
合併日：平成31年4月1日（月）

金融機関
コード

農協名
店舗
コード

店舗名 ｶﾅ名
金融機関
コード

農協名
店舗
コード

店舗名 ｶﾅ名

8134 山口県 900 本所 ﾎﾝｼﾖ

8134 周南 040 本所 ﾎﾝｼﾖ 001 周南統括本部支所 ｼﾕｳﾅﾝﾄｳｶﾂﾎﾝﾌﾞ

002 徳山東支所 ﾄｸﾔﾏﾋｶﾞｼ 002 徳山東支所 ﾄｸﾔﾏﾋｶﾞｼ

005 徳山支所 ﾄｸﾔﾏ 005 徳山支所 ﾄｸﾔﾏ

010 戸田支所 ﾍﾀ 006 戸田支所 ﾍﾀ

013 三田川支所 ﾐﾀｶﾞﾜ 013 三田川支所 ﾐﾀｶﾞﾜ

031 都濃支所 ﾂﾉ 031 都濃支所 ﾂﾉ

041 下松支所 ｸﾀﾞﾏﾂ 041 下松支所 ｸﾀﾞﾏﾂ

042 久保支所 ｸﾎﾞ 042 久保支所 ｸﾎﾞ

043 末武香力支所 ｽｴﾀｹｺｳﾘｷ 043 末武香力支所 ｽｴﾀｹｺｳﾘｷ

044 花岡支所 ﾊﾅｵｶ 044 花岡支所 ﾊﾅｵｶ

050 室積支所 ﾑﾛﾂﾞﾐ 050 室積支所 ﾑﾛﾂﾞﾐ

051 島田支所 ｼﾏﾀ 051 島田支所 ｼﾏﾀ

053 光井支所 ﾐﾂｲ 053 光井支所 ﾐﾂｲ

056 光支所 ﾋｶﾘ 056 光支所 ﾋｶﾘ

060 福川支所 ﾌｸｶﾞﾜ 060 福川支所 ﾌｸｶﾞﾜ

069 新南陽支所 ｼﾝﾅﾝﾖｳ 069 新南陽支所 ｼﾝﾅﾝﾖｳ

070 鹿野支所 ｶﾉ 070 鹿野支所 ｶﾉ

082 熊毛支所 ｸﾏｹﾞ 082 熊毛支所 ｸﾏｹﾞ

8096 山口大島 090 本所 ﾎﾝｼﾖ 121 周防大島統括本部支所 ｽｵｳｵｵｼﾏﾄｳｶﾂﾎﾝﾌﾞ

001 久賀支所 ｸｶ 122 久賀支所 ｸｶ

010 東和支所 ﾄｳﾜ 123 東和支所 ﾄｳﾜ

040 橘支所 ﾀﾁﾊﾞﾅ 124 橘支所 ﾀﾁﾊﾞﾅ

065 大島支所 ｵｵｼﾏ 125 大島支所 ｵｵｼﾏ

8102 岩国市 090 統括本部 ﾄｳｶﾂﾎﾝﾌﾞ 191 岩国統括本部支所 ｲﾜｸﾆﾄｳｶﾂﾎﾝﾌﾞ

010 本所 ﾎﾝｼﾖ 192 岩国中央支所 ｲﾜｸﾆﾁﾕｳｵｳ

011 岩国支所 ｲﾜｸﾆ 193 岩国支所 ｲﾜｸﾆ

014 東支所 ﾋｶﾞｼ 194 東支所 ﾋｶﾞｼ

015 川下支所 ｶﾜｼﾓ 195 川下支所 ｶﾜｼﾓ

016 愛宕支所 ｱﾀｺﾞ 196 愛宕支所 ｱﾀｺﾞ

017 灘支所 ﾅﾀﾞ 197 灘支所 ﾅﾀﾞ

021 平田支所 ﾋﾗﾀ 198 平田支所 ﾋﾗﾀ

027 海土路支所 ﾐﾄﾞﾛ 199 海土路支所 ﾐﾄﾞﾛ

8103 山口東 010 本所 ﾎﾝｼﾖ

003 岩国西支所 ｲﾜｸﾆﾆｼ 200 岩国西支所 ｲﾜｸﾆﾆｼ

030 和木支所 ﾜｷ 201 和木支所 ﾜｷ

035 由宇支所 ﾕｳ 202 由宇支所 ﾕｳ

043 高森支所 ﾀｶﾓﾘ 203 高森支所 ﾀｶﾓﾘ

(岩国西支所へ統合)

合併に伴う農協店舗新旧対比表
山口県農業協同組合

旧（合併前） 新（合併後）

（新設）
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8103 山口東 055 広瀬支所 ﾋﾛｾ 8134 山口県 204 広瀬支所 ﾋﾛｾ

075 美和支所 ﾐﾜ 205 美和支所 ﾐﾜ

094 玖珂支所 ｸｶﾞ 206 玖珂支所 ｸｶﾞ

8118 南すおう 080 本所 ﾎﾝｼﾖ 261 南すおう統括本部支所 ﾐﾅﾐｽｵｳﾄｳｶﾂﾎﾝﾌﾞ

010 伊陸支所 ｲｶﾁ 262 伊陸支所 ｲｶﾁ

015 柳井支所 ﾔﾅｲ 263 柳井支所 ﾔﾅｲ

018 伊保庄支所 ｲﾎﾉｼﾖｳ 264 伊保庄支所 ｲﾎﾉｼﾖｳ

020 平郡支所 ﾍｲｸﾞﾝ 265 平郡支所 ﾍｲｸﾞﾝ

040 上関支所 ｶﾐﾉｾｷ 266 上関支所 ｶﾐﾉｾｷ

051 平生支所 ﾋﾗｵ 267 平生支所 ﾋﾗｵ

060 田布施支所 ﾀﾌﾞｾ 268 田布施支所 ﾀﾌﾞｾ

071 大和支所 ﾔﾏﾄ 269 大和支所 ﾔﾏﾄ

8143 防府とくぢ 011 本所 ﾎﾝｼﾖ 331 防府とくぢ統括本部支所 ﾎｳﾌﾄｸﾁﾞﾄｳｶﾂﾎﾝﾌﾞ

001 防府中央支所 ﾎｳﾌﾁﾕｳｵｳ 332 防府中央支所 ﾎｳﾌﾁﾕｳｵｳ

002 防府北支所 ﾎｳﾌｷﾀ 333 防府北支所 ﾎｳﾌｷﾀ

003 防府東支所 ﾎｳﾌﾋｶﾞｼ 334 防府東支所 ﾎｳﾌﾋｶﾞｼ

004 防府南支所 ﾎｳﾌﾐﾅﾐ 335 防府南支所 ﾎｳﾌﾐﾅﾐ

030 防府西支所 ﾎｳﾌﾆｼ 336 防府西支所 ﾎｳﾌﾆｼ

041 徳地支所 ﾄｸﾁﾞ 337 徳地支所 ﾄｸﾁﾞ

8153 山口中央 090 本所 ﾎﾝｼﾖ 401 山口統括本部支所 ﾔﾏｸﾞﾁﾄｳｶﾂﾎﾝﾌﾞ

002 大内支所 ｵｵｳﾁ 402 大内支所 ｵｵｳﾁ

003 宮野支所 ﾐﾔﾉ 403 宮野支所 ﾐﾔﾉ

088 中央支所 ﾁﾕｳｵｳ 404 中央支所 ﾁﾕｳｵｳ

050 仁保支所 ﾆﾎ 405 仁保支所 ﾆﾎ

010 川東支所 ｶﾜﾋｶﾞｼ 406 川東支所 ｶﾜﾋｶﾞｼ

012 川西支所 ｶﾜﾆｼ 407 川西支所 ｶﾜﾆｼ

043 秋穂支所 ｱｲｵ 408 秋穂支所 ｱｲｵ

085 小郡支所 ｵｺﾞｵﾘ 409 小郡支所 ｵｺﾞｵﾘ

063 阿東支所 ｱﾄｳ 410 阿東支所 ｱﾄｳ

077 長門峡支所 ﾁﾖｳﾓﾝｷﾖｳ 411 長門峡支所 ﾁﾖｳﾓﾝｷﾖｳ

8223 あぶらんど萩 088 本所 ﾎﾝｼﾖ 471 萩統括本部支所 ﾊｷﾞﾄｳｶﾂﾎﾝﾌﾞ

001 佐々並支所 ｻｻﾅﾐ 472 佐々並支所 ｻｻﾅﾐ

035 南萩支所 ﾐﾅﾐﾊｷﾞ 473 南萩支所 ﾐﾅﾐﾊｷﾞ

011 萩支所 ﾊｷﾞ 474 萩支所 ﾊｷﾞ

060 阿中支所 ｱﾁﾕｳ 475 阿中支所 ｱﾁﾕｳ

065 奈古大井支所 ﾅｺﾞｵｵｲ 476 奈古大井支所 ﾅｺﾞｵｵｲ

081 阿北支所 ｱﾎｸ 477 阿北支所 ｱﾎｸ

083 小川支所 ｵｶﾞﾜ 478 小川支所 ｵｶﾞﾜ

8166 山口宇部 090 本店 ﾎﾝﾃﾝ 541 宇部統括本部支所 ｳﾍﾞﾄｳｶﾂﾎﾝﾌﾞ

070 阿知須支店 ｱｼﾞｽ 542 阿知須支所 ｱｼﾞｽ

001 東岐波支店 ﾋｶﾞｼｷﾜ 543 東岐波支所 ﾋｶﾞｼｷﾜ

025 西岐波支店 ﾆｼｷﾜ 544 西岐波支所 ﾆｼｷﾜ

015 宇部支店 ｳﾍﾞ 545 宇部支所 ｳﾍﾞ
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8166 山口宇部 041 厚南支店 ｺｳﾅﾝ 8134 山口県 546 厚南支所 ｺｳﾅﾝ

010 厚東川支店 ｺﾄｳｶﾞﾜ 547 厚東川支所 ｺﾄｳｶﾞﾜ

020 小野出張所 ｵﾉ 548 小野出張所 ｵﾉ

065 楠支店 ｸｽﾉｷ 549 楠支所 ｸｽﾉｷ

050 高千帄支店 ﾀｶﾁﾎ 550 高千帄支所 ﾀｶﾁﾎ

045 小野田出張所 ｵﾉﾀﾞ 551 小野田出張所 ｵﾉﾀﾞ

085 厚狭支店 ｱｻ 552 厚狭支所 ｱｻ

080 埴生出張所 ﾊﾌﾞ 553 埴生出張所 ﾊﾌﾞ

8181 下関 020 本所 ﾎﾝｼﾖ 611 下関統括本部支所 ｼﾓﾉｾｷﾄｳｶﾂﾎﾝﾌﾞ

002 王喜支所 ｵｵｷ 612 王喜支所 ｵｵｷ

005 清末支所 ｷﾖｽｴ 613 清末支所 ｷﾖｽｴ

006 王司支所 ｵｳｼﾞ 614 王司支所 ｵｳｼﾞ

009 長府支所 ﾁﾖｳﾌ 615 長府支所 ﾁﾖｳﾌ

012 勝山支所 ｶﾂﾔﾏ 616 勝山支所 ｶﾂﾔﾏ

013 川中支所 ｶﾜﾅｶ 617 川中支所 ｶﾜﾅｶ

014 吉見支所 ﾖｼﾐ 618 吉見支所 ﾖｼﾐ

021 幡生支所 ﾊﾀﾌﾞ 619 幡生支所 ﾊﾀﾌﾞ

025 彦島支所 ﾋｺｼﾏ 620 彦島支所 ﾋｺｼﾏ

030 安岡支所 ﾔｽｵｶ 621 安岡支所 ﾔｽｵｶ

035 菊川町支所 ｷｸｶﾞﾜﾁﾖｳ 622 菊川町支所 ｷｸｶﾞﾜﾁﾖｳ

046 黒井支所 ｸﾛｲ 623 黒井支所 ｸﾛｲ

092 豊浦町支所 ﾄﾖｳﾗﾁﾖｳ 624 豊浦町支所 ﾄﾖｳﾗﾁﾖｳ

051 豊北町支所 ﾎｳﾎｸﾁﾖｳ 625 豊北町支所 ﾎｳﾎｸﾁﾖｳ

058 神田支所 ｶﾝﾀﾞ 626 神田支所 ｶﾝﾀﾞ

075 豊田町支所 ﾄﾖﾀﾁﾖｳ 627 豊田町支所 ﾄﾖﾀﾁﾖｳ

8197 山口美祢 090 本所 ﾎﾝｼﾖ 681 美祢統括本部支所 ﾐﾈﾄｳｶﾂﾎﾝﾌﾞ

001 美東支所 ﾐﾄｳ 682 美東支所 ﾐﾄｳ

011 秋芳支所 ｼﾕｳﾎｳ 683 秋芳支所 ｼﾕｳﾎｳ

020 共和支所 ｷﾖｳﾜ 684 共和支所 ｷﾖｳﾜ

050 西厚保支所 ﾆｼｱﾂ 685 西厚保支所 ﾆｼｱﾂ

060 美祢支所 ﾐﾈ 686 美祢支所 ﾐﾈ

8200 長門大津 751 長門統括本部支所 ﾅｶﾞﾄﾄｳｶﾂﾎﾝﾌﾞ

001 本所 ﾎﾝｼﾖ 752 深川支所 ﾌｶﾜ

010 俵山支所 ﾀﾜﾗﾔﾏ 753 俵山支所 ﾀﾜﾗﾔﾏ

020 仙崎支所 ｾﾝｻﾞｷ 754 仙崎支所 ｾﾝｻﾞｷ

040 三隅支所 ﾐｽﾐ 755 三隅支所 ﾐｽﾐ

051 日置支所 ﾍｷ 756 日置支所 ﾍｷ

060 油谷支所 ﾕﾔ 757 油谷支所 ﾕﾔ

080 向津具支所 ﾑｶﾂｸ 758 向津具支所 ﾑｶﾂｸ

（新設）
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