利根営農経済センター

埼玉県 ほくさい農業協同組合 田ヶ谷支店

新潟県 新潟みらい農業協同組合 あぐり資材館しろね南店

石川県 能登わかば農業協同組合 ＪＡグリーンわかばの里

京都府 京都やましろ農業協同組合 田山協同の家
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