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所在不明株主の株式売却に関する異議申述の公告 

2020 年 11 月 20 日 

各位 

東京都中央区八重洲二丁目 10 番 17 号 

株式会社 商工組合中央金庫 

代表取締役 関根正裕 

 

当社は、会社法第 197 条第 1 項に規定する株式（所在不明株主の株式）の売却を決定いたしました。 

つきましては、後記の株主様ご所有の普通株式を売却することに異議のある株主様、その他の利害関係人は、2020 年 11 月 20 日から 2021 年 2 月 22 日ま

でに株主名簿管理人である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に対しその旨をお申し出くださいますよう、会社法第 198 条の規定により公告いたします。 

 

（注）１．所在不明株主とは、株主名簿に記載された住所にあてて発した通知または催告が 5 年以上継続して到達せず、かつ、継続して 5 年間剰余金の配当を 

受領していない株主のうち、当金庫の剰余金支払義務期間を経過した株主をいいます。 

     ２．記載に際しては、一般的な都道府県コード順に配列しております。 

 

［異議申述（申出）先］ 

 株主名簿管理人  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

 同 連絡先      〒137-8081 

              新東京郵便局私書箱第 29 号 

              三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

              電話 0120-232-711（通話料無料） 

              受付時間 平日 9 時～17 時（土・日・祝日等を除く） 

 



番号 株主番号 株主名 代表者役職名 代表者名 都道府県名 株主住所
所有株数

（単位：株）

株券番号

（空欄は、株券不所持の申出により株券

が発行されていないことを意味する）

1 01119257 企業組合柊ケアセンター 代表理事 高橋　信一郎 北海道 札幌市中央区南９条西８丁目２番３７号幸和ハイツ２０２号室 100

2 01101228 北海道住宅開発協同組合 代表理事 岡　米太郎 北海道 札幌市中央区大通西１５丁目３番地１２ 100

3 01101467 北海道総合設計コンサルタント協同組合 理事長 勝田　敏 北海道 札幌市中央区南五条西１３―１３０２＊大原ビル＊ 1,000

4 01101532 北海道ヘアーデザイングループ協同組合 理事長 千葉　能嗣 北海道 札幌市中央区南５条東２丁目１０シティビル 300

5 01100084 札幌建設企業組合 理事長 細川　敏雄 北海道 札幌市中央区北二条東１ 100

6 01101376 商工連盟建設事業協同組合 理事長 山口　靜雄 北海道 札幌市中央区北三条東５―５ 100

7 01103228 札幌地区骨材生産販売協同組合 代表理事 工藤　健一 北海道 札幌市北区太平７―２―４２ 500

8 01100360 北海道海苔問屋協同組合 理事長 岡崎　庚午 北海道 札幌市白石区南郷通１８丁目北３番９号 300

9 01100061 北五商業協同組合 代表理事 中矢　忠行 北海道 札幌市白石区菊水東町７丁目３番地 500

10 01101945 札幌運輸事業協同組合 理事長 野口　務 北海道 札幌市白石区中央３―５―２８野口運送内 500

11 01100333 博益商業協同組合 代表理事長 西方　清作 北海道 札幌市白石区菊水６条４丁目１の２ 500

12 01100135 北海道歯科用品商協同組合 代表理事 三浦　政雄 北海道 札幌市豊平区豊平２条１１丁目１番１８号 100

13 01100286 道相互食品企業組合 理事長 永見　清次郎 北海道 札幌市南区川沿町１８７６ 30

14 01100252 札幌ダンプ運搬企業組合 代表理事 小西　英二 北海道 札幌市厚別区厚別中央三条２丁目１番５０号 500

15 01200021 函館海産物市場協同組合 理事長 鈴木　一忠 北海道 函館市東浜町３６ 100

16 01200128 道央事業協同組合 理事長 平山　官次郎 北海道 函館市亀田町５番３１号 500

17 01101604 北海道落花生豆菓子協同組合 理事長 池田　叡治 北海道 小樽市若松２丁目８―１２ 6,000

18 01101080 小樽塗装工業協同組合 理事長 米田　清 北海道 小樽市稲穂５丁目２５番２４号 100

19 01300083 協同組合釧路奥野 理事長 堀　信裕 北海道 釧路市末広町２丁目６番地 500

20 01101221 空知中小企業建設協同組合 理事長 渋谷　信雄 北海道 岩見沢市一条西１丁目１１番地 100

21 01400824 協同組合北海道サンマート網走チェーン 理事長 阿部　昌明 北海道 網走市新町３丁目４―１―１ 300

22 01100064 協同組合協和ストアー 理事長 田辺　孝彦 北海道 苫小牧市旭町１７―３ 50

23 01101099 苫小牧地区車体整備協同組合 理事長 佐藤　芳徳 北海道 苫小牧市元中野町４丁目６番２２号 100

24 01100424 美唄理容美容事業協同組合 理事長 佐藤　謙治 北海道 美唄市字美唄１２６３ 500

25 01100150 千歳食品工業協業組合 理事長 松重　勝二 北海道 千歳市北信濃７７６―７ 500

26 01100159 千歳砂利工業協同組合 代表理事 吉田　清光 北海道 千歳市新川１６６１ 700

27 01100411 登別輸送センター協同組合 理事長 岩泉　宏 北海道 登別市大和町１丁目２番地１０ 1,000 1H18757

28 01200044 知内商業協同組合 理事長 伊藤　完一 北海道 上磯郡知内町字元町２１９ 1

29 01200929 江光デパート協同組合 理事長 滑川　正行 北海道 檜山郡江差町字新地町７ 100

30 01100155 協同組合後志サンマートチェーン 理事長 西野　真吉 北海道 虻田郡倶知安町北４東１０ 100

31 02100178 青森県洋服専門店会協同組合 理事長 奈良　利松 青森県 青森市堤町１―３―１２ 100

32 02101152 青森土木建築総合事業協同組合 理事長 長尾　仁郎 青森県 青森市筒井字桜川５２２ 1,000

33 02200274 青森県測量設計協同組合 理事長 赤石　弘 青森県 八戸市一番町２―３―５ 500

34 02100144 黒石製繩販売協同組合 理事長 山田　敏春 青森県 黒石市大板町４２ 100

35 02100130 黒石水産物商業協同組合 理事長 須藤　元次郎 青森県 黒石市大字乙徳兵衛町７ 100

36 02100304 西十和田旅館協同組合 理事長 千年　敬造 青森県 黒石市袋字富山６４ 1,000 1H21388

37 02100189 鯵ケ沢地区チップ協同組合 理事長 須藤　佐右衛門 青森県 西津軽郡鯵ヶ沢町大字舞戸町字下富田２６―２３ 1,000

38 02100918 岩木川開発事業協同組合 代表理事 三浦　福一 青森県 北津軽郡鶴田町大字菖蒲川字前田２３８ 500

39 03100203 岩手中部靴修理工業協同組合 理事長 山内　清 岩手県 盛岡市下厨川片原６０ 5
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番号 株主番号 株主名 代表者役職名 代表者名 都道府県名 株主住所
所有株数

（単位：株）

株券番号

（空欄は、株券不所持の申出により株券
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40 03100114 盛岡薪炭商業協同組合 村田　善三 岩手県 盛岡市菜園１―９―５ 160

41 03100057 宮古金融事業協同組合 岩泉　益男 岩手県 宮古市大通３―５―１ 100

42 03100159 宮古製材業協同組合 長谷川　熊治 岩手県 宮古市宮古１２地割字向町３６ 200

43 03101257 宮古地区トラック事業協同組合 理事長 高瀬屋　精造 岩手県 宮古市宮町４―５―２６ 2,000

44 03100260 企業組合大船渡鈑金センター 理事長 菅野　一郎 岩手県 大船渡市盛町砂土場５―１ 100

45 03100830 釜石地区トラック事業協同組合 理事長 菊地　茂明 岩手県 釜石市東前町２０―５０ 100

46 03100236 東北林友薪炭協同組合 田口　悦三 岩手県 二戸郡浄法寺町大前田４５ 20

47 04100689 宮城県総合営繕事業協同組合 代表理事 田中　忠 宮城県 仙台市青葉区柏木１―２―３８ 100

48 04100720 宮城県中古車販売協同組合 代表理事 小林　秀市 宮城県 仙台市宮城野区中野字只屋敷４―１ 500

49 04100732 石巻地区造船協力協同組合 代表理事 渋谷　桂助 宮城県 石巻市湊町一丁目６番１４号 6,000

50 04100278 協同組合石巻サンマートチエーン 理事長 高橋　隆 宮城県 石巻市門脇字築山３８ 500

51 04100130 気仙沼町鮮魚行商小売商業協同組合 理事長 千葉　三郎 宮城県 気仙沼市古町２８２ 10

52 04100075 佐沼繊維製品商業協同組合 理事長 遊佐　新治郎 宮城県 登米市迫町佐沼字西佐沼４７ 2

53 04100005 一迫魚類行商商業協同組合 理事長 岩下　定雄 宮城県 栗原市一迫仲町３１ 10

54 04100096 志田郡牛乳商業協同組合 理事長 佐瀬　忠夫 宮城県 大崎市古川中里字大町２５８―１ 10

55 04100255 加美郡木工業協同組合 理事長 門脇　善一 宮城県 加美郡加美町字西田２―７ 10

56 05100062 秋田県共済商工協同組合 本間　金之助 秋田県 秋田市中通１―１―３１ 500

57 05100142 秋田県事務器材商業協同組合 理事長 伊藤　雄一 秋田県 秋田市千秋久保田町２―５５ 100

58 05100205 秋田県中央鋳物工業協同組合 理事長 斉藤　新二 秋田県 秋田市茨島１―１１ 300

59 05100189 企業組合大洋ビルサービスセンター 理事長 内村　信雄 秋田県 秋田市大町６―３―３８ 310

60 05111159 企業組合わか杉保育園 理事長 小林　均 秋田県 秋田市八橋新川向４―２３ 500

61 05101097 秋田天然杉合板協同組合 理事長 藤田　吉美 秋田県 能代市浜通町１―３ 100

62 05110564 秋田県南砕石協同組合 代表理事 藤原　十郎 秋田県 横手市駅前町９―２１ 500

63 05100024 大館桶樽工業協同組合 理事長 山本　與助 秋田県 大館市東台１８２ 230

64 05100275 船越町漁船建造企業組合 代表理事 安田　政昭 秋田県 男鹿市船越字船越１８ 100

65 06100213 東北室内装飾企業組合 理事長 寺戸　東光 山形県 山形市三日町５１４ 50

66 06100051 山形県切付鼻緒工業協同組合 理事長 小宮　幸太郎 山形県 山形市七日町４５８ 30

67 06100169 山形県草履商工業協同組合 理事長 圖司　安正 山形県 山形市香澄町 1

68 06100106 山形県自転車リヤカー商業協同組合 神尾　助太郎 山形県 山形市横町１９６ 30

69 06100143 山形県スポーツショップ協同組合 代表理事 斉藤　多市郎 山形県 山形市小姓町８―１３ 100

70 06200224 酒田乳業協同組合 代表理事 鹿野　善雄 山形県 酒田市中央東町３―２５ 50

71 06200239 酒田孵卵事業協同組合 代表理事 高橋　卯之助 山形県 酒田市二番町６―１２ 50

72 07100048 小野新町商工業協同組合 永山　忠二 福島県 田村郡小野新町字荒町３１ 3

73 07100077 福島県木箱工業協同組合 色川　光以 福島県 福島市本町３０ 10

74 07100081 福島県靴商工業協同組合 理事長 高松　久吉 福島県 福島市豊田町４３ 2

75 07100125 福島自動車工業協同組合 代表理事 小黒　信一 福島県 福島市方木田字高屋前６ 500

76 07100003 会津勝栗製造工業協同組合 代表理事 羽金　ミドリ 福島県 会津若松市西栄町３―５９ 1,000

77 07100162 福島県繊維雑品染色工業協同組合 阿部　金助 福島県 郡山市中町３ 10

78 07100114 磐城市商工協同組合 高木　武士 福島県 いわき市字寺廻１７ 100

79 07100034 岩瀬地区素材協同組合 佐藤　佐市 福島県 須賀川市字泉町２１ 100
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80 07100157 協同組合喜多方青果市場 代表理事 岩田　圓吉 福島県 喜多方市字西籠田７６５２ 840

81 07100308 企業組合相馬羊毛加工所 斉藤　武雄 福島県 南相馬市鹿島区鹿島字町１３７ 20

82 07100121 下郷建設工業協同組合 小股　喜幸 福島県 南会津郡下郷町大字豊成字林中６０６４の１ 100

83 07103776 協同組合夜の森ショッピングプラザ 代表理事 本杉　光一 福島県 双葉郡富岡町大字本岡字新夜の森７９―１ 100

84 08100157 茨城県澱粉糖工業協同組合 理事長 藤沼　三郎 茨城県 水戸市南町３―４４８ 200

85 08101085 茨城県農業用プラスチック処理事業協同組合 理事長 深川　忠義 茨城県 水戸市桜川１―５―３ 1,000

86 08100201 大みか睦会協同組合 理事長 丸山　正 茨城県 日立市大みか町３―１１―１ 400

87 08100080 祇園町商業協同組合 理事長 中根　繁蔵 茨城県 土浦市祇園町４９６６ 100

88 90003837 つくば産業支援協同組合 理事長 横田　登志男 茨城県 土浦市川口２丁目１１―８―２Ｆ 5,000

1H12851

1H12852

1H12853

1H12854

1H12855

89 08100067 真鍋商工協同組合 理事長 村山　初太郎 茨城県 土浦市朝日町３０７０ 1,000

90 08100122 協同組合友部町青果食品市場 代表理事 飯塚　誠 茨城県 笠間市中央３―６―１８ 100

91 08100181 岩井地方被服補修受託商工業協同組合 代表理事 永田　源一郎 茨城県 岩井市岩井町４４４４ 10

92 09100125 塩谷南部木工業協同組合 理事長 五月女　勇 栃木県 塩谷郡阿久津村大字石末２０２８ 100

93 09200036 下野畳商工業協同組合 理事長 相馬　春吉 栃木県 足利市伊勢町１４８ 50

94 09200037 下野農賃織物工業協同組合 理事長 川島　勘助 栃木県 足利市通２丁目３５４９ 10

95 09100287 栃木木材工業協同組合 理事長 熊倉　栄吉 栃木県 栃木市沼和田町７５８ 600

96 09200100 栃木県南和傘商工業協同組合 理事長 亀田　長平 栃木県 佐野市久保町１６１ 25

97 09101644 鹿沼建具商工組合 理事長 上澤　茂 栃木県 鹿沼市三幸町１５２１―７ 100

98 09100192 中禅寺温泉観光協同組合 代表理事 柏木　豊勝 栃木県 日光市中宮祠２４７８―６ 100

99 09100293 日光木材協同組合 理事長 小杉　正作 栃木県 日光市相生町１６４ 5,000

100 09100291 茂木林産企業組合 理事長 片岡　正治 栃木県 芳賀郡茂木町大字茂木１７３３ 100

101 09100919 北関東布帛玩具協同組合 理事長 阿見　昭一 栃木県 那須郡馬頭町大字馬頭４８４ 300

102 09101495 栃木県総合開発事業協同組合 理事長 和泉　春生 栃木県 那須郡西那須野町２８１―２９７ 100

103 10101244 上州のれん街協同組合 代表理事 大磯　誠 群馬県 前橋市表町２―１９―９ 100

104 10101128 協同組合住宅店舗東毛総合営繕センター 理事長 小林　利明 群馬県 桐生市小曽根町８―３０ 100

105 10100249 群馬県反毛工業協同組合 鳥井　清造 群馬県 桐生市本町５―４４ 5

106 10100054 尾島青果事業協同組合 代表 金井　文太郎 群馬県 太田市尾島町５２５ 100

107 10100201 リングメリヤス協同組合 理事長 環　連三 群馬県 太田市寄合町１９―１１ 100

108 10100076 甘楽製材協同組合 代表理事 茂木　常五郎 群馬県 甘楽郡下仁田町東野牧２２５―１ 500

109 11100219 埼玉県洗染商工業協同組合 理事長 萩原　周吉 埼玉県 さいたま市北区大字大宮３８０６ 100

110 11100011 埼玉県育児食料卸商業協同組合 埼玉県 さいたま市浦和区岸町４―８７ 2

111 11101347 武蔵野流通協同組合 理事長 山崎　春雄 埼玉県 さいたま市緑区中尾１６９２―１３ 100

112 11100236 埼玉県箪笥商工業協同組合 武藤　孝三郎 埼玉県 川越市川越１４９７ 2

113 11101620 埼玉県北電話建設業協同組合 理事長 岡嶋　茂 埼玉県 熊谷市箱田３３１―５ 3,000

114 11100352 埼玉服装工業企業組合 代表理事 手計　庫吉 埼玉県 熊谷市宮前町１―５３ 200

115 11100145 埼南鉄粉協同組合 理事長 福田　政信 埼玉県 川口市飯塚町１―１１１ 50

116 11100353 ヤハタ鋼機協同組合 理事長 中川　金彦 埼玉県 川口市中青木１―１―１５ 200

117 11101470 南埼グラビア協同組合 代表理事 上田　四郎 埼玉県 朝霞市上内間木７００ 100

118 11201932 北本市建設業協同組合 理事長 番場　和夫 埼玉県 北本市下石戸上本村２６０―５ 100
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119 13301010 東京天然木化粧合板工業協同組合 代表理事 田村　博幸 埼玉県 八潮市新町２０ 380

120 11102180 児玉総合建設資材協同組合 代表理事 澤本　清二郎 埼玉県 児玉郡児玉町大字下浅見１０８６ 1,000

121 11100217 埼玉生花協同組合 代表理事 平井　茂 埼玉県 大里郡寄居町寄居１２２４ 50

122 12100234 北総製パン工業協同組合 理事長 黒須　俊介 千葉県 千葉市中央区要町１６ 10

123 12100085 國鉄千葉冷凍乳菓商工業協同組合 横田　章治郎 千葉県 千葉市中央区新田町２番１９号 3,290

124 12100037 千葉県加工燃料工業協同組合 理事長 木藤　将 千葉県 千葉市中央区亥鼻町２９９ 1

125 12100254 千葉県木工業協同組合 十川　一 千葉県 千葉市中央区栄町９８ 2

126 12100274 千葉県旅館商業協同組合 理事長 柴田　太重郎 千葉県 千葉市中央区栄町５８ 1

127 12100208 千葉県馬具革具商工業協同組合 浦辺　栄吉 千葉県 千葉市中央区要町３９ 1

128 12100148 千葉県船舶業務協同組合 鈴木　正七 千葉県 千葉市中央区神明町１１７ 1,000

129 12100196 千葉県道路標識設備協同組合 理事長 成川　持 千葉県 千葉市中央区大森町２８２―８０ 1,500

130 12100280 千葉県藁工品商業協同組合 理事長 脇田　三千雄 千葉県 千葉市中央区本千葉町１３１ 2

131 12100155 千葉総合印刷協同組合 理事長 土居　祥恭 千葉県 千葉市中央区弁天３―１４―１ 300

132 12100069 京葉開発建設協同組合 鈴木　績 千葉県 千葉市吾妻町３―１１ 1,000

133 12100123 銚子水産食品工業協同組合 野口　喜久司 千葉県 銚子市愛宕町３１２０ 50

134 12100268 銚子洋服商協同組合 藤原　政治 千葉県 銚子市後飯町１３６４ 300

135 12100097 下総繊維協同組合 理事長 石井　啓之 千葉県 市川市若宮町１―１０―１３株式会社石井縫工舎内 1,000

136 12100187 東葛布帛製品工業協同組合 金児　駒治郎 千葉県 船橋市夏見町１―２６６ 10

137 12100817 千葉県南部建材販売業協同組合 代表理事 伊藤　政宏 千葉県 木更津市貝渕４―１１―３ 500

138 12100282 千葉県和紙商工業協同組合 理事長 北沢　克己 千葉県 木更津市新田６２ 1

139 12200248 東葉オフィスグッズ協同組合 代表理事 庄司　三郎 千葉県 松戸市仲井町１―１０―２ 4,000

140 12100165 長夷肥糧商業協同組合 武田　武義 千葉県 茂原市町保１ 190

141 12100260 矢指農産加工企業組合 伊藤　常三郎 千葉県 旭市足川２２８ 10

142 12100847 袖ケ浦シヨツピング事業協同組合 理事長 島崎　正幸 千葉県 習志野市袖ケ浦５―７―４ 500

143 12100074 市原建設協同組合 服部　喜三郎 千葉県 市原市大坪６２５ 500

144 12101167 房総建築業協同組合 理事長 大沼　利雄 千葉県 君津市久保２２―４ 1,000

145 12100734 富津市建設事業協同組合 代表理事 斎藤　登 千葉県 富津市大堀字亀下４８３ 200

146 12102507 企業組合葛南マリンパーク 理事長 及川　満雄 千葉県 浦安市堀江１―１１―１ 1,000

147 12100731 千葉県関宿町生活用品商工業協同組合 理事長 加藤　孝一 千葉県 東葛飾郡関宿町台町１１７ 1

148 12100230 房総鍜造農具企業組合 桑田　猪助 千葉県 山武郡大網白里町１４２ 10

149 12100011 夷隅郡乳業協同組合 石井　徳太郎 千葉県 夷隅郡大原町小沢１３７４ 1

150 12905139 新関東畳協同組合 理事長 中村　儀介 東京都 千代田区神田司町２丁目１６番１０号至誠堂ビル６Ｆ 100

151 13700019 江戸川建設協同組合 田畑　成道 東京都 千代田区飯田橋３丁目７―５池田ビル内 100

152 13100711 永大一八会協同組合 理事長 西谷　正巳 東京都 千代田区内神田３丁目９―３モリモトビル 1,000

153 13100365 日本教派要品商工業協同組合 村尾　音次郎 東京都 千代田区神田旭町９ 55

154 13300295 東京絵画趣味紙工品協同組合 理事長 田中　貞三 東京都 千代田区神田神保町２丁目２３ 1,000

155 13300331 東京活字協同組合 理事長 中村　光男 東京都 千代田区猿楽町１―５―４ 1,500

156 13101084 東京都乳製品卸事業協同組合 中島　清次 東京都 千代田区神田司町１―１０ 1,000

157 13301175 東成既製服事業協同組合 代表理事 宮本　信雄 東京都 千代田区神田須田町２丁目２東京藤原コンサート株式会社内 100

158 13100120 京浜重機建設協同組合 代表理事 中川西　正 東京都 中央区八丁堀３丁目２１番５号 100
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159 13100071 銀一ストアー協同組合 理事長 東　四郎 東京都 中央区銀座１―１０―５ 100

160 13101083 日本再製糖工業協同組合 理事長 小林　元次郎 東京都 中央区日本橋蛎殻町１丁目２１―７ 100

161 13100353 日本橋自動車協同組合 塙　真一 東京都 中央区日本橋蛎殻町２―２０ 500

162 13101212 東京ＯＴＣ輸出電球工業協同組合 理事長 西　保羅 東京都 中央区 200

163 13800936 東日本王冠コルク工業協同組合 理事長 土田　耕太郎 東京都 中央区新川１―１７―１６ナショナルクラウン株式会社内 500

164 13137241 かんきょう協同組合 代表理事 山口　金也 東京都 港区芝大門１―１０―１ 100

165 13101504 企業組合ミナト電気工業所 代表理事 篠崎　護郎 東京都 港区海岸３―３―１ 100

166 13802200 芝浦副生物協同組合 理事長 松実　和裕 東京都 港区港南２丁目７―１９ 1,000

167 13100779 関東ウインナーソーセージ工業協同組合 代表理事 佐藤　氏利 東京都 港区東新橋２丁目１２―５ 100

168 13101252 関東地区鋸協同組合 理事長 松澤　隼人 東京都 港区芝南佐久間町１―５５ 100

169 13100940 全国靴商工業協同組合 代表理事 内田　二十三 東京都 港区芝新橋２―１―８ 2

170 13100503 全日本ふぐ輸入事業協同組合 代表理事 若狭　優 東京都 港区新橋５―１７―５ 1,000

171 13100539 日興建設協同組合 理事長 向井　角太郎 東京都 港区芝虎ノ門８城南ビル 100

172 13801500 日本特殊塗装事業協同組合 代表理事 山本　四郎 東京都 港区新橋５丁目３０―１ 100

173 13800147 日本弁当給食協同組合 理事長 古市　精男 東京都 港区赤坂１―４―４ 100

174 13400149 東京金型協同組合 理事長 生田　謙助 東京都 港区芝西久保桜川町８ 500

175 13600077 東京ゴム防水布商工業協同組合 下條　冨徳 東京都 港区南麻布４丁目１４―３ 100

176 13802933 東京都建材業協同組合 代表理事 丸山　昭一郎 東京都 港区西新橋２―１４―６ 500

177 13603384 新都心宅建事業協同組合 代表理事 塩沢　詔司 東京都 新宿区西新宿７―８―３ 1,000

178 13803308 協同組合シティー開発センター 代表理事 白井　万也 東京都 新宿区北新宿２―１―１９ 1,000

179 13601752 協同組合東京中小企業福祉センター 理事長 飯田　三武男 東京都 新宿区西新宿１―５―２ 1,000

180 13601769 協同組合美容ジェイエイエイ 代表理事 前村　篤範 東京都 新宿区西新宿７丁目１９―５ 2,000

181 13600233 特産人参内外販売協同組合 理事長 岡野　薫 東京都 新宿区神楽坂６丁目８ 100

182 13600294 農業土木事業協同組合 代表理事 森田　誠一 東京都 新宿区若葉１丁目４ 1,000

183 13600369 東京レンズ工業協同組合 理事長 岡野　静男 東京都 新宿区大久保２丁目１３―１ 300

184 13138102 品質管理向上協同組合 代表理事 相原　和幸 東京都 台東区下谷２―３―１２ 100

185 13300417 東京都教派要品商工業協同組合 理事長 松尾　音次郎 東京都 台東区南稲荷町４２ 2

186 13101110 東京都パン商工協同組合 理事長 猪狩　重清 東京都 台東区小島１―５―３小島ビル内 600

187 13301719 東京都綿寝具連合協同組合 理事長 黒沼　清 東京都 台東区台東４丁目１９―１８ 500

188 13302932 東京東部生花商協同組合 代表理事 能村　茂 東京都 台東区三ノ輪１丁目１４―６ 500

189 13101140 東日本キルト工業組合 代表理事 花開　守 東京都 台東区台東２―１―７トーア染織株式会社内 2,000

190 13500056 東京都更生小壜商業協同組合 理事長 佐藤　金蔵 東京都 墨田区小梅町３―１ 100

191 13700570 東京機械器具設置工事業協同組合 代表理事 杉浦　清 東京都 江東区潮見２―１―７ 1,000

192 13400318 城南電設協同組合 藤本　修吉 東京都 品川区西品川５―１０２０ 100

193 13400494 テレコン電子協同組合 理事長 佐藤　勝美 東京都 品川区大崎５丁目４―６ 2,000

194 13400300 東京飼鳥業協同組合 理事長 中原　権之 東京都 品川区東戸越２―９７０ 100

195 13400188 東京金属工業協同組合 河村　元之助 東京都 品川区平塚３丁目７０４ 100

196 13400523 東京南部中小工業協同組合 理事長 高坂　安彦 東京都 品川区東戸越２―９０９ 500

197 13801091 協同組合東横クリーニングチェーン 理事長 中村　恒次郎 東京都 目黒区原町 200
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198 13800628 中小工業貿易協同組合 理事長 横山　又蔵 東京都 目黒区青葉台１丁目２８―８ 100

199 13400105 大森薬業協同組合 代表理事 山岸　貞良 東京都 大田区大森北４丁目７―５ 300

200 13400335 昭和鋳造協同組合 精算人 小宮　高記 東京都 大田区蒲田４丁目４１―１０第三津野田ビル３０５号 6,000

201 13400303 城南金属工業協同組合 理事長 重田　光明 東京都 大田区大森２―１８６ 300

202 13400457 東京ダイヤモンド工具協同組合 松井　清 東京都 大田区池上徳持町７２佐藤ビル４０５号株式会社東洋内 100

203 13400680 東京都ムトン材商工業協同組合 金子　由平 東京都 大田区大森２―１６７ 150

204 13600325 松原商業協同組合 理事長 田邊　久見 東京都 世田谷区松原２―２７―９田辺宅内 100

205 13600193 相互洗染協同組合 風見　甚吉 東京都 渋谷区代々木初台町５３９ 100

206 13100386 ネオ書房商業協同組合 理事長 宮本　一三 東京都 渋谷区西原２丁目２６春名藤吉様方 100

207 13600297 原宿理容師協同組合 五十嵐　鶴治 東京都 渋谷区神宮前６―３―１０ 100

208 13600063 東京都建築士近代化協同組合 理事長 釜洞　正元 東京都 渋谷区神宮前５丁目４９ 500

209 13010490 東京西部建設業協同組合 理事長 小池　淑雄 東京都 渋谷区松濤１―１―３ 1,000

210 13601583 東都土木設計協同組合 理事長 堀尾　治海 東京都 渋谷区幡ケ谷２丁目１６―１三和ビル 1,000

211 13600246 東部クロレラ食品協同組合 尾崎　秀幸 東京都 渋谷区代々木１丁目２２桜菊会館５０１号 1,000

212 13618233 南方建材普及協同組合 代表理事 槌野　益丸 東京都 渋谷区代々木１―５８―７ 1,000

213 13600057 東京クリーニング機械協同組合 三枝　光雄 東京都 中野区宮前町３３ 1,000

214 13300322 東京都家庭電器サービス専業協同組合 理事長 藤野　光雄 東京都 杉並区成田東１―２―７ 100

215 13800572 上越観光事業協同組合 代表理事 臼居　寿正 東京都 豊島区東池袋１丁目１５―２東海企業ビル４Ｆ吉田様 1,000

216 13600026 大塚駅南口商店街商業協同組合 理事長 斉藤　鶴吉 東京都 豊島区西巣鴨２丁目２０１６ 100

217 13600034 関東コンクリートポンプ工事業協同組合 理事長 三浦　俊男 東京都 豊島区東池袋１丁目３７―７ 1,000

218 13920041 二十一世紀情報産業ネットワーク協同組合 理事長 野村　栄一 東京都 豊島区南大塚１―３８―１ 100

219 13600231 東都食品販売協同組合 理事長 大島　久之助 東京都 豊島区池袋１丁目６７４ 100

220 13600318 平和洋服事業協同組合 理事長 佐久間　皆男 東京都 豊島区池袋２丁目８８８ 300

221 13300298 東京乾燥化学剤工業協同組合 金子　圭助 東京都 北区王子３―５ 500

222 13301259 日本輸出自転車ベル工業協同組合 理事長 市村　嘉基 東京都 荒川区東日暮里１丁目３５―５ 100

223 13300983 東京都手袋工業協同組合 理事長 山野　鶴視 東京都 荒川区日暮里町８―５９５ 2

224 13301195 東都被服工業協同組合 理事長 高　弘実 東京都 荒川区西日暮里１―１４―４ 1,000

225 13600136 城西木工製品工業協同組合 理事長 耳塚　将 東京都 板橋区長後町２―１１ 500

226 13600353 東京都輸出ライター協同組合 理事長 在間　三博 東京都 板橋区前野町２丁目３７ 200

227 13600238 東都冷凍工業協同組合 理事長 竹井　穂二郎 東京都 板橋区板橋町６―３２８９―３ 200

228 13300416 共和輸出玩具企業組合 中沢　義雄 東京都 足立区興之町４７１ 500

229 13605215 協同組合ビジコム 代表理事 小林　章 東京都 足立区六月１―２６―１０ 600

230 13301738 東京都北鋳物工業協同組合 理事長 吉田　一治 東京都 足立区千住旭町７７ 100

231 13501168 永交乗用玩具工業協同組合 理事長 牧野　公一 東京都 葛飾区東新小岩６―２６―１０ 1,000

232 13500146 日本図書教材教具協同組合 理事長 鈴木　源輔 東京都 葛飾区柴又町２―１３０ 100

233 13700042 東京建設機械工業協同組合 栗原　昌治 東京都 江戸川区東小松川４丁目１４５０ 100

234 13701112 東部鉄工業協同組合 理事長 藤田　成麿 東京都 江戸川区北小岩４丁目３９―７ 100

235 13200602 八王子メリヤス雑貨協同組合 理事長 川端　茂 東京都 八王子市万町１９ 1,000

236 13600204 多摩寝装センター協同組合 理事長 遠藤　七郎 東京都 武蔵村山市大字三ツ木字中砂２４７３―１ 100

237 14100256 大和電気工業協同組合 理事長 松井　善助 神奈川県 横浜市鶴見区向井町３丁目１５５ 10
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238 14300382 横浜機電プラント工事協同組合 代表理事 水本　道夫 神奈川県 横浜市鶴見区元宮２丁目４番２０号 100

239 14100503 浦島タクシー企業組合 羽賀　藤一 神奈川県 横浜市神奈川区神奈川通６丁目１９４ 500

240 14100379 神奈川県錻力製品工業協同組合 今井　喜十郎 神奈川県 横浜市西区久保町２６２ 10

241 14100174 神奈川県総合開発事業協同組合 理事長 今川　忠雄 神奈川県 横浜市中区松影町２丁目７―２０ 3,000

242 14100294 神奈川県電気事業協同組合 理事長 相原　孝茂 神奈川県 横浜市中区長者町９丁目１７３ 200

243 14100373 神奈川県壜容器協同組合 鈴木　鮮二 神奈川県 横浜市中区蓬莱町３丁目１０７ 500

244 14100042 横浜金物商業協同組合 理事長 塚山　繁 神奈川県 横浜市中区日本大通１１ 2

245 14101301 横浜南・中飲食業協同組合 代表理事 佐竹　賢造 神奈川県 横浜市南区大岡３―７―６ 100

246 14100043 横浜乾麺協同組合 理事長 田中　喜一郎 神奈川県 横浜市保土ケ谷区神戸町１６５ 100

247 14201006 川崎市中古自動車販売協同組合 代表理事 横山　勇吉 神奈川県 川崎市高津区菅生３６２８ 1,000

248 14100228 神奈川県製綿寝具工業協同組合 理事長 笹口　晃 神奈川県 横須賀市小川町３ 13

249 14102060 湘南環境整備企業組合 代表理事 吉永　恒一 神奈川県 平塚市平塚新宿１２２７ 100

250 14101809 湘南建材商業協同組合 代表理事 室岡　國夫 神奈川県 平塚市南原５８７ 100

251 14100167 平塚市食料品商業協同組合 理事長 橘川　兵三郎 神奈川県 平塚市平塚新宿９８６ 1

252 14100169 鎌倉市食料品商業協同組合 理事長 田中　清五郎 神奈川県 鎌倉市大町８７０ 1

253 14100168 小田原市食料品商業協同組合 理事長 井上　孝之助 神奈川県 小田原市幸１―２０ 2

254 14100476 神奈川県和傘商工業協同組合 理事長 関野　安太郎 神奈川県 秦野市曽屋２９７０ 20

255 14300009 神奈川県ボディファッション事業協同組合 代表理事 高津　章 神奈川県 厚木市中町４―５―１１ 1,700

256 14300303 大和電設業協同組合 代表理事 今渕　宗匡 神奈川県 大和市深見５３３―１３ 1,000

257 14100401 真鶴石材採堀販売協同組合 理事長 池田　文雄 神奈川県 足柄下郡真鶴町真鶴 500

258 15200054 三島繊維商業協同組合 立川　庄八 新潟県 長岡市与板町与板５７７ 1

259 22100322 岩瀬浜観光開発協同組合 理事長 五十嵐　寛治 富山県 富山市岩瀬天神町１７８ 100

260 22100927 富山県注文洋服協同組合 代表理事 今木　清作 富山県 富山市太田口通り３―１―１０ 100

261 23100458 鹿中織物工業協同組合 理事長 小賀　清二 石川県 鹿島郡相馬村字伊久留イ部２０２ 200

262 23100225 羽咋郡生活必需品小売商業協同組合 角尾　茂雄 石川県 羽咋郡羽咋町チ２７ 1

263 23100140 石川県梱包商業協同組合 理事長 下村　繁 石川県 金沢市島田町６１ 20

264 23100197 石川県商工業指導協同組合 理事長 清谷　博文 石川県 金沢市昭和町６―２２ 300

265 23100183 石川縣食料品事業協同組合 舟田　一雄 石川県 金沢市笠市町５７―１ 500

266 23103144 石川県対岸貿易協同組合 理事長 丹後　清 石川県 金沢市芳斉２―１５―１５ 100

267 23100298 石川県陶磁器工業協同組合 理事長 井出　善郎 石川県 金沢市木ノ新保２―４８ 1

268 23100341 石川県帆布製品商工業協同組合 理事長 有沢　大新 石川県 金沢市博労町７５―１ 1,000

269 23100044 オウエス織物工業協同組合 理事長 篠井　彌六郎 石川県 金沢市下新町５８ 100

270 23100074 金澤市観光開発旅舘協同組合 山崎　徳成 石川県 金沢市本町１―１１―３ 1,000

271 23100186 金沢諸箔事業協同組合 理事長 池上　金次郎 石川県 金沢市川上新町２―３ 20

272 23100461 北陸刺繍レース工業協同組合 理事長 坂谷　斉市 石川県 金沢市尾山町９―１０ 100

273 23102142 ケンキ協同組合 代表理事 柴野　正英 石川県 金沢市赤土町ト８１番地 2,100

274 23100253 高松織物工業協同組合 理事長 青崎　力男 石川県 金沢市下新町５９ 200

275 23100393 丸長撚糸協同組合 長谷川　治二 石川県 金沢市中本多町１―１５ 400

276 23100068 七尾鹿島瓦工業協同組合 理事長 西村　仁四郎 石川県 七尾市白銀町２ 100

277 23102292 小松化工プラスチック工業協同組合 中村　茂隆 石川県 小松市今江町丙９９ 100
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278 23100416 小松木工製品工業協同組合 大西　豊俊 石川県 小松市土居原町１８６ 200

279 23100172 小松自動車整備事業協同組合 理事長 柴田　忠義 石川県 小松市三日市町地方二―１１―１ 900

280 23100295 東洋和紡織工業協同組合 理事長 岡島　四五六 石川県 小松市東町５６ 50

281 23103421 輪島観光旅館協同組合 理事長 谷口　昭守 石川県 輪島市河井町４部１６９―１ 100

282 23100423 山代温泉商工協同組合 代表理事 中出　正雄 石川県 加賀市山代温泉ワ１６ 100

283 23100960 石川松任貨物運輸協同組合 理事長 米林　勇治 石川県 松任市田中町３５０ 500

284 23100297 能美東部木材協同組合 本村　文次郎 石川県 能美郡辰口町和気イ８５ 300

285 23102294 金沢生鮮市場協同組合 理事長 則竹　保男 石川県 石川郡野々市町横宮１４―３８ 100

286 23102170 志賀窯業協同組合 代表理事 松本　芳雄 石川県 羽咋郡志賀町字仏木イ４６ 100

287 23101952 鹿島織物工業協同組合 代表理事 北野　外美雄 石川県 鹿島郡鹿島町久江ラ部９０ 100

288 23100328 能登麻織物協同組合 理事長 山田　宗一 石川県 鹿島郡鹿西町能登部下１２４―１ 17

289 24100277 北陸リボン工業協同組合 代表理事 林　進 福井県 福井市今市町６―４８ 100

290 24100199 デパート三喜協同組合 理事長 小松原　彦三 福井県 福井市中央１―１０―２８ 100

291 24100670 日本光機開発協同組合 理事長 山口　君夫 福井県 福井市江守中町４字２０―１２ 1,000

292 24100798 フクイ仮設工事協同組合 代表理事 森崎　栄征 福井県 福井市宝永４―１―４ニッケンハウス株式会社内 1,000

293 24100052 福井県金物商業協同組合 理事長 古木　庄次郎 福井県 福井市佐佳枝下町９３ 5

294 24100099 福井県工業協同組合連合会 理事長 伊藤　義朗 福井県 福井市御園町１１ 4

295 24100315 福井洋服商工業協同組合 代表理事 島崎　梅作 福井県 福井市大手２―１１―２ 100

296 24100152 協同組合敦賀専門店会 代表理事 金井　勇 福井県 敦賀市本町２―８―１４ 200

297 24100154 小浜製あん協同組合 理事長 赤尾　玄蔵 福井県 小浜市竹原１６号７５の５ 100

298 24100087 協同組合勝山クッキングセンター 理事長 玉木　博 福井県 勝山市荒土町松田２３―２０ 100

299 24100311 与河撚糸織物工業協同組合 山岸　一郎 福井県 坂井市丸岡町与河６８―６６ 100

300 16100738 企業組合富士写真印刷社 理事長 樋口　正夫 山梨県 甲府市朝日５―９―２ 200

301 16111010 山梨新電話事業協同組合 代表理事 奈良　叡一 山梨県 甲府市徳行３丁目１４番２７号 1,000

302 16100240 山梨県既製服工業協同組合 代表理事 赤沢　貞男 山梨県 甲府市住吉本町５７５―２ 100

303 16101628 山梨県再生資源回収事業協同組合 代表理事 飯田　繁蔵 山梨県 甲府市下石田２―５―１６ 100

304 16100346 甲商第五織物協同組合 理事長 渡辺　金男 山梨県 富士吉田市下吉田１４５ 200

305 16100689 日甲織物販売協同組合 理事長 宮下　節男 山梨県 富士吉田市下吉田１５２７ 500

306 16100876 吉田自転車協同組合 理事長 国定　久勝 山梨県 富士吉田市上吉田３７１ 100

307 16100050 上野原地区商業協同組合 理事長 山本　守三 山梨県 上野原市上野原１６１５ 100

308 17300235 企業組合中信日報社 理事長 小松　大二郎 長野県 松本市筑摩４４３ 100

309 17301695 長野県中央総合開発事業協同組合 代表理事 加藤　聖 長野県 松本市中山衣下７４９１ 1,000 1H81720

310 17300344 松本百貨協同組合 理事長 岩根　悟 長野県 松本市伊勢町２５８ 100

311 17100236 小県豆腐協同組合 理事長 山田　敏也 長野県 上田市腰越１１８ 100

312 17200033 岡谷食糧品小売商業協同組合 理事長 宇坂　健次郎 長野県 岡谷市３４０４ 1

313 17200135 事業協同組合すずらんチェーン 代表理事 瀧沢　清水 長野県 岡谷市小井川金山町７８５４ 100

314 17200094 下伊那繊維製品小売商業協同組合 代表理事 平岩　修次郎 長野県 飯田市飯田７９５ 1

315 17100201 須高砂利採取販売事業協同組合 理事長 北野　吉登 長野県 須坂市須坂１２４７ 100

316 17100076 北佐久家庭用雑貨小売商業協同組合 理事長 戸塚　英一 長野県 小諸市本町佐久家庭雑貨株式会社内 1

317 17100077 北佐久繊維製品小売商業協同組合 理事長 掛川　豊太郎 長野県 小諸市乙６７掛川豊太郎様方 2
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318 17101225 小諸建設業協同組合 理事長 丸山　毅 長野県 小諸市甲２７６６隣保館内 500

319 17200068 伊那市喫茶店協同組合 代表理事 河本　由次郎 長野県 伊那市伊那４８６３ 300

320 17200050 上伊那食糧品商業協同組合 代表理事 笠原　昌之進 長野県 伊那市大字伊那３４８１ 1

321 17300078 北安曇繊維製品小売商業協同組合 理事長 市川　一郎 長野県 大町市大町２５６４ 1

322 17200252 ちの本町共同店舗事業協同組合 理事長 笠原　敏 長野県 茅野市本町東１０―４７ 300

323 17301785 明科穂高砂利協同組合 代表理事 金森　幸一 長野県 安曇野市穂高４５０８ 100

324 17101392 リザ協同組合 代表理事 羽田　弘二 長野県 北佐久郡立科町大字芦田３４９８―１ 100

325 18100421 岐阜木製品生産協同組合 豊田　慶一 岐阜県 岐阜市茜部字高畑２１２４ 600

326 18100053 岐阜県紙製品工業協同組合 理事長 遠藤　英雄 岐阜県 岐阜市八島町１―３０ 4

327 18100181 岐阜県繊維製品小売商業協同組合連合会 仙田　猶次 岐阜県 岐阜市米屋町２ 200

328 18100232 岐阜県綜合協同組合 代表理事 山吉　義雄 岐阜県 岐阜市加納栄町通６―３２―２ 200

329 18100078 岐阜魚介企業組合 代表理事 土屋　敏夫 岐阜県 岐阜市福光東３―５―７ 200

330 18102557 協同組合岐阜繊八会 代表理事 家田　利一郎 岐阜県 岐阜市敷島町５―２―９ 100

331 18102180 東海広告出版協同組合 代表理事 矢島　辰美 岐阜県 岐阜市太郎丸向良１７０番地 3,000

332 18100177 高山食料品商業協同組合 理事長 大倉　重蔵 岐阜県 高山市名田町６―１２ 1

333 18100343 岐阜県バイクモーター小売協同組合 理事長 吉田　千代正 岐阜県 多治見市本町７ 10

334 18102170 協業組合一の蔵窯 理事長 今井　稔 岐阜県 多治見市笠原町天王下４１１４―２１ 200

335 18100089 岐阜県金属洋食器工業協同組合 椎名　威 岐阜県 関市辻井戸町１ 20

336 18100396 岐阜県曲輪曲物協同組合 理事 糸魚川　清 岐阜県 中津川市付知町７６８０ 20

337 18100306 瑞浪陶磁器加工販売協同組合 理事長 渡辺　章 岐阜県 瑞浪市寺河戸町８８４―１ 400

338 18100023 協同組合岩村専門店会 理事長 神谷　喬夫 岐阜県 恵那市岩村町２５９ 500

339 18100085 岐東撚糸工業協同組合 土屋　勘一 岐阜県 各務原市鵜沼７３０１ 30

340 18100259 岐阜県中央撚糸工業組合 理事長 川瀬　豊茂 岐阜県 各務原市川島河田町１０４０―１ 100

341 19102224 静岡県トラック事業協同組合 代表理事 江藤　博 静岡県 静岡市葵区古庄７５―１ 1,000

342 90003325 食品リサイクル事業協同組合 代表理事 高頭　龍雄 静岡県 静岡市葵区沓谷５丁目７―２ 1,000 1H21358

343 19101947 企業組合協栄システム 代表理事 前川　正史 静岡県 静岡市駿河区小黒２丁目３―３ 100

344 19300163 協同組合富士宮サービス店会 理事長 川端　政雄 静岡県 富士宮市大宮町２８―３ 100

345 90003155 東海熔接工業株式会社 代表取締役 小柴　宣彦 静岡県 磐田市南平松１―４ 16,000

1H21874

1H21875

1H21876

1H21877

1H21878

1H21879

1J10512

346 20200090 金城市場協同組合 理事長 林　邦芳 愛知県 名古屋市北区清水町８丁目１２ 100

347 20205672 小田井中央センター商業協同組合 代表理事 立川　則明 愛知県 名古屋市西区八筋町３５１番地 1,000

348 20200174 愛知県染繍工業協同組合 代表理事 水谷　嘉郎 愛知県 名古屋市中区丸の内３丁目８―２２ 500

349 20203803 協同組合グリーンモニュメント 理事長 内川　逸己 愛知県 名古屋市中区大須４―１０―３２ 500

350 20200358 名古屋中ランドラーズ協同組合 代表理事 佐藤　庫亮 愛知県 名古屋市中区大須４丁目９―７５ 1,500 1H20105

351 20115814 ワールド軽貨物運送協同組合 代表理事長 西本　敏明 愛知県 名古屋市南区鶴里町１丁目５９番地 1,000 1H30894

352 20200566 竜泉寺温泉観光センター共栄会協同組合 理事長 田中　五郎 愛知県 名古屋市守山区大字吉根字松ケ洞３４１７ 100

353 20100048 岡崎繊維振興協同組合 代表理事 本間　太郎 愛知県 岡崎市美合町三ノ久保４８―１ 100

354 20202318 協同組合九州名産流通センター 代表理事 寺島　正治 愛知県 一宮市丹陽町三ツ井墓南５０４ 1,000

355 20100230 半田家庭用品商業協同組合 理事長 寺沢　菊次郎 愛知県 半田市字北大股２７ 1

356 20202148 勝川駅西商店街協同組合 理事長 長谷川　吉勝 愛知県 春日井市角崎町５７番地３ 100
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357 20100137 知多郡西部繊維製品小売商業協同組合 理事長 平松　庄兵衛 愛知県 知多市大字横須賀字３ノ割４１ 1

358 20202657 中部自動車用品部品協同組合 理事長 徳永　悟 愛知県 北名古屋市沖村天花寺１７８ 500

359 20115183 三好町水道事業協同組合 理事長 岡本　善行 愛知県 西加茂郡三好町東山台３１番地４ 100

360 21100061 熊野建設事業協同組合 理事長 谷口　秋太郎 三重県 南牟婁郡木本町１６２７ 200

361 21100151 三重県豆腐商工業協同組合 理事長 澤井　長治 三重県 飯南郡花岡町大字駅部田１４８１ 6

362 21101370 津三共水産加工協同組合 代表理事 栗本　守 三重県 津市寿町１番６号 2,000

363 21100613 四日市石油事業協同組合 理事長 矢田　正俊 三重県 四日市市昌栄町２番８号 100

364 21200059 桑名家具協同組合 理事長 長谷川　栄一 三重県 桑名市大字三之丸１３１ 600

365 21100018 伊賀竹製品工業協同組合 代表理事 奥谷　始 三重県 名張市瀬古口１０７番地 100

366 21100844 志摩観光事業協同組合 代表理事 森山　昭憲 三重県 志摩市阿児町鵜方２８８４番地の１５ 100

367 21100086 志摩観光旅館協同組合 代表理事 南可　寿雄 三重県 志摩市磯部町渡鹿野５２４―１８ 500

368 21100211 三重県木材産業協同組合 代表理事 上杉　武郎 三重県 伊賀市下川原６３５番地 2,500

369 21200006 北勢海産物販売協同組合 理事長 土屋　静男 三重県 三重郡楠町大字北五味塚字古江１０８７―４ 500

370 25101091 滋賀県商工業促進会協同組合 理事長 田村　一男 滋賀県 大津市瀬田南大萱町３５２５ 1,000

371 25200072 湖東土木事業協同組合 姜　洪植 滋賀県 彦根市京町１―３―１９ 1,000

372 25100877 長浜市家具装飾協同組合 理事長 清水　兵衛 滋賀県 長浜市八幡東町１００ 500

373 25100893 協業組合江匠 理事長 高橋　雅治 滋賀県 近江八幡市出町８８ 100

374 25100794 近江八幡製靴協業組合 理事長 中村　実 滋賀県 近江八幡市多賀町樋ノ口３３ 600

375 25200221 琵琶織布工業協同組合 西川　文一 滋賀県 東近江市伊庭町２１３１ 100

376 25100255 野洲川砂利協同組合 理事長 笠井　昭 滋賀県 甲賀郡水口町西林口 4

377 25200216 東浅井建設工業協同組合 松井　捨治 滋賀県 東浅井郡虎姫町五村１９８ 600

378 25200198 西浅井木材事業協同組合 代表理事 岡田　源重 滋賀県 伊香郡西浅井町大字大浦５８２ 500

379 26100255 京都手描服地染織協同組合 理事長 永井　章夫 京都府 京都市中京区新町通御池上る龍池中之町４４ 100

380 26100174 京都水産物仲買協同組合 谷川　貞治 京都府 京都市下京区朱雀分木町市場内 50

381 26100314 京都廃品出荷協同組合 岡田　与一郎 京都府 京都市南区東九条岩本町２４ 200

382 26100151 福知山酒造組合 理事長 高木　幸太郎 京都府 福知山市末広町２―８ 200

383 27300038 交野鉄工事業協同組合 理事長 原田　義夫 大阪府 北河内郡交野町巳サベ３１３５ 100

384 27300108 新興製薬工業協同組合 理事長 水沼　五郎 大阪府 大阪市都島区新喜多町５ 200

385 27300061 近畿電気工事工業協同組合 理事長 荒木　健市 大阪府 大阪市福島区玉川町４丁目１２ 100

386 27300261 近畿タンククリーニング協同組合 代表理事 久野　直登 大阪府 大阪市此花区春日出北１―２―８吉本ビル内 1,000

387 27102782 大阪相互解体工事業協同組合 理事長 三宅　律 大阪府 大阪市西区九条南４丁目１２番２号 1,000

388 27100331 協同組合ブライダルディマンドチェーン 理事長 阿　正 大阪府 大阪市西区靱３丁目１０新永代ビル内 300

389 27100148 昭和海運協同組合 理事長 西井　笑治 大阪府 大阪市港区市岡元町３丁目１１番地 100

390 27101420 大阪重機土工協同組合 代表理事 横矢　一郎 大阪府 大阪市大正区南恩加島町５０ 1,000

391 27400230 大阪天王寺印刷紙工業協同組合 板谷　栄作 大阪府 大阪市天王寺区北山町２５ 10

392 27100367 大阪府油脂工業協同組合 理事長 有田　二郎 大阪府 大阪市天王寺区石ケ辻町４９有田ビル 50

393 27400706 ユウ．エイ．エイ設計事務所協同組合 理事長 久保田　安彦 大阪府 大阪市天王寺区生玉町２番３号 1,000

394 27100110 大阪府建設業協同組合 代表理事 廣瀬　法彦 大阪府 大阪市浪速区日本橋東３―１５―３ 1,130

395 27401749 大阪鋳鉄鋼協同組合 理事長 南本　勝治 大阪府 大阪市東成区大今里南１丁目２―２４ 1,000

396 27100210 大阪地区製革協同組合 理事長 柳原　太郎 大阪府 大阪市生野区猪飼野東４―２９ 500

397 27100239 中川金属加工企業組合 理事長 阿部　増右ヱ門 大阪府 大阪市生野区中川町２丁目３０番地 100
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398 27100319 東大阪金属工業協同組合 代表理事 石山　年一 大阪府 大阪市生野区勝山通９丁目７２番地 400

399 27400291 東大阪青果食品企業組合 理事長 小田　與市 大阪府 大阪市城東区蒲生町５丁目６ 200

400 27100312 大阪府履物卸商業協同組合 理事長 池上　徳三郎 大阪府 大阪市阿倍野区松崎町２丁目２８ 7

401 27100197 大都建設業協同組合 野村　開治 大阪府 大阪市住吉区帝塚山西５―１０６ 200

402 27400243 大阪府東南部コンクリートブロック工業協同組合 代表理事 梶　新太郎 大阪府 大阪市東住吉区平野元町７丁目４６ 100

403 27100310 大阪ハイドレザー販売事業協同組合 理事長 辻村　隆夫 大阪府 大阪市西成区鶴見橋通２―１２都商事内 100

404 27300059 近畿電熱機器工業協同組合 理事長 好井　亮一 大阪府 大阪市淀川区田川北２―５―６５ 2,200

405 27400105 近畿石鹸洗剤小売商協同組合 理事長 川端　和彦 大阪府 大阪市鶴見区茨田焼野町１８１―１ 1,000

406 27401338 大阪イーグル食品卸協同組合 理事長 宮川　敏明 大阪府 大阪市平野区瓜破西２丁目３―１４ 500

407 27300014 梅田地下壱番街商店協同組合 理事長 山尾　重雄 大阪府 大阪市北区梅田町１―１ 500

408 27300008 大阪医理化硝子商工協同組合 理事長 松本　操 大阪府 大阪市北区本庄中通１丁目２０ 10

409 27300025 関西製本紙工商工業協同組合 理事長 芳田　寅二郎 大阪府 大阪市北区天神橋筋１丁目４６ 100

410 27301739 関西中小企業建設協同組合 理事長 延原　祥公 大阪府 大阪市北区浮田１丁目５番１４号 1,000

411 27102627 大阪毛皮服飾縫製事業協同組合 理事長 吉田　耕作 大阪府 大阪市中央区瓦町５丁目２１ 500

412 27100024 大阪科学模型教材協同組合 山中　二三夫 大阪府 大阪市中央区住吉町１９ 100

413 27106448 大阪繊維工業協同組合 理事長 山上　辰三 大阪府 大阪市中央区内本町２―５７―２ 1,200

414 27400026 大阪府飲食業近代化協同組合 理事長 葛本　儀一 大阪府 大阪市中央区安堂寺橋通１丁目４４ 300

415 27100340 大阪府北摂洋服商工業協同組合 理事長 筑波　光二郎 大阪府 大阪市中央区瓦町２―４９ 10

416 27400333 大阪府模型教材小売商協同組合 松井　忠敬 大阪府 大阪市中央区東賑町２７ 100

417 27100268 西日本化成工業協同組合 理事長 福田　忠徳 大阪府 大阪市中央区高麗橋１丁目３額田ビル 500

418 27200062 大阪昆布工業協同組合 理事長 古藤　義 大阪府 堺市堺区桜之町西１―１０―４ 30

419 27201895 堺造園土木業協同組合 理事長 松本　勘二郎 大阪府 堺市堺区市之町東５―２―９山口ビル 200

420 27200085 堺向ヶ丘デパート商業協同組合 代表理事 大手　喜代志 大阪府 堺市西区家原寺町１―１４６ 1,000

421 28100492 東洋製罐事業協同組合 理事長 山崎　信司 大阪府 豊中市熊野町３―１６―３８山崎信司様方 500

422 27200219 大阪府紋紙工芸協同組合 理事長 三浦　道雄 大阪府 泉大津市東雲町９―５０ 500

423 27317026 守口市桜通商店街振興組合 代表理事 城戸　暁 大阪府 守口市桜町２番地 200

424 27500120 ショッパーズプラザ太田商業協同組合 代表理事 多田　恵子 大阪府 茨木市太田１―１２―３０ 100

425 27200127 泉南ストアー商業協同組合 理事長 金田　正司 大阪府 泉佐野市新安松３―３―１ 1,000

426 27200204 南河内衣料品商業協同組合 理事長 船内　樟弐 大阪府 富田林市大字富田林１０２―３ 10

427 27300279 大阪府油糧工業協同組合 理事長 村上　義治 大阪府 寝屋川市太間５４８ 2,000

428 27300174 大阪中小事業経営協同組合 理事長 古木　利一 大阪府 大東市住道大字三箇６５８ 50

429 27300028 門真建材商業協同組合 理事長 川本　文男 大阪府 門真市新橋町５―２５川本ビル内 200

430 27201009 富木デパート商業協同組合 代表理事 佐滝　幹幸 大阪府 高石市取石２―３―１５富木デパート市場内 100

431 27600196 東大阪建築営繕事業協同組合 理事長 向井　一喜 大阪府 東大阪市西堤本通東１―１―１ 1,000

432 27300093 三洋協力工場協同組合 理事長 山田　慶吾 大阪府 四条畷市南野７４７ 100

433 27217550 南大阪金属製品協同組合 理事長 島田　敏行 大阪府 大阪狭山市池之原１―８７８ 1,000

434 27200164 南部タオル工業協同組合 理事長 丹羽　光太郎 大阪府 泉南郡阪南町尾崎 200

435 28100488 栄光設備工事協同組合 代表理事 三輪　豊 兵庫県 神戸市東灘区岡本６丁目２―２３ 1,000

436 28104457 神戸中央食品加工協同組合 理事長 五熊　基七 兵庫県 神戸市兵庫区中之島２丁目１―２昭和水産株式会社内 1,300

437 28122900 兵庫産廃リサイクル事業協同組合 理事長 喜多　良一 兵庫県 神戸市兵庫区菊水町１―４―１２ 100

12/18



番号 株主番号 株主名 代表者役職名 代表者名 都道府県名 株主住所
所有株数

（単位：株）

株券番号

（空欄は、株券不所持の申出により株券

が発行されていないことを意味する）

438 28100047 兵庫県加工燃料工業協同組合 理事長 谷原　傳助 兵庫県 神戸市兵庫区上沢通３―４―２ 2

439 28100318 兵庫県帆布製品協同組合 理事長 小谷　利三郎 兵庫県 神戸市兵庫区戸場町５４ 1

440 28100382 神戸グリーンケミカル協同組合 理事長 西原　基一郎 兵庫県 神戸市須磨区千歳町４丁目１―３ 100

441 28120233 兵庫県建材事業協同組合 代表理事 蘆田　明彦 兵庫県 神戸市北区大沢町市原８―３ 500

442 28100576 神戸宅地建物事業協同組合 代表理事 藤田　博明 兵庫県 神戸市中央区栄町通１―１―９ 10,000

443 28123265 企業組合ザグネット 代表理事 渡部　正理 兵庫県 神戸市中央区元町通６―８―９―４Ｃ号 100

444 28100202 兵庫県地区引揚者衣料品小売商業協同組合 理事長 小西　勇 兵庫県 神戸市中央区下山手通２丁目２１ 10

445 28100201 兵庫県中等学生服商業協同組合 理事長 松本　栄 兵庫県 神戸市中央区相生町５丁目５１８ 1

446 28100304 兵庫県フェンツ商業協同組合 理事長 尾上　一二 兵庫県 神戸市中央区元町通３―１８５ 200

447 28100386 ホームマッチ協同組合 理事長 三野　義治 兵庫県 神戸市中央区北長狭通５―１９―４ 100

448 28200578 西姫路建設事業協同組合 代表理事 加藤　金次 兵庫県 姫路市今宿２０１７（吉本ビル） 1,000

449 28300459 尼崎石油事業協同組合 代表理事 福沢　重孝 兵庫県 尼崎市西立花町３―１９―１６ 1,000

450 28300026 尼崎金属商協同組合 理事長 大村　哲造 兵庫県 尼崎市東難波町５―１５朝銀兵庫信用組合内 700

451 28300085 塚口専門大店協同組合 代表理事 岡本　勝治 兵庫県 尼崎市塚口本町１丁目２―３０ 100

452 28100120 明石食料品小売商業協同組合 白川　一郎 兵庫県 明石市西本町５７ 3

453 28100275 阪神食料品連合協同組合 高橋　義秋 兵庫県 西宮市鳴尾町５―１―３ 1,000

454 28310878 ジー・エム総合建設協同組合 代表理事 鷹屋　豊 兵庫県 西宮市津門稲荷町９―１６ 100

455 28100442 大洋砕石協同組合 代表理事 本沢　八郎 兵庫県 西脇市大木町東山６１３ 100

456 28300159 宝塚山本商業企業組合 代表理事 大西　哲 兵庫県 宝塚市山本丸橋２―４３―４ 100

457 28300416 安倉センター事業協同組合 理事長 田上　軍治 兵庫県 宝塚市安倉中４―１―５ 100

458 28100360 三田輸出工芸企業組合 理事長 中村　不二夫 兵庫県 三田市三田町４２１５ 50

459 28200591 龍栄協業組合 代表理事 瀬戸　万司 兵庫県 たつの市揖保町東用１３６ 100

460 28100195 大志織物業協同組合 理事長 藤原　隆治 兵庫県 加東郡社町社６３６ 500

461 28100092 兵庫県凍豆腐工業協同組合 理事長 高原　定雄 兵庫県 多可郡八千代町中野間１１００ 8

462 29100143 企業組合中和スポーツシューズ下請加工センター 理事長 津守　時春 奈良県 磯城郡川西村大字梅戸７７―１ 500

463 29102566 大安寺商業協同組合 理事長 林　照明 奈良県 奈良市大安寺５丁目６番２号 1,000

464 29101378 協同組合増改築センター 代表理事 藤本　正雄 奈良県 奈良市西木辻八軒町２００―６２ 3,000

465 29101416 丸富デパート商業協同組合 代表理事 谷本　光正 奈良県 奈良市井上町２５ 500

466 29100196 天理木材協同組合 理事長 榊原　千美 奈良県 天理市田部町１６８ 100

467 29100214 弓槻牛乳企業組合 代表理事 松本　文彦 奈良県 天理市渋谷町４５３―１ 200

468 29100118 奈良県洗染商工業協同組合 代表理事 辰己　忠夫 奈良県 橿原市西条１９５ 100

469 29100220 奈良県熔剤商工業協同組合 理事長 小倉　克眞 奈良県 高市郡高取町字川原１１ 500

470 29100054 奈良県木箱事業協同組合 理事長 地子　宇作 奈良県 吉野郡大淀町桧垣本１５５０―１ 50

471 30100235 東和歌山駅前中央商店街協同組合 理事長 八木　慶三 和歌山県 和歌山市太田３９４―４株式会社和歌山水了軒内 5,400

472 30100147 昌栄ストア協同組合 福本　弥 和歌山県 和歌山市市小路５３―７ 100

473 30101954 和歌山市駅前再開発準備協同組合 清算人 伊藤　雄次 和歌山県 和歌山市杉ノ馬場１丁目１１番地 100

474 30100187 和歌山県打綿工業組合 理事長 中谷　五郎 和歌山県 和歌山市松江１５３ 500

475 30101438 和歌山県クリーニング事業協同組合 理事長 中村　敦雄 和歌山県 和歌山市新庄庄田３８８―３ 500

476 30100870 和歌山県タイヤ整備協同組合 理事長 松原　鶴雄 和歌山県 和歌山市小松原通３―６ 100

477 30100866 和歌山中央物産協同組合 理事長 土井　秀夫 和歌山県 和歌山市西浜１６６０ 400
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478 30101384 御坊製材団地協同組合 代表理事 中村　哲夫 和歌山県 御坊市島字桑木下新田１００８―１４ 1,000

479 30100797 朝日食品協同組合 代表理事 岡地　徳高 和歌山県 新宮市新宮３７９６ノ２ 100

480 30100767 熊野食肉事業協同組合 代表理事 中上　八郎 和歌山県 新宮市王子町３丁目９―１０ 500

481 30100274 協同組合名門酒造 代表理事 北野　新八 和歌山県 日高郡美浜町大字吉原８９０ 100

482 30116547 紀州森の恵み企業組合 代表理事 松原　直也 和歌山県 西牟婁郡すさみ町見老津４番地 100

483 31100081 企業組合鳥取サンヨー商会 理事長 衣笠　龍雄 鳥取県 鳥取市東品治町２８―３ 50

484 31100324 鳥取県医薬品小売商業組合 代表理事 西村　良朗 鳥取県 鳥取市吉方温泉２丁目６２８番地 500

485 31100043 鳥取県機械工業協同組合 理事長 塩　新一 鳥取県 鳥取市青谷町青谷４０３９ 100

486 31200257 米子薬品協同組合 理事長 渡部　医兵衛 鳥取県 米子市四日市町８７ 25

487 31200282 鳥取県和樽工業協同組合 理事長 坂口　良吉 鳥取県 米子市東倉吉町１３４―２ 20

488 32100011 安来魚市場協同組合 理事長 蔵本　雅保 島根県 安来市安来町１８３０ 200

489 33102231 岡山県営繕建築協同組合 理事長 佐藤　拓士 岡山県 岡山市北区中仙道１３３―１ 1,000

490 33100186 岡山県紙工業協同組合 篠原　政次 岡山県 岡山市北区幸町５―６ 100

491 33102232 木元経営合理化協同組合 理事長 木元　熊二 岡山県 岡山市北区厚生町３―１―１５ 900

492 33100437 岡山県南環衛料飲事業協同組合 代表理事 入江　孝通 岡山県 倉敷市白楽町５８８―７ 100

493 33100337 岡山県南部木材協同組合 理事長 井上　秀男 岡山県 笠岡市富岡１４４―３ 1,000

494 33100251 岡山石灰石破砕協同組合 代表理事 山内　宏 岡山県 新見市井倉５２５ 1,000

495 33102820 美作縫製事業協同組合 代表理事 中島　基栄 岡山県 久米郡久米町久米川南３２２５―１ 500

496 34100190 広島県建具商工業協同組合 理事長 吉川　勘一 広島県 広島市土手町３２ 1

497 34100218 中国石材協同組合 理事長 水内　貢 広島県 広島市中区幟町１４０―１ 5

498 34100008 広島県印刷工業協同組合 理事長 松井　富一 広島県 広島市中区新川場町８１―１ 1

499 34100038 広島県加工燃料工業協同組合 理事長 山田　寅吉 広島県 広島市中区中島町５３ 1

500 34100126 広島県商工業協同組合連合会 理事長 三村　郁夫 広島県 広島市中区袋町８ 1

501 34100102 広島県左官瓦枌工事業協同組合 理事長 中丸　友吾 広島県 広島市中区南竹屋町１０３ 20

502 34100216 中国被服工業協同組合 理事長 梶川　利久次 広島県 広島市南区翠町１５５０―２ 10

503 34100289 広島県パン工業協同組合 理事長 堀田　位馬二 広島県 広島市南区南段原町２―６６４ 1

504 34100315 広島県文具学用品卸商業協同組合 理事長 森島　武三 広島県 広島市南区仁保青崎３０９ 4

505 34100098 広島コンクリート工業協同組合 理事長 中元　忠彦 広島県 広島市南区宇品東７―１０―１０ 1,500

506 34100363 広島県旅館業協同組合 理事長 羽場　政一 広島県 広島市西区己斐中本町７３６ 2

507 34101845 高陽町商業協同組合 理事長 黒川　偉策 広島県 広島市安佐北区高陽町真亀２５ 100

508 34101167 協同組合呉食肉卸加工センター 代表理事 下井多　喜子 広島県 呉市広町末広新開１４５９４―５２ 100

509 90002234 株式会社タキグチ 代表取締役 瀧口　敏行 広島県 呉市苗代町４４５―１ 3,000

510 34100215 中国地区赤煉瓦工業協同組合 理事長 吉田　只一 広島県 竹原市吉名町４５５９株式会社吉名赤煉瓦工場内 1

511 34200877 協同組合延広元町商店会 理事長 有地　萬歳 広島県 福山市延広町６―４ 2,000

512 34100189 広島県畳材料商業協同組合 理事長 宗像　康人 広島県 安芸郡海田町海田市東入口 1

513 34100347 安浦機帆船協同組合 小河　政一 広島県 豊田郡安浦町大字三津口２３２３―２ 50

514 34100324 北備木材協同組合 代表理事 長曽　清隆 広島県 比婆郡口和町大字大築１２３ 1,500

515 35100163 西市木材事業協同組合 代表理事 豊田　朔朗 山口県 下関市豊田町大字殿敷２０８８―１ 1,000

516 35112108 協同組合山口県アパレルセンター 代表理事 能宗　英男 山口県 宇部市大字東須恵３８９４番地の４ 1,000

517 35100150 山口県萩鉄工業協同組合 理事長 柳　武治 山口県 萩市大字椿東３０９７ 100
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518 35200005 岩国温泉旅館協同組合 理事長 木原　茂 山口県 岩国市麻里布町５―７―７ 500

519 35200041 山陽国策生産販売協同組合 理事長 木村　巌 山口県 岩国市今津町６丁目１５―１ 100

520 35200053 周南鉄工業下請協同組合 山本　勝一 山口県 周南市大字徳山字横浜５８４ 100

521 36100068 企業組合国安屋商店 代表理事 吉田　米子 徳島県 美馬市穴吹町穴吹字井口１２０ 200

522 36100942 大三工業協同組合 代表理事 細田　整 徳島県 三好市池田町シンヤマ３５７７―１ 100

523 36100166 企業組合高石印刷所 代表理事 高石　恒美 徳島県 名西郡石井町石井字石井４２０―１ 500

524 37100298 香川県和樽工業協同組合 理事長 弥谷　醇平 香川県 小豆郡苗羽 10

525 37100211 香川県定期船協同組合 理事長 佐長　芳太郎 香川県 高松市玉藻町７１ 100

526 37100189 香川県畳協同組合 中西　忠王 香川県 高松市西新通町１９ 100

527 37100282 山中建設企業組合 代表理事 山中　久次郎 香川県 高松市田村町１１７３―１ 100

528 37100287 香川輸出敷物製造協同組合 理事長 豊島　時正 香川県 善通寺市金蔵寺町１２２８―１ 100

529 37100080 香川県再製タイヤ工業協同組合 理事長 金田　俊太郎 香川県 観音寺市観音寺町甲２８３２ 30

530 37100203 観音寺地区生活必需品商業協同組合 理事長 山地　正男 香川県 観音寺市観音寺町甲２８１６ 2

531 37100188 香川県代用硝子商工業協同組合 理事長 木道　武男 香川県 綾歌郡綾南町陶 10

532 37100231 企業組合中屋 理事長 合田　満美 香川県 三豊郡豊浜町大字姫浜２６１―１ 200

533 38100205 愛媛県茶業協同組合 理事長 佐伯　重照 愛媛県 周桑郡桜樹村大字鞍瀬 80

534 38100083 愛媛県ゴム製品商業協同組合 理事長 桑原　忠八 愛媛県 松山市新玉町１丁目２８ 2

535 38102156 愛媛県トラック物流事業協同組合 代表理事 秋山　政幸 愛媛県 松山市歩行町２丁目５―４ 500

536 38100328 愛媛県利器工業協同組合 理事長 藤本　丈夫 愛媛県 松山市宮田町２０３ 1

537 38100084 興居島機帆船事業協同組合 理事長 永瀬　寅吉 愛媛県 松山市三津栄町１０３ 10

538 38100283 愛媛県被服工業協同組合 理事長 宮崎　勝行 愛媛県 今治市金星町５丁目 4

539 38100231 今治豆腐油揚協同組合 代表理事 村上　重夫 愛媛県 今治市室屋町１丁目１番５ 100

540 38100253 愛媛県南予地区洋服商工協同組合 清算人 武田　忠良 愛媛県 宇和島市丸之内５―３―１２ 200

541 38100275 企業組合箱美製材所 理事長 美野　逸治 愛媛県 宇和島市朝日町３６５ 50

542 38100238 東洋真珠加工業協同組合 代表理事 中島　徳美 愛媛県 宇和島市栄町港２丁目１―８ 2,250

543 38100204 千代田繊維協同組合 理事長 大野　宏平 愛媛県 八幡浜市１４７２ 180

544 38100125 新居浜食肉事業協同組合 理事長 織田　克四郎 愛媛県 新居浜市多喜浜字北浜７６―２５ 500

545 38100323 周桑輸出マット協同組合 代表理事 降旗　経一 愛媛県 西条市北条 100

546 38100102 西条左官協同組合 代表理事 伊藤　重利 愛媛県 西条市朔日市５２０―５ 100

547 38100053 喜多生糸協同組合 理事長 藤本　秀雄 愛媛県 大洲市中村３９７ 1,200

548 38100249 長源製紙企業組合 理事長 長野　林太郎 愛媛県 四国中央市上分町６２ 10

549 38100233 東予洋服協同組合 代表理事 鈴木　滋 愛媛県 四国中央市三島宮川２―６―１９ 200

550 39100155 高岡商業協同組合 理事長 枝重　清喜 高知県 高岡郡高岡町乙１７３ 2

551 39100055 高知金属工業協同組合 理事長 宮崎　幸枝 高知県 高知市稲荷町６ 2

552 39101352 高知県佐川石灰石鉱業協同組合 代表理事 和田　熊治 高知県 高知市朝倉甲４６７―９ 3,500

553 39100109 高知県自転車商業協同組合 理事長 中島　豊海 高知県 高知市北奉公人町１０ 200

554 39100153 高知県代用石鹸製造工業協同組合 理事長 中村　義治 高知県 高知市北奉公人町２２８ 20

555 39100131 高知県製粉工業協同組合 理事長 西山　亀七 高知県 高知市相生町７９ 100

556 39100168 高知県中央建設業協同組合 理事長 土居　潔充 高知県 高知市天神町６５ 100

557 39100169 高知県中等学校制服商業協同組合 理事長 入交　義兵 高知県 高知市本町４０ 4
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558 39100170 高知県中等学校服工業協同組合 理事長 坂本　豊美 高知県 高知市本町下２―４０ 302

559 39100229 高知日用雑貨商業協同組合 理事長 宇田　喜太郎 高知県 高知市北奉公人町１―１１ 1

560 39100808 土佐鉄工協同組合 代表理事 岡林　和重 高知県 中村市具同５２９２―１ 100

561 39100006 足摺岬観光旅館協同組合 理事長 浜松　憲一 高知県 土佐清水市足摺岬１３４７―４ 3,700

562 40100386 福岡県東部製氷商業協同組合 理事長 衛藤　七郎 福岡県 北九州市八幡区黒崎藤田町１―１―９０５ 11

563 40200175 門司市食料品協同組合 代表理事 小畑　先 福岡県 北九州市門司区東門司１―２０―９門司食品株式会社内 100

564 40202550 北九州フォーム・カラー印刷協同組合 代表理事 青柳　和夫 福岡県 北九州市小倉北区井堀３丁目１６番１７号 1,000 1H8528

565 40201660 北九建興協同組合 理事長 和田　武文 福岡県 北九州市小倉北区馬借３オフィスビル５０５ 1,000

566 40200206 北九州西部板金協同組合 理事長 甲斐　政夫 福岡県 北九州市八幡西区夕原町４―１ 500

567 40200376 協同組合ミート共栄 理事長 八木　末尭 福岡県 北九州市八幡西区上上津役１９１９ 100

568 40100458 博多自動車修理協同組合 中島　猛 福岡県 福岡市東区比恵新町１―７９ 30

569 40100229 福岡県印袢纒商工業協同組合 理事長 坂田　喜久雄 福岡県 福岡市東区箱崎２７３０―１ 2

570 40100117 福岡県金属工業協同組合 理事長 岡部　繁 福岡県 福岡市東区馬出万世町１１２９ 30

571 40100385 企業組合福岡藤工社 木寺　正 福岡県 福岡市博多区住吉９１５ 20

572 40100687 協同組合福岡県経済経営センター 代表理事 高山　勉 福岡県 福岡市博多区博多駅東１丁目１番３３号はかた近代ビル９Ｆ 500

573 40100115 九州産業協同組合 理事長 高木　文次郎 福岡県 福岡市博多区西堅粕松原添６４４―８ 100

574 40100114 九州化粧品工業協同組合 平瀬　正己 福岡県 福岡市博多区住吉南新町５８８平瀬正己様方 100

575 40100227 福岡県紙器工業協同組合 理事長 伊佐　利助 福岡県 福岡市博多区住吉横田町８６４ 1

576 40100548 福岡県木調車工業協同組合 理事長 石島　稔 福岡県 福岡市博多区新簑島町８３７ 10

577 40100302 福岡炭坑資材商工業協同組合 理事長 井倉　政太郎 福岡県 福岡市博多区馬場新町７４ 100

578 40100274 福岡製材協同組合 原口　清 福岡県 福岡市博多区須崎浜町３３ 50

579 40100521 丸政企業組合 理事長 永岡　貞男 福岡県 福岡市博多区下西町４３ 60

580 40100226 新天町食料品販売協同組合 理事長 音藤　忠吉 福岡県 福岡市中央区新天町３７ 100

581 40102378 大蔵共栄協同組合 代表理事 江頭　忠義 福岡県 福岡市中央区警固３―１―７大蔵ビル 230

582 40100378 鉄板加工品製販企業組合 理事長 岩崎　藤内 福岡県 福岡市中央区上浜口町８ 500

583 40100073 福岡県ガラ商工業協同組合 理事長 河原田　平八郎 福岡県 福岡市中央区中庄町５１ 10

584 40100303 福岡県畳材料商業協同組合 堤　善太郎 福岡県 福岡市中央区天神町 1

585 40100509 福岡県包装木箱工業協同組合 吉次　重之 福岡県 福岡市中央区土手町２０ 2

586 40100258 福岡県水産煉製品工業協同組合 理事長 鹿兒島　義雄 福岡県 福岡市中央区鍛治町２７ 2

587 40100103 企業組合共進タクシー 代表理事 俵　政喜 福岡県 福岡市南区三宅３５０―２ 100

588 40105592 福岡フードデリバリー事業協同組合 代表理事 古川　巧 福岡県 福岡市南区柳河内２―３―４９―１０３ 200

589 40100340 大牟田地方製氷商業協同組合 理事長 今村　巌 福岡県 大牟田市中友町４６ 1

590 40100339 久留米地区家蓄商協同組合 甲斐　豊次郎 福岡県 久留米市東櫛原町１４４２ 10

591 40100444 福岡県農機具商業協同組合 理事長 渡辺　重雄 福岡県 久留米市東町２０９ 20

592 40100156 鞍手郡生活用品商業協同組合 理事長 高木　鶴清 福岡県 直方市須崎町１８１ 2

593 40100228 直方市食料品協同組合 理事長 西村　房雄 福岡県 直方市東殿町４８９ 1

594 40100218 直方親和電機協同組合 理事長 池田　利喜雄 福岡県 直方市新町病院通３２９―２ 300

595 40100479 日之出商店街協同組合 理事長 吉本　由雄 福岡県 直方市須崎町１７―１５ 50

596 40100176 福岡県鉱山機械工業協同組合 理事長 花田　勘平 福岡県 直方市上新入１６６０トンボヶ丘 100

597 40100341 筑豊撰別炭協同組合 理事長 西田　敏英 福岡県 飯塚市徳前３９５ 10
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598 40100519 松下ナショナル自転車販売協同組合 理事長 竹内　秀俊 福岡県 飯塚市菰田２８７―５ 20

599 40100301 田川郡生活必需品商業協同組合 代表者 田中　秀雄 福岡県 田川市奈良９５０―１１ 1

600 40100181 田川砿鉱品工業企業組合 理事長 原　正水 福岡県 田川市東区西大通３０３０ 1

601 40100520 丸正木材企業組合 理事長 加来　正巳 福岡県 田川市西区春日町８４０ 20

602 40100068 福岡県缶詰工業協同組合 理事長 宮崎　茂 福岡県 柳川市保加町２５ 100

603 40202077 東亜生コンクリート企業組合 代表理事 倉石　春政 福岡県 行橋市西宮市３―６―１ 1,000

604 40100777 福岡県総合開発事業協同組合 代表理事 築地　龍男 福岡県 粕屋郡須恵町大字須恵３１５ 1,000

605 40100554 山門郡東部生活必需品商業協同組合 理事長 柴田　種藏 福岡県 山門郡瀬高町下庄２２５１―２ 1

606 40100599 下田川総合協同組合 理事長 吉田　保 福岡県 田川郡金田町大字金田１１１３ 500

607 40100704 下田川建設協同組合 理事長 和田　玉吉 福岡県 田川郡金田町大字金田６４０―１ 100

608 40100675 福岡県事業促進協同組合 代表理事 樋口　謹次 福岡県 田川郡金田町大字金田９２８―３ 100

609 40100606 九州資源開発協同組合 理事長 村上　暁 福岡県 田川郡糸田町３０５１ 1,000

610 40100632 全日本同和会建設商工協同組合 理事長 岩口　一夫 福岡県 田川郡川崎町大字川崎４４３ 1,000

611 40100369 筑豊建設綜合協同組合 代表理事 向手　正俊 福岡県 田川郡川崎町大字池尻７９１―５ 1,000

612 41100029 佐賀県印刷工業協同組合 谷口　伊八 佐賀県 佐賀市蓮池町７８ 1

613 41100045 佐賀県桶工業協同組合 理事長 西　虎夫 佐賀県 佐賀市唐人町 1

614 41100130 佐賀県食肉商業協同組合 理事長 中村　兼蔵 佐賀県 佐賀市松原町２６ 1

615 41116896 ヒッツメディア事業協同組合 代表理事 井上　和彦 佐賀県 佐賀市駅前中央２―７―１５ 100

616 41100036 嬉野吉田生必商業協同組合 中村　丑之助 佐賀県 嬉野市嬉野町大字下宿乙８０２ 1

617 42100066 長崎機械工業協同組合 理事長 坂上　亀男 長崎県 長崎市末広町３―７ 1

618 42100083 長崎建設企業組合 理事長 青木　光弘 長崎県 長崎市神の島町３丁目５２６番地１５ 5,000

619 42100124 松浦市商工業協同組合 久家　祥梧 長崎県 松浦市志佐町浦免１４９４ 1,000

620 43100075 熊本市上通町地区事業協同組合 理事長 鈴木　林 熊本県 熊本市中央区上通町４６ 110

621 43100138 熊本県鑛業協同組合 理事長 堤　勇吉 熊本県 熊本市中央区南千反畑町２２ 100

622 43100399 熊本県和紙工業協同組合 常任理事 近藤　信行 熊本県 熊本市中央区世安町３５７ 10

623 43102890 熊本県自動車解体部品協同組合 理事長 北口　賢二 熊本県 熊本市高江町１４３２番地１ 100

624 43100176 荒尾商工業協同組合 代表理事 江崎　忠蔵 熊本県 荒尾市西原区荒尾商工会議所内 200

625 43100178 熊本県城北藺製品商工業協同組合 理事長 布上　精市 熊本県 山鹿市山鹿２４６ 25

626 44100218 大分県トヨタ自動車整備事業協同組合 理事長 佐藤　健一 大分県 大分市中島西３―１―２ 3,000

627 44100286 日田木材乾燥事業協同組合 理事長 高波　末松 大分県 日田市大字十二町７０―１ 500

628 44100167 大南木材生産協同組合 成追　豊 大分県 佐伯市６４４０ 2,000

629 45113300 Ｊ・Ｔ・Ｏ繊維協同組合 理事長 大平　雅章 宮崎県 宮崎市東宮２―１６９ 100

630 45100008 拓新産業総合協同組合 代表理事 山本　勝 宮崎県 宮崎市本郷北方２５７０―８２ 100

631 45100602 宮崎県重機サブコン協同組合 代表理事 漆島　清綱 宮崎県 宮崎市旭１―７―２０ 100

632 45100178 宮崎県住設事業協同組合 理事長 高木　覚一 宮崎県 宮崎市吉村町下別府乙６―２ 500

633 45100114 宮崎県製粉製麺工業協同組合 理事長 川越　行光 宮崎県 宮崎市宮田町１２藤ビル 10

634 45100671 宮崎県緑化事業協同組合 理事長 岩切　一 宮崎県 宮崎市中西町２２５ 500

635 45100229 宮崎県北部畜産企業組合 代表理事 簔毛　定巳 宮崎県 延岡市日の出町４２１１ 500

636 45100992 日南建築事業協同組合 理事長 小松　敏明 宮崎県 日南市上平野町２―１１―８ 1,800

637 45100652 日向地区塗装事業協同組合 理事長 兜玉　勇 宮崎県 日向市大字財光寺１８６―４２ 100
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638 45100935 西都鉄構協同組合 理事長 山地　秀文 宮崎県 西都市大字鹿野田１５４１ 1,000

639 46100315 協同組合鹿児島文化センター 理事長 高塚　明 鹿児島県 鹿児島市山之口町８―１５ 1,500

640 46102940 鹿児島県写真業協同組合 理事長 冨迫　勝 鹿児島県 鹿児島市紫原５丁目４１―１６ 1,000

641 46101304 鹿児島県食鳥事業協同組合 代表理事 鎌田　實 鹿児島県 鹿児島市田上町２２６ 1,000

642 46100176 鹿児島県室内装飾協同組合 迫田　義昭 鹿児島県 鹿児島市玉里町２３番１８号 100

643 46100318 本場大島紬工業協同組合 理事長 藤山　清 鹿児島県 鹿児島市新屋敷町１６０ 100

644 46103277 南九州建設機械整備協同組合 清算人 国安　勝夫 鹿児島県 鹿児島市七ツ島１―１―１２ 200

645 46100350 南日本旅館事業協同組合 理事長 桑水流　通造 鹿児島県 鹿児島市山之口町７―３９ 1,500

646 46100312 樋脇町観光事業協同組合 代表理事 坂下　才蔵 鹿児島県 薩摩郡樋脇町市比野２５８０ 1,000 1H22522

647 46100296 出水郡農業会農機具工業協同組合 理事長 宮内　良行 鹿児島県 出水郡野田町下名５３２１ 10

648 46100064 加治木町穀類加工企業組合 理事長 森園　与一 鹿児島県 姶良郡加治木町本町１８０ 100

649 46100218 曽於クリーニング協同組合 代表理事 山下　勇 鹿児島県 曽於郡志布志町志布志２５８０ 200

650 46100121 高山町商工業協同組合 理事長 田代　武兵衛 鹿児島県 肝属郡高山町前田３２４７ 34

651 46101273 種子島鰻加工販売協同組合 組合長理事 下田　徹 鹿児島県 熊毛郡南種子町中之上２１８０―３ 1,000

652 46100378 屋久島特殊林産協同組合 代表理事 徳永　泰 鹿児島県 熊毛郡屋久町安房１２１ 200

653 47100073 沖縄電器製品販売協同組合 代表理事 仲宗根　嘉昭 沖縄県 那覇市古波蔵２９３―２０ 100
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