日本生活協同組合連合会
会

員

会員名簿
名

〒

本

部

住

札幌市白石区菊水3条4丁目1-3
全労済北海道会館内

所

代表電話

F A X

011-841-8601

011-841-8605

北海道生活協同組合連合会

〒003-0803

生活協同組合コープさっぽろ

〒063-8501 札幌市西区発寒11条5丁目10番1号

011-671-5601

011-671-5730

峰延農業協同組合

〒079-0192 美唄市字峰延37番地

0126-67-2111

0126-67-2793

生活クラブ生活協同組合（北海道）

〒063-0829 札幌市西区発寒9条13丁目1-10

011-665-1717

011-665-2325

上川地区学校生活協同組合

〒070-0033 旭川市3条通11丁目右2号

0166-23-4195

0166-23-4228

網走四地区学校生活協同組合

〒090-0834 北見市とん田西町314番地

0157-24-2717

0157-24-2791

北海道学校生活協同組合

〒060-0063 札幌市中央区南3条西12丁目

011-561-6493

011-563-7484

北海道漁業協同組合連合会

〒060-0003 札幌市中央区北3条西7丁目1番地

011-231-2161

011-271-2294

青森県生活協同組合連合会

〒038-0012 青森市柳川2-4-22

017-766-1521

017-766-3136

青森県民生活協同組合

〒030-0947 青森市浜館3-7-7

017-742-8686

017-744-2122

生活協同組合 コープあおもり

〒038-0012 青森市柳川2-4-22

017-766-1614

017-766-1462

生活クラブ生活協同組合（青森）

〒030-0113 青森市第二問屋町2丁目8-19

017-762-6755

017-762-6757

生活協同組合とわだ

〒034-0012 十和田市東一番町6-16

0176-23-1900

0176-23-2313

青森県庁消費生活協同組合

〒030-8570 青森市長島1-1-1

017-722-7798

017-735-4666

八戸市職員生活協同組合

〒031-0075 八戸市内丸1丁目1-1

0178-43-2395

0178-43-2396

十和田市職員生活協同組合

〒034-0093 十和田市西12番町6-1

0176-24-2650

0176-24-2650

岩手県生活協同組合連合会

〒020-0690 岩手県滝沢市土沢220-3

019-684-2225

019-684-2227

消費者信用生活協同組合

〒020-0874 盛岡市南大通1-8-7

019-653-0001

019-654-3434

生活クラブ生活協同組合（岩手）

〒023-0001 奥州市水沢区卸町2番地6

0197-24-3320

0197-22-2586

上川教育会館内

教育会館内

コープあおもり本部内

県庁内
市庁内

ＣＦＣビル２階
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日本生活協同組合連合会
会

員

会員名簿
名

〒

本

部

住

所

代表電話

F A X

いわて生活協同組合

〒020-0690 岩手県滝沢市土沢220-3

019-687-1321

019-687-1491

岩手県学校生活協同組合

〒020-0691 岩手県滝沢市土沢220-5

019-687-2246

019-687-5821

大船渡市役所職員生活協同組合

〒022-0003 大船渡市盛町字宇津野沢15

0192-27-5592

0192-27-5592

宮古市職員生活協同組合

〒027-0052 宮古市宮町一丁目1番30号

0193-62-2111

0193-64-5777

遠野市役所生活協同組合

〒028-0592 遠野市中央通り９番１号

0198-62-2111

0198-62-3047

釜石市職員生活協同組合

〒026-0021 釜石市只越町3丁目9番13号

0193-24-2670

0193-24-2670

秋田県生活協同組合連合会

〒011-0941 秋田市土崎港北六丁目１番３０号

018-880-2423

018-845-3839

生活協同組合コープあきた

〒011-0941 秋田市土崎港北六丁目1番30号

018-846-2515

018-845-9143

中通生活協同組合

〒010-0013 秋田市南通築地1-29

018-833-7959

018-836-0663

秋田県学校生活協同組合

〒010-0918 秋田市泉南一丁目1番6号

018-866-3411

018-866-1112

宮城県生活協同組合連合会

〒981-0933 仙台市青葉区柏木1丁目2-45

022-276-5162

022-276-5160

みやぎ生活協同組合

〒981-3194 仙台市泉区八乙女四丁目2番地の2

022-771-1590

022-773-1821

生活協同組合あいコープみやぎ

〒983-0035 仙台市宮城野区日の出町三丁目4-17

022-284-7241

022-284-6973

みやぎ仙南農業協同組合

〒989-1622 柴田郡柴田町西船迫1丁目10番地の3

0224-55-1111

0224-55-1115

生活協同組合連合会
コープ東北サンネット事業連合

〒981-3112 仙台市泉区八乙女四丁目2番地の2

022-290-2288

022-773-1821

山形県生活協同組合連合会

〒990-2212 山形市大字上柳67-1

023-686-6261

023-687-2570

生活協同組合共立社

〒997-8588 鶴岡市宝田1丁目3－23

0235-22-5110

0235-23-9148

生活クラブやまがた生活協同組合

〒992-0025 米沢市通町6-16-57

0238-23-7232

0238-22-6120

山形県学校生活協同組合

〒990-0831 山形市西田3-15-16

023-647-5635

023-645-0225
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市役所内

市役所とぴあ庁舎内
市役所内

フォレスト仙台5F

日本生活協同組合連合会
会

員

会員名簿
名

〒

本

部

住

所

代表電話

F A X

余目町農業協同組合

〒999-7781 東田川郡庄内町余目字三人谷地172

0234-45-1500

0234-42-1266

福島県生活協同組合連合会

〒960-8105 福島市仲間町4番8号

024-522-5334

024-522-2295

生活協同組合パルシステム福島

〒972-8316 いわき市常磐西郷町落合278

0246-43-1555

0246-43-0247

生活協同組合コープあいづ

〒966-0818 喜多方市字二丁目4669-2

0241-22-1041

0241-24-3504

生活協同組合あいコープふくしま

〒963-0101 郡山市安積町日出山1丁目110-1

024-956-0011

024-956-0055

福島県学校生活協同組合

〒960-0112 福島市南矢野目字道下35-1

024-563-5755

024-558-7811

生活クラブふくしま生活協同組合

〒969-1104 本宮市荒井字山神30

0243-63-1050

0243-63-1051

群馬県生活協同組合連合会

〒371-0026 前橋市大手町3-19-3

027-234-2376

027-234-8244

生活協同組合 コープぐんま

〒376-8523 桐生市相生町1-111

0277-52-7711

0277-54-1270

生活協同組合パルシステム群馬

〒370-0033 高崎市中大類町120-11

027-384-4140

027-384-4507

生活クラブ生活協同組合（群馬）

〒370-1104 佐波郡玉村町上福島20-3

0270-30-6811

0270-30-6812

群馬県学校生活協同組合

〒371-0847 前橋市大友町1-13-12

027-253-5318

027-252-9401

群馬県庁生活協同組合

〒371-8570 前橋市大手町一丁目1番1号

027-221-4028

027-221-4029

栃木県生活協同組合連合会

〒321-0968 栃木県宇都宮市中今泉2丁目7番19号 ADDRESS 204号

028-680-5592

028-680-5593

とちぎコープ生活協同組合

〒321-0195 宇都宮市川田町858

028-634-5115

028-634-5114

生活クラブ生活協同組合（栃木）

〒321-0911 宇都宮市問屋町3426-30

028-657-8162

028-657-8163

よつ葉生活協同組合

〒329-0201 小山市大字粟宮1223番地

0285-45-9100

0285-45-9101

栃木県学校生活協同組合

〒320-0065 宇都宮市駒生町1359番地37

028-652-3324

028-652-4556

栃木県職員生活協同組合

〒320-8501 宇都宮市塙田1丁目1番20号

028-623-2530

028-623-2529

ラコパふくしま4Ｆ

石鍋殖産ビル2Ｆ
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県庁内

日本生活協同組合連合会
会

員

会員名簿
名

〒

本

部

住

所

代表電話

F A X

宇都宮市職員生活協同組合

〒320-8540 宇都宮市旭1丁目1番5号

028-632-2965

028-632-2969

茨城県生活協同組合連合会

〒310-0022 水戸市梅香1-5-5

029-226-8487

029-224-1842

いばらきコープ生活協同組合

〒319-0102 小美玉市西郷地1703

0299-48-3243

0299-48-4460

生活協同組合パルシステム茨城 栃木

〒310-0022 水戸市梅香2-1-39

029-227-2225

029-227-2235

常総生活協同組合

〒302-0109 守谷市本町281番地

0297-48-4911

0297-45-6675

生活クラブ生活協同組合（茨城）

〒300-1231 牛久市猪子町992-676

029-874-8510

029-874-3651

すヾ陽生活協同組合

〒310-0063 水戸市五軒町1-2-5

029-225-1227

029-227-5076

茨城県学校生活協同組合

〒310-0852 水戸市笠原町978-46

029-301-1071

029-301-1078

茨城県庁生活協同組合

〒310-8555 水戸市笠原町978番6

029-301-6150

029-301-6159

取手市職員生活協同組合

〒302-8585 取手市寺田5139番地

0297-74-2141

0297-73-5995

やさと農業協同組合

〒315-0116 石岡市柿岡3236-6

0299-43-1101

0299-43-1106

千葉県生活協同組合連合会

〒260-0013 千葉市中央区中央4-13-10

043-224-7753

043-225-3459

生活協同組合 パルシステム千葉

〒273-0005 船橋市本町2－1－1

047-420-2600

047-420-2400

なのはな生活協同組合

〒263-0001 千葉市稲毛区長沼原町678-2

043-216-7087

043-215-0510

生活クラブ生活協同組合（千葉）

〒261-0011 千葉市美浜区真砂5丁目21番12号

043-278-7671

043-279-7490

生活協同組合ちば住宅コープ

〒274-0825

船橋市前原西2-12-7
津田沼第一生命ビルディング6Ｆ

047-409-8255

047-479-5301

千葉県学校生活協同組合

〒260-0013 千葉市中央区中央4-13-10

043-224-6294

043-225-2130

千葉県庁生活協同組合

〒260-0855 千葉市中央区市場町1-1

043-223-4606

043-223-4626

埼玉県生活協同組合連合会

〒330-0064 さいたま市浦和区岸町7-11-5

048-844-8971

048-844-8973

茨城県ＪＡ会館分館5F

労働福祉会館内

茨城教育会館1階

市役所内

千葉県教育会館5F

船橋スクエア21（4Ｆ）
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千葉県教育会館新館6F
南庁舎9階

日本生活協同組合連合会
会

員

会員名簿
名

〒

本

部

住

所

代表電話

F A X

生活協同組合パルシステム埼玉

〒335-0005 蕨市錦町2-10-4

048-432-7093

048-432-0850

子どものその保育生活協同組合

〒356-0013 ふじみ野市中福岡79

049-262-2030

049-262-2000

生活協同組合コープみらい

〒336-8523 さいたま市南区根岸1-5-5

048-864-1181

048-839-1515

生活クラブ生活協同組合（埼玉）

〒336-0021 さいたま市南区別所5-1-11

048-839-4881

048-839-4899

埼玉県勤労者生活協同組合

〒332-0012 川口市本町4-2-3

048-251-3089

048-253-8995

さいたま住宅生活協同組合

〒330-0062 さいたま市浦和区仲町2-10-12

048-835-2801

048-822-7455

コープデリ生活協同組合連合会

〒336-8526 さいたま市南区根岸1-4-13

048-839-1371

048-839-1515

東京都生活協同組合連合会

〒164-0011 中野区中央5-41-18

03-3383-7800

03-3383-7840

生活協同組合パルシステム東京

〒169-8526 新宿区大久保2丁目2-6

03-6233-7600

03-3232-2581

生活クラブ生活協同組合（東京）

〒156-0051 世田谷区宮坂3丁目13番13号

03-5426-5200

03-5426-5201

東都生活協同組合

〒156-0055 世田谷区船橋5-28-6

吉崎ビル4F

03-5374-4750

03-5374-4758

東京南部生活協同組合

〒144-0051 大田区西蒲田8-3-6

橋本ビル4階

03-5480-7170

03-5480-6610

東京俳優生活協同組合

〒151-0051 渋谷区千駄ケ谷5-11-13

03-3356-7521

03-3341-7566

自然派くらぶ生活協同組合

〒192-0045 八王子市大和田町2-19-20

042-644-1811

042-644-1820

生活協同組合・東京高齢協

〒170-0005 豊島区南大塚2-42-7

03-5978-2186

03-5940-0732

小笠原消費生活協同組合

〒100-2101 小笠原村父島字東町

04998-2-3606

04998-2-3012

気象庁生活協同組合

〒100-0004 千代田区大手町1-3-4

03-3211-5676

03-3211-5535

日本無線生活協同組合

〒164-8570

03-6832-1806

03-6832-0436

シチズン生活協同組合

〒188-8511 西東京市田無町6-1-12

042-468-4523

042-468-4735

住宅生協会館

ラクアス東新宿

7Ｆ

水野ビル2F

気象庁内

中野区中野四丁目10番1号
中野セントラルパークイースト
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日本無線㈱内

日本生活協同組合連合会
会

員

会員名簿
名

〒

本

部

住

所

F A X

03-5575-2261

03-5575-0089

農林水産省職員生活協同組合

〒107-0052 港区赤坂1丁目9番13号

中央大学生活協同組合

〒192-0393 八王子市東中野742-1

042-674-3011

042-674-3055

東京都学校生活協同組合

〒154-0017 世田谷区世田谷1-41-12

03-3439-8071

03-3428-8042

生活協同組合・消費者住宅センター

〒164-0011 中野区中央5-6-2

03-5340-0620

03-5340-0621

生活クラブ事業連合
生活協同組合連合会
生活クラブ共済事業連合
生活協同組合連合会

三会堂ビル内

代表電話

新中野ﾋﾞﾙ7階

〒160-0022 新宿区新宿6丁目24番20号

ＫＤＸ新宿6丁目ビル5階

03-5285-1771

03-5285-1837

〒160-0022 新宿区新宿6丁目24番20号

ＫＤＸ新宿6丁目ビル地下１階

03-5285-1865

03-5285-1864

03-6233-7200

03-3232-6540

パルシステム生活協同組合連合会

〒169-8527 新宿区大久保2-2-6

ラクアス東新宿

5Ｆ

パルシステム共済生活協同組合連合会

〒169-0072 新宿区大久保2-2-6

ラクアス東新宿6F

03-6233-7251

03-3232-2465

生活協同組合連合会大学生協事業連合

〒166-8532 杉並区和田3-30-22

大学生協杉並会館内

03-5307-1133

03-5307-7431

神奈川県生活協同組合連合会

〒222-0033

045-473-1031

045-473-9272

生活協同組合ユーコープ

〒231-0062 横浜市中区桜木町1-1-8

045-305-6100

045-305-6212

神奈川高齢者生活協同組合

〒231-0047 横浜市中区羽衣町2-7-10

045-663-8825

045-662-9662

生活クラブ生活協同組合（神奈川）

〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-2-15

045-474-0985

045-472-0999

生活協同組合
パルシステム神奈川ゆめコープ

〒222-0033

045-470-4175

045-470-4171

生活協同組合うらがＣＯ－ＯＰ

〒239-0822 横須賀市浦賀6-2-18

046-843-6311

046-843-6310

福祉クラブ生活協同組合

〒223-0057 横浜市港北区新羽町868

045-547-1400

045-547-1414

生活協同組合
ナチュラルコｰプ・ヨコハマ

〒244-0842 横浜市栄区飯島町259-1

045-895-2525

045-895-2331

全日本海員生活協同組合

〒231-0002 横浜市中区海岸通1-1

045-201-9470

045-201-6451

富士フイルム生活協同組合

〒250-0117 南足柄市塚原366-1

0465-70-1201

0465-70-1261

横浜市港北区新横浜2-6-13
新横浜ステーションビル9階
日石横浜ﾋﾞﾙ 22～23階
関内駅前マークビル5階
パレアナビル5F

横浜市港北区新横浜3-18-16
新横浜交通ビル4F
うらがＣＯ－ＯＰ本部ビル２Ｆ
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1Ｆ

大桟橋総合ビル2階

日本生活協同組合連合会
会

員

会員名簿
名

〒

本

部

住

所

市労連会館３階

代表電話

F A X

044-211-6190

044-245-4688

川崎市職員生活協同組合

〒210-0005 川崎市川崎区東田町５番地１

相模原市職員生活協同組合

〒252-0239 相模原市中央区中央2-10-8

042-758-0175

042-753-5765

山梨県生活協同組合連合会

〒400-0834 甲府市落合町59-2

055-243-6440

055-243-6440

生活協同組合パルシステム山梨

〒400-0051 甲府市古上条町225-1

055-243-6327

055-243-6359

生活クラブ生活協同組合（山梨）

〒400-0832 甲府市増坪町477

055-241-1641

055-241-1643

長野県生活協同組合連合会

〒388-8555 長野市篠ノ井御幣川668

026-261-1380

026-261-1381

生活協同組合コープながの

〒388-8555 長野市篠ノ井御幣川668

026-261-1200

026-261-1201

生活クラブ生活協同組合（長野）

〒394-0002 岡谷市赤羽2-3-47

0266-24-0222

0266-24-0253

セイコーエプソン生活協同組合

〒392-8502 諏訪市大和3-3-5

0266-52-4333

0266-58-6167

長野日本無線生活協同組合

〒381-2211 長野市稲里町下永鉋1163

026-286-3119

026-283-8321

長野県高等学校生活協同組合

〒380-8765 長野市県町593番地

026-234-1358

026-234-3549

長野県庁生活協同組合

〒380-8570 長野市大字南長野字巾下692の2

026-233-4071

026-234-1028

新潟県生活協同組合連合会

〒950-0965 新潟市中央区新光町6番地6

025-285-8916

025-285-8917

生活協同組合コープにいがた

〒950-1194 新潟市西区山田2309-7

025-201-5550

025-201-5540

ニイガタ・生活協同組合

〒950-0821 新潟市東区岡山1300番地

025-275-6400

025-275-6380

新潟県学校生活協同組合

〒950-1102 新潟市西区善久739-2

025-379-1553

025-379-1554

新潟県職員生活協同組合

〒950-0965 新潟市中央区新光町4番地1

025-285-3255

025-285-5198

新潟市職員生活協同組合

〒951-8132 新潟市中央区一番堀通町３番地１２

025-226-5353

025-223-5455

上越市職員生活協同組合

〒943-8601 上越市木田1-1-3

025-526-5111

025-523-9388

コープながの本部内

県庁舎西回廊1F

上越市役所内
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第一分館地下１階

日本生活協同組合連合会
会

員

会員名簿
名

〒

本

部

住

所

代表電話

F A X

新潟ときめき生活協同組合

〒950-1101 新潟市西区山田３０３-８

025-383-6625

025-383-6627

生活協同組合コープクルコ

〒950-1125 新潟市西区流通1丁目5番地3

025-260-3283

025-260-3265

静岡県生活協同組合連合会

〒420-0031 静岡市葵区呉服町1-3-14

054-253-5987

054-272-6971

生活協同組合パルシステム静岡

〒417-0801 富士市大淵2297-8

0545-37-1800

0545-37-1811

生活クラブ生活協同組合（静岡）

〒410-0062 沼津市宮前町21-4

055-923-4828

055-922-6153

スズキ生活協同組合

〒432-8065 浜松市南区高塚町300番地

053-447-3358

053-449-2961

静岡県教職員生活協同組合

〒422-8520 静岡市駿河区登呂6丁目14番27号

054-282-2140

054-282-9992

愛知県生活協同組合連合会

〒460-0022 名古屋市中区金山1-12-14

052-331-6281

052-322-2041

一宮生活協同組合

〒491-0918 一宮市末広2丁目19番1号

0586-45-3232

0586-45-9126

あいち生活協同組合

〒457-0041 名古屋市南区薬師通1-14

052-821-2010

052-821-2199

生活協同組合コープあいち

〒465-8611 名古屋市名東区猪高町大字上社字井堀25番地の1

052-703-1501

052-703-3387

生活クラブ生活協同組合（愛知）

〒468-0045 名古屋市天白区野並1-120

052-899-0770

052-899-0802

トヨタ生活協同組合

〒470-1201 豊田市豊栄町2-111

0565-28-5011

0565-28-4826

かりや愛知中央生活協同組合

〒448-0842 刈谷市東陽町1丁目11番地

0566-21-4896

0566-22-4422

愛知県学校生活協同組合

〒460-0007 名古屋市中区新栄1丁目49番10号

052-261-7032

052-261-7103

愛知県職員生活協同組合

〒460-0001

052-954-6850

052-951-9881

生活協同組合連合会

〒457-0041 名古屋市南区薬師通1-14

052-821-1155

052-821-2387

〒465-8611 名古屋市名東区猪高町上社字井堀25番1

052-703-1352

052-703-1984

アイチョイス

生活協同組合連合会東海コープ事業連合

YS静岡呉服町ビル 8階

スズキ㈱本社内

金山総合ビル4F

愛知県教育会館内

名古屋市中区三の丸二丁目3番2号
愛知県自治センター３階

8 / 17 ページ

日本生活協同組合連合会
会

員

会員名簿
名

〒

本

部

住

所

代表電話

F A X

全岐阜県生活協同組合連合会

〒509-0197 各務原市鵜沼各務原町1丁目4-1

058-370-6867

058-370-6860

生活協同組合コープぎふ

〒509-0197 各務原市鵜沼各務原町1丁目4番地の1

058-370-6888

058-370-6860

岐阜県学校生活協同組合

〒500-8268 岐阜市茜部菱野4-103

058-272-9511

058-272-9515

生活協同組合ぷちとまと

〒500-8262 岐阜市茜部本郷3-30

058-215-5566

058-268-2156

三重県生活協同組合連合会

〒514-0009 津市羽所町379番地

059-228-9913

059-228-9915

生活協同組合コープみえ

〒514-0009 津市羽所町379番地

059-271-8500

059-222-5239

三重県学校生活協同組合

〒514-0126 津市大里睦合町東豊久野2571-2

059-230-7730

059-230-7733

富山県生活協同組合連合会

〒930-0857

076-433-0731

076-433-0774

富山県生活協同組合

〒930-0873 富山市金屋555

076-443-8800

076-443-8810

生活協同組合 ＣＯ･ＯＰとやま

〒939-8501 富山市堀川町206-5

076-425-7570

076-425-7632

富山県学校生活協同組合

〒930-0821 富山市飯野25-8

076-451-5351

076-451-5325

石川県生活協同組合連合会

〒920-0362 金沢市古府2-189

076-259-5962

076-259-5963

生活協同組合コープいしかわ

〒920-2148 白山市行町西1番地

076-275-7575

076-275-9950

石川県学校生活協同組合

〒929-0318 河北郡津幡町字領家ト18番地1

076-288-2500

076-288-2560

生活協同組合連合会
コープ北陸事業連合

〒921-8005 金沢市間明町ホ63番地

076-269-2323

076-269-4209

福井県生活協同組合連合会

〒910-0842

0776-52-8815

0776-52-2050

菅浜生活協同組合

〒919-1203 三方郡美浜町菅浜100-14

0770-38-1700

0770-37-2759

福井県民生活協同組合

〒910-8557 福井市開発5丁目1603番地

0776-52-3300

0776-52-2050

福井県学校生活協同組合

〒910-8544

0776-23-1889

0776-27-6081

生協コープみえ本部１階

富山市奥田新町8番1号

ボルファートとやま10階

コープいしかわ古府センター2F

福井市開発5丁目1603番地
福井県民生協本部センター気付

福井市大手2丁目22-28
（財）福井県教育センター内
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なないろプラザ

日本生活協同組合連合会
会

員

会員名簿
名

〒

本

部

住

所

代表電話

F A X

0776-23-1021

0776-23-6154

077-518-0072

077-518-0078

福井県庁生活協同組合

〒910-8580 福井市大手3丁目17-1

滋賀県生活協同組合連合会

〒520-2351

しがまる生活協同組合

〒523-0891 近江八幡市鷹飼町1559-1

0748-31-0172

0748-31-0162

生活協同組合 コープしが

〒520-2351 野洲市冨波甲972番地

077-586-1112

077-586-7123

滋賀県職員生活協同組合

〒520-8577 大津市京町4丁目1番1号

077-528-3169

077-525-3159

生活クラブ生活協同組合（滋賀）

〒524-0044 守山市古高町110-8

077-514-2028

077-514-2027

京都府生活協同組合連合会

〒604-0857 京都市中京区烏丸通二条上る蒔絵屋町258番地

075-251-1551

075-251-1555

生活協同組合コープ自然派京都

〒613-0022 京都府久世郡久御山町市田新珠城９

0774-74-8401

0774-74-8402

京都生活協同組合

〒601-8382 京都市南区吉祥院石原上川原町1番地2

075-672-6304

075-661-4311

生活協同組合
生活クラブ京都エル・コープ

〒601-8212 京都市南区久世上久世町161番地

075-934-7370

075-934-7377

京都府庁生活協同組合

〒602-8041 京都市上京区下立売通新町西入

075-441-7657

075-441-2686

京都市民共済生活協同組合

〒604-0932 京都市中京区寺町通二条下る

075-744-0681

075-256-1568

奈良県生活協同組合連合会

〒630-8136 奈良市恋の窪一丁目2番2号

0742-34-3535

0742-34-0043

生活クラブ生活協同組合（奈良）

〒639-1028 大和郡山市田中町913番地

0743-58-5225

0743-58-5228

市民生活協同組合ならコープ

〒630-8503 奈良市恋の窪一丁目2番2号

0742-34-8731

0742-34-8730

生活協同組合コープ自然派奈良

〒630-8444 奈良市今市町40-1

0742-93-4484

0742-93-4485

和歌山県生活協同組合連合会

〒640-8323

和歌山市太田三丁目10番10号
わかやま市民生活協同組合気付

073-474-9095

073-474-8649

わかやま市民生活協同組合

〒640-8323 和歌山市太田三丁目10番地10号

073-474-8640

073-474-8649

和歌山県学校生活協同組合

〒640-8269 和歌山市小松原通3-20

073-424-6532

073-426-0617

野洲市冨波甲972番地
生活協同組合コープしが本部気付
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コープ御所南ビル4階

妙満寺前町450番地

教育会館内

日本生活協同組合連合会
会

員

会員名簿
名

〒

本

部

住

所

代表電話

F A X

073-453-2011

073-453-2060

06-6762-7220

06-6762-7296

日鉄住金和歌山生活協同組合

〒640-8404 和歌山市湊1850番地

大阪府生活協同組合連合会

〒542-0012

生活クラブ生活協同組合大阪

〒567-0059 茨木市清水1丁目21番4号

072-641-5547

072-641-6990

生活協同組合エスコープ大阪

〒590-0151 堺市南区小代727番地

072-293-4660

072-341-0022

大阪いずみ市民生活協同組合

〒590-0075 堺市堺区南花田口町2-2-15

072-232-3111

072-225-2518

大阪よどがわ市民生活協同組合

〒564-0015 吹田市幸町4-1

06-6381-0329

06-6381-3198

オレンジコープ
(泉南生活協同組合)

〒590-0523 泉南市信達岡中1489-10

072-482-1515

072-483-0233

北摂・高槻生活協同組合

〒569-1051 高槻市原1304-1

072-688-4878

072-688-4871

生活協同組合おおさかパルコープ

〒534-0024 大阪市都島区東野田町1-5-26

06-6242-0900

06-6242-0920

生活協同組合コープ自然派おおさか

〒567-0854 大阪府茨木市島1丁目12番37号

072-635-0777

072-635-0776

グリーンコープ生活協同組合おおさか

〒569-0055 高槻市西冠3丁目8-23

072-670-2060

072-670-2063

日鉄住金大阪生活協同組合

〒554-0024 大阪市此花区島屋5丁目1番109号

06-6466-6189

06-6464-3381

関西大学生活協同組合

〒565-0842 吹田市千里山東3丁目10-1

06-6368-7527

06-6368-7555

大阪学校生活協同組合

〒537-0003 大阪市東成区神路3丁目4番13号

06-6981-3451

06-6981-3457

大阪市民共済生活協同組合

〒541-0041 大阪市中央区北浜４－１―２１

06-6203-7073

06-6203-0485

生活協同組合連合会
コープきんき事業連合

〒532-0011

06-6838-4556

06-6302-9533

兵庫県生活協同組合連合会

〒650-0011 神戸市中央区下山手通4-16-3

078-391-8634

078-392-2059

生活協同組合 コープこうべ

〒658-8555 神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号

078-856-1003

078-856-1227

佐曾利消費生活協同組合

〒669-1202 宝塚市上佐曽利字大垣内16-1

0797-91-0003

0797-91-1169

大阪市中央区谷町7丁目4番15号
大阪府社会福祉会館内

住友生命淀屋橋ビル３F

大阪市淀川区西中島5-13-9
新大阪ＭＴビル1号館 8F
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県民会館内

日本生活協同組合連合会
会

員

会員名簿
名

〒

本

部

住

所

代表電話

F A X

生活クラブ生活協同組合 都市生活

〒651-1421 西宮市山口町上山口上芦原78-2

078-904-3260

078-904-3382

生活協同組合コープ自然派兵庫

〒651-2228 神戸市西区見津が丘4丁目10番5

078-998-1671

078-998-1672

西宮市民共済生活協同組合

〒662-0914 西宮市本町5-33

0798-23-5566

0798-35-0041

神戸市民生活協同組合

〒651-0096 神戸市中央区雲井通5-3-1サンパル8階

078-241-2265

078-241-2271

姫路市民共済生活協同組合

〒670-0955 姫路市安田4-1

079-222-8877

079-222-8820

尼崎市民共済生活協同組合

〒660-0881 尼崎市昭和通2-6-68

06-6481-0005

06-6482-2409

西宮市職員生活協同組合

〒662-0918 西宮市六湛寺町10-21

職員会館

0798-35-3036

0798-35-3094

生活協同組合連合会
コープ自然派事業連合

〒651-2228 神戸市西区見津が丘3丁目8番5号

078-998-0850

078-998-0851

岡山県生活協同組合連合会

〒700-0026 岡山市北区奉還町1丁目7番7号

086-230-1315

086-230-1317

生活協同組合おかやまコープ

〒700-0026 岡山市北区奉還町1丁目7番7号

086-256-2511

086-256-2585

グリーンコープ生活協同組合おかやま

〒700-0973 岡山市北区下中野311-113

086-805-2267

086-805-2569

三井造船生活協同組合

〒706-8501 玉野市玉2-5-5

0863-31-5566

0863-31-7459

岡山大学生活協同組合

〒700-8530 岡山市北区津島中2丁目1-1

086-256-4107

086-256-0445

岡山県学校生活協同組合

〒703-8258

086-272-4033

086-272-4034

広島県生活協同組合連合会

〒730-0802 広島市中区本川町2-6-11

082-532-1300

082-232-8100

生活協同組合ひろしま

〒739-0495 廿日市市大野原一丁目2番10号

0829-50-0350

0829-50-0352

竹原生活協同組合

〒725-0026 竹原市中央1丁目9番11号

0846-22-2636

0846-22-8807

グリーンコープ生活協同組合ひろしま

〒731-0103 広島市安佐南区緑井1丁目28-47

082-831-1503

082-870-1800

日立造船因島生活協同組合

〒722-2324 尾道市因島田熊町4508-1

0845-22-2560

0845-22-2174

姫路市役所北別館内
尼崎市中小企業センター7階

オルガ5階

岡山市中区西川原255番地
おかやま西川原プラザ4階
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日本生活協同組合連合会
会

員

会員名簿
名

〒

本

部

住

所

エコード広島内

代表電話

F A X

082-264-3311

082-264-3328

082-244-2311

082-244-1269

広島県学校生活協同組合

〒732-0052 広島市東区光町2丁目8番32号

広島県高等学校生活協同組合

〒730-0051 広島市中区大手町3-13-18

生活協同組合連合会
コープ中国四国事業連合

〒732-8504 広島市東区二葉の里一丁目1-46

082-236-6835

082-264-6858

鳥取県生活協同組合連合会

〒680-1202 鳥取市河原町布袋597番地1

0858-85-0036

0858-71-0174

鳥取県生活協同組合

〒680-1202 鳥取市河原町布袋597番地1

0858-85-0001

0858-85-0002

グリーンコープ生活協同組合とっとり

〒683-0009 米子市観音寺新町三丁目5番5号

0859-34-6661

0859-22-5599

鳥取県教職員組合

〒680-0043 鳥取市大榎町７－１

0857-23-5711

0857-26-2264

島根県生活協同組合連合会

〒690-0017 松江市西津田1丁目10-40

0852-27-6284

0852-27-5742

生活協同組合しまね

〒690-0017 松江市西津田1丁目10-40

0852-27-0505

0852-27-5899

グリーンコープ生活協同組合（島根）

〒699-0502 出雲市斐川町荘原2230-1

0853-73-8010

0853-73-8011

島根県学校生活協同組合

〒690-0886 松江市母衣町５５－２ 島根県教育会館１Ｆ

0852-21-3786

0852-21-7237

山口県生活協同組合連合会

〒753-0083 山口市中後河原210

083-923-5614

083-928-5416

生活協同組合 コープやまぐち

〒753-0872 山口市小郡上郷901-21

083-995-3600

083-995-3711

グリーンコープやまぐち生活協同組合

〒755-0151 宇部市西岐波316-191

0836-54-1101

0836-51-5972

福祉生活協同組合さんコープ

〒753-0872 山口市小郡上郷901-21

083-902-3830

083-902-3831

東ソー生活協同組合

〒746-0015 周南市清水一丁目10番28号

0834-62-2145

0834-62-2147

山口大学生活協同組合

〒753-0841 山口市吉田1677-1

083-995-2706

083-995-2707

山口県学校生活協同組合

〒753-0072 山口市大手町2-18

083-922-0274

083-932-1344

香川県生活協同組合連合会

〒760-8504 高松市新北町14-27

087-835-6815

087-835-6848

松村ビル4Ｆ

教育会館内

教育会館内
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日本生活協同組合連合会
会

員

会員名簿
名

〒

本

部

住

所

代表電話

F A X

生活協同組合コープかがわ

〒760-8504 高松市新北町14-27

087-835-6800

087-835-6848

三菱マテリアル直島生活協同組合

〒761-3110 香川郡直島町2526の1

087-892-2121

087-892-3300

香川県学校生活協同組合

〒761-8082 高松市鹿角町314-3

087-886-8212

087-886-7099

香川県庁消費生活協同組合

〒760-0017 高松市番町四丁目1番10号

087-832-3822

087-837-9490

愛媛県生活協同組合連合会

〒790-8543 松山市朝生田町3-1-12

089-931-5207

089-934-0393

生活協同組合コープえひめ

〒790-8543 松山市朝生田町3-1-12

089-931-5201

089-931-5363

井関農機消費生活協同組合

〒799-2655 松山市馬木町700番地

089-978-3816

089-978-4432

愛媛県学校生活協同組合連合会

〒790-0823 松山市清水町3丁目82

089-925-0555

089-924-4435

松山市職員生活協同組合

〒790-8571 松山市二番町4丁目7-2

089-948-6745

089-948-6758

生活協同組合連合会
大学生活協同組合 中国・四国事業連合

〒790-0825 松山市道後樋又3番24号

089-924-8089

089-926-1893

徳島県生活協同組合連合会

〒771-0289 板野郡北島町中村字東堤ノ内30-3

088-698-0505

088-698-8872

生活協同組合とくしま生協

〒771-0289 板野郡北島町中村字東堤ノ内30-3

088-698-5100

088-698-5267

徳島県学校生活協同組合

〒779-3233 名西郡石井町石井字石井1845番地1

088-679-1357

088-675-1315

生活協同組合コープ自然派しこく

〒770-0873 徳島市東沖洲二丁目43番3

088-679-6781

088-664-8820

高知県生活協同組合連合会

〒781-0013 高知市薊野中町16番8号

088-846-3663

088-846-3664

こうち生活協同組合

〒781-0013 高知市薊野中町16-8

088-826-5211

088-826-5252

高知県学校生活協同組合

〒781-0014 高知市薊野南町20-13

088-846-4124

088-845-1981

高知県庁消費生活協同組合

〒780-0850 高知市丸の内1-2-20

088-823-9050

088-872-2165

福岡県生活協同組合連合会

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-3-11

092-472-7338

092-472-7336
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コープえひめ気付

大学生協会館2Ｆ

こうち生活協同組合気付

博多南ビル9F

日本生活協同組合連合会
会

員

会員名簿
名

〒

本

部

住

所

代表電話

F A X

092-947-9000

092-947-9191

092-482-7770

092-433-1117

092-642-8460

092-642-8461

092-481-4800

092-481-7611

092-947-9500

092-947-9501

092-482-4172

092-452-3800

エフコープ生活協同組合

〒811-2495 糟屋郡篠栗町大字篠栗4826-1

グリーンコープ生活協同組合ふくおか

〒812-0011

福岡県学校生活協同組合

〒812-0054 福岡市東区馬出4丁目12番22号

グリーンコープ生活協同組合連合会

〒812-8561

生活協同組合連合会
コープ九州事業連合

〒811-2496 糟屋郡篠栗町大字篠栗4826-1

グリーンコープ共済生活協同組合連合会

〒812-0011

福岡県民火災共済生活協同組合

〒810-0802 福岡市博多区中洲中島町3番10号

092-271-0927

092-271-0929

佐賀県生活協同組合連合会

〒849-0934 佐賀市開成三丁目3-28

0952-31-0155

0952-31-0155

グリーンコープ生活協同組合 さが

〒849-0937 佐賀市鍋島二丁目4-4

0952-32-2801

0952-32-3595

コープさが生活協同組合

〒849-0934 佐賀市開成三丁目3-28

0952-31-9111

0952-31-4291

佐賀県学校生活協同組合

〒849-0916 佐賀市高木瀬町大字東高木227番地1

0952-31-7151

0952-31-7154

長崎県生活協同組合連合会

〒850-0047 長崎市銭座町3番3

095-849-3759

095-894-1201

福祉生活協同組合いきいきコープ

〒852-8012 長崎市淵町5-15

095-818-0294

095-862-2402

生活協同組合ララコープ

〒851-2121 西彼杵郡長与町岡郷1474番地

095-887-0300

095-887-0656

長崎県漁協女性部連合会生活協同組合

〒850-8686 長崎市五島町2番27号

095-821-5603

095-821-5603

グリーンコープ生活協同組合長崎

〒851-0103 長崎市中里町1704

095-839-9233

095-838-2137

長崎県学校生活協同組合

〒859-0492 諫早市多良見町化屋1863-1

0957-43-7150

0957-43-7160

長崎県職員生活協同組合

〒850-0035 長崎市元船町１７－１大波止ビル３階

095-821-6553

095-825-6289

長崎市役所職員生活協同組合

〒850-0031 長崎市桜町２番２２号

095-827-8373

095-823-4238

福岡市博多区博多駅前一丁目5番1号
博多大博通ビルディング4階
福岡県教育会館1階

福岡市博多区博多駅前一丁目5番1号
博多大博通ビルディング4階

福岡市博多区博多駅前一丁目5番1号
博多大博通ビルディング5階

コープさが生協内

教育会館内

長崎県計量検定所2階

漁協会館5階
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市役所地下１階

日本生活協同組合連合会
会

員

会員名簿
名

〒

本

部

住

所

代表電話

F A X

大分県生活協同組合連合会

〒870-0278 大分市青崎1-9-35

097-527-4056

097-527-4084

生活協同組合コープおおいた

〒870-0278 大分市青崎1-9-35

097-524-0111

097-524-0128

日田市民生活協同組合

〒877-0072 日田市新治町463番地

0973-22-3317

0973-24-1557

グリーンコープ生活協同組合おおいた

〒870-1123 大分市大字寒田415番地の1

097-569-9541

097-554-7141

大分県高等学校生活協同組合

〒870-0951 大分市大字下郡496-38

097-556-4666

097-556-9388

大分県学校生活協同組合

〒870-0949 大分市かたしま台1丁目1番1号

097-567-4000

097-567-4014

自治労大分県本部信用販売生活協同組合

〒870-0022 大分市大手町3-2-9

097-532-4955

097-536-6357

大分県労働者総合生活協同組合

〒870-0035 大分市中央町4-1-32

097-548-5577

097-538-2456

大分県職員消費生活協同組合

〒870-0022 大分市大手町3丁目2番9号

097-532-4917

097-532-5266

熊本県生活協同組合連合会

〒861-2234 上益城郡益城町古閑107番地1

096-287-1200

096-287-1515

グリーンコープ生活協同組合くまもと

〒860-0056 熊本市西区新土河原2-1-1

096-324-8118

096-324-8123

生活協同組合 くまもと

〒867-8585 水俣市古賀町1-1-1

0966-63-2121

0966-63-8741

井関農機熊本消費生活協同組合

〒861-2231 上益城郡益城町大字安永1400番地

096-286-8846

096-286-8846

熊本県職員天草地区生活協同組合

〒863-0013 天草市今釜新町3530番地

0969-22-4491

0969-22-4491

熊本県小中学校生活協同組合

〒862-0976 熊本市中央区九品寺１丁目11番４号

096-363-7000

096-363-7001

宮崎県生活協同組合連合会

〒880-8530 宮崎市瀬頭2-10-26

0985-32-1234

0985-32-3355

生活協同組合コープみやざき

〒880-8530 宮崎市瀬頭2-10-26

0985-32-1234

0985-32-3355

グリーンコープ生活協同組合みやざき

〒880-0844 宮崎市柳丸町11-2

0985-35-7300

0985-27-8110

宮崎県学校生活協同組合

〒880-0903 宮崎市太田1丁目25

0985-53-6011

0985-53-9052

教育会館内

総合生協会館内
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日本生活協同組合連合会
会

員

会員名簿
名

〒

本

部

住

所

コープかごしま内

代表電話

F A X

099-286-1104

099-813-4163

鹿児島県生活協同組合連合会

〒890-0037 鹿児島市広木1-1-1

生活協同組合コープかごしま

〒890-0037 鹿児島市広木一丁目１番１号

099-286-1111

099-286-0500

グリーンコープかごしま生活協同組合

〒890-0008 鹿児島市伊敷五丁目25番40号

099-218-8383

099-218-8484

鹿児島県学校生活協同組合

〒892-0816 鹿児島市山下町4-18

教育会館内

099-225-2666

099-227-4271

鹿児島県職員生活協同組合

〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1

県庁内

099-286-5450

099-286-5455

沖縄県生活協同組合連合会

〒901-2588 浦添市西原1丁目2番1号

098-943-1700

098-943-2070

生活協同組合コープおきなわ

〒901-2588 浦添市西原1丁目2番1号

098-879-7711

098-879-7718

沖縄電力生活協同組合

〒901-2131 浦添市牧港5-5-17

098-877-4811

098-875-9733

沖縄県学校生活協同組合

〒900-0036 那覇市西3-4-35

098-867-3683

098-862-0112

日本コープ共済生活協同組合連合会

〒151-0051 渋谷区千駄ヶ谷四丁目1-13

03-6836-1300

03-6836-1301

全国労働者共済生活協同組合連合会

〒151-8571 渋谷区代々木2-12-10

03-3299-0161

03-5351-7772

全国大学生活協同組合連合会

〒166-8532 杉並区和田3-30-22

03-5307-1111

03-5307-1179

日本医療福祉生活協同組合連合会

〒169-0073 新宿区百人町3-25-1

サンケンビルヂング4階

03-4334-1580

03-4334-1585

全国住宅生活協同組合連合会

〒111-0053 台東区浅草橋1-35-7

メゾン戸田4Ｆ

03-5833-5488

03-5833-5120

コープおきなわ内

学校生協会館内
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コープ共済プラザ

