
大学生協事業連合ガイド
2020

2018年11月 全国６つの事業連合が合併して、
大学生協事業連合が誕生しました。



代表理事
理事長

井内 善臣（兵庫県立大学名誉教授）

ごあいさつ

大学生協事業連合は「事業連帯の強化と革新をめざす」組織として、全国6地区の事業連合が結集し
て新組織を発足し2020年度は2期目を迎えることができました。皆様のご協力、ご支援に感謝申し上げ
ます。
大学生協は「つながる元気、ときめきキャンパス」を宣言し「協力・協同・自立・参加」という４つの
理念のもと、「学びと成長」に資するべく事業活動を行っております。
また大学生協事業連合は、大学生協の主たる組合員である学生、教職員が多くの生活時間を過ごす各

大学キャンパスにおける教育研究や学修の活動支援や生活支援だけに留まらず、ときには文化的活動支
援のための事業も行っており、大学と共に歩んでゆく「パートナー」としての存在感を高め、今や大学
にとっても「なくてはならない組織」となっています。
ところで、ここ数年、「働き方改革」という潮流に象徴されるように、これまでの社会経済活動に大

きな変革が表れてきました。また同時期に、大学の運営交付金の削減、消費税の増税、18才人口の減少、
多様なバックボーンを持つ学生の入学、キャッシュレス化等々、大学を取り巻く環境も大きく様変わり
し、しかもその変化のうねりが大きく、しかも予想外の速さで突き進んできております。こうした状況
では、キャンパス内だけに限らず、学外も含めた「あらゆる場や局面」での学修支援、キャリア支援、
生活支援など、大学生協も組合員への支援活動にも変革を求められ、また大学生協の事業のあり方にも
変革が求められ、事業連合は対応をして参りました。こうした対応の中で、DECS事業やキャッシュレ
ス化事業などが生まれてきました。さらにこの度の「新型コロナ・ウィルス感染騒動」により、大学で
は教育研究体制について大きな変革が生じております。「9月入学」、「オンライン授業」、「100分授
業」等々、今後こうした状況が恒久化するかどうかは不透明ですが、教育、研究だけでなく、就活やキ
ャリア形成にも困難さをともなう組合員が少なからずおられます。
しかし、一方では「オンライン授業」の普及促進が「新しいビジネスモデル」を生み出すことになる

とも考えられます。このような事態の時にこそ、大学生協事業連合、大学生協職員、組合員が「one 
team」となって、立ち向かわなければなりません。「主体的な学び」を育み促進する事業を提供し有意
義なキャンパスライフを過ごすことができるよう、これまでに大学生協事業連合が培ってきたノウハウ
や経験を活かして「学びと成長」活動を支援してゆきましょう。
新しい組織やシステムではよく言われるように、最初から完璧なものはなく、時間とともに完成度を

高め、成長を遂げてゆくものであると思います。組織・システムは「それに関わる人」との関係なくし
ては「効率的、効果的な組織・システムとはならない」ことはこれまでの経験から強く感じております。
つまり「人」と「組織・システム」そして両者を仲介する「マン・マシンインタフェース」や「コミュ
ニケーション力」が一体となって、はじめて新組織・新システムが最大限の力を発揮するものだと思い
ます。その実現のためのキーワードは「標準化」、「効率化」であると思います。これまでの「仕事の
やり方を代える」、場合によっては「組織も変える」、「標準化を行う」、場合によっては「統一化を
図る」など、協同互助の精神に基づき、全国大学生活協同組合連合会と連携し、事業活動ならびに各種
活動を行ない、会員組合員の生活の文化的、経済的改善向上を図りましょう。
大学や大学生協事業に関わる皆様方のさらなるご支援とご協力をお願申し上げます。



組織概要

組織図

事業概要

設立年月日 1969年　10月　1日
代表者 理 事 長　 井内　善臣（兵庫県立大学名誉教授）

専務理事　 戸田　俊浩
会員生協数 190会員（2020年2月末現在）

内訳  184大学生協、6インターカレッジコープ
会員の組合員数 約144万人（2019年9月末現在）
会員生協総供給高 約1,615億円（2019年度）
出資金 約29.6 億円（2020年2月末現在）
職員数 464人（2020年2月末現在）　※定時職員を除く
区域

関係団体 日本生活協同組合連合会
全国大学生活協同組合連合会
全国大学生協共済生活協同組合連合会
北海道生活協同組合連合会
宮城県生活協同組合連合会
東京都生活協同組合連合会
愛知県生活協同組合連合会
京都府生活協同組合連合会
兵庫県生活協同組合連合会
石川県生活協同組合連合会
福岡県生活協同組合連合会

協同互助の精神に基づき、全国大学生活協同組合連合会と連携し、大学生活協同組合の協
同事業の中心として事業活動ならびに各種活動を行なって会員事業の発展を図り、会員組
合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることを目的とする。（定款より抜粋）

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野
県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌
山県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
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		事業連合ホームページ ジギョウ レンゴウ

		東京 トウキョウ				NR

		組織概要 ソシキ ガイヨウ

				理事長挨拶 リジチョウ アイサツ		6月以降 ガツ イコウ		新理事長予定者に依頼 シン リジチョウ ヨテイシャ イライ

				経営組織図 ケイエイ ソシキズ		〇掲載済 ケイサイ スミ

				会員生協一覧 カイイン セイキョウ イチラン		要検討 ヨウ ケントウ		PDFで掲載？ジャンプできるようにする？ ケイサイ

				沿革 エンカク		要検討 ヨウ ケントウ

				概要 ガイヨウ		6月以降 ガツ イコウ

				経営データ（供給高構成比） ケイエイ キョウキュウ ダカ コウセイヒ		必要？？？ ヒツヨウ

				経営データ（貸借、損益） ケイエイ タイシャク ソンエキ		6月以降 ガツ イコウ

				所在地 ショザイチ		〇掲載済 ケイサイ スミ

				事業部一覧＆連絡先 ジギョウ ブ イチラン レンラクサキ		掲載しない ケイサイ

				印刷用パンフレット インサツヨウ		要検討 ヨウ ケントウ

		調査 チョウサ		会員合計供給高 カイイン ゴウケイ キョウキュウ ダカ		必要？TKで集計できる？地区別に集計できるらしい。 ヒツヨウ シュウケイ チク ベツ シュウケイ

				会員合計組合員数 カイイン ゴウケイ クミアイイン スウ		大学生協連会員基本調査から集計？ ダイガク セイキョウ レン カイイン キホン チョウサ シュウケイ

		検討 ケントウ		子法人、関係法人を掲載する必要あるか？ コ ホウジン カンケイ ホウジン ケイサイ ヒツヨウ
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		事業概要 カニュウ		協同互助の精神に基づき、全国大学生活協同組合連合会と連携し、大学生活協同組合の協同事業の中心として事業活動ならびに各種活動を行なって会員事業の発展を図り、会員組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることを目的とする。（定款より抜粋） テイカン バッスイ





		設立年月日 セツリツ ネンガッピ		1969年　10月　1日 ネン ガツ ヒ

		代表者 ダイヒョウシャ		理 事 長　 リ コト チョウ		井内　善臣（兵庫県立大学名誉教授） イノウチ ゼン シン ヒョウゴケンリツ

				専務理事　 センムリジ		戸田　俊浩

		会員生協数 カイイン セイキョウ スウ		190会員（2020年2月末現在） カイイン ネン ガツマツ ゲンザイ

				内訳		 184大学生協、6インターカレッジコープ

		会員の組合員数 カイイン クミアイイン スウ		約144万人（2019年9月末現在） ヤク マン ニン ネン ガツ マツ ゲンザイ

		会員生協総供給高 カイイン セイキョウ ソウ キョウキュウ ダカ		約1,615億円（2019年度） ヤク オクエン ネンド

		出資金 シュッシキン		約29.6 億円（2020年2月末現在） ヤク オク エン ネン ガツマツ ゲンザイ

		職員数 ショクインスウ		464人（2020年2月末現在）　※定時職員を除く ニン テイジ ショクイン ノゾ

		区域 クイキ		北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県







		関係団体 カンケイ ダンタイ		日本生活協同組合連合会 ニホン セイカツ キョウドウ クミアイ レンゴウカイ

				全国大学生活協同組合連合会 ゼンコク ダイガク セイカツキョウドウクミアイ レンゴウカイ

				全国大学生協共済生活協同組合連合会 ゼンコク ダイガク セイキョウ キョウサイ セイカツ キョウドウ クミアイ レンゴウカイ

				北海道生活協同組合連合会 ホッカイドウ セイカツキョウドウクミアイレンゴウカイ

				宮城県生活協同組合連合会 ミヤギケン セイカツキョウドウクミアイレンゴウカイ

				東京都生活協同組合連合会 トウキョウト セイカツキョウドウクミアイレンゴウカイ

				愛知県生活協同組合連合会 アイチケン セイカツキョウドウクミアイレンゴウカイ

				京都府生活協同組合連合会 キョウトフ セイカツキョウドウクミアイレンゴウカイ

				兵庫県生活協同組合連合会 ヒョウゴケン セイカツキョウドウクミアイレンゴウカイ

				石川県生活協同組合連合会 イシカワケン セイカツキョウドウクミアイレンゴウカイ

				福岡県生活協同組合連合会 フクオカケン セイカツキョウドウクミアイレンゴウカイ
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																																																						2020年7月現在 ネン ガツ ゲンザイ

																												総会 ソウカイ

						監事(会) カn カイ

																																																				北海道地区協議会 ホッカ



																												理事会 リジカイ

						監事室 カンj シツ																																														東北地区協議会 トウホk





																												理事長 リj																								東京地区協議会 トウキョ





										副理事長 フクリj																																										東海地区協議会 トウkトウホk





																												専務理事 センm																								関西北陸地区協議会 カンサトウkトウホk





										常務理事 ジョウム リジ																																										九州地区協議会 キュウシュトウkトウホk





																																																専務補佐 センム ホサ











				店舗支援部(東京地区) テンポ シエン ブ トウキョウ チク						理事会室 リj						総務部 ソウm						経理部 ケ						情報システム部 ジョウホ						総合企画部 ソウg						勉学研究事業部 ベンガk						学び支援事業部 マナ シエン ジギョウ ブ						食品事業部 ショk						フードサービス事業部 ジギョウ ブ		東４地区 ヒガs				フードサービス事業部 ジギョウ ブ		西２地区 ニシヒガs

































会員生協

北海道大学生活協同組合
北海学園生活協同組合
酪農学園生活協同組合
札幌学院大学生活協同組合
北星学園生活協同組合
北海道教育大学生活協同組合
札幌大学生活協同組合
小樽商科大学生活協同組合
室蘭工業大学生活協同組合
帯広畜産大学生活協同組合
北見工業大学生活協同組合
釧路公立大学生活協同組合
公立はこだて未来大学生活協同組合

弘前大学生活協同組合
岩手大学生活協同組合
盛岡大学生活協同組合
秋田大学生活協同組合
東北大学生活協同組合
東北学院大学生活協同組合
東北工業大学生活協同組合
宮城教育大学生活協同組合
宮城大学生活協同組合
尚絅学院大学生活協同組合
山形大学生活協同組合
福島大学生活協同組合
宮城学院生活協同組合
弘前学院生活協同組合
大学生活協同組合みやぎインターカレッジコープ
岩手県立大学生活協同組合

東京大学消費生活協同組合
早稲田大学生活協同組合
慶應義塾生活協同組合
法政大学生活協同組合
生活協同組合東京インターカレッジコープ
東京理科大学消費生活協同組合
工学院大学学園生活協同組合
東京電機大学生活協同組合
東京海洋大学生活協同組合
千葉商科大学生活協同組合
千葉大学生活協同組合
東京農業大学生活協同組合
東邦大学消費生活協同組合
東京工業大学生活協同組合
明治学院消費生活協同組合

北海道地区

東北地区

東京地区

首都大学東京生活協同組合
和光学園生活協同組合
桜美林学園消費生活協同組合
麻布大学生活協同組合
宇宙科学研究所生活協同組合
横浜国立大学生活協同組合
横浜市立大学生活協同組合
星薬科大学生活協同組合
東京工芸大学生活協同組合
芝浦工業大学消費生活協同組合
日本赤十字看護大学生活協同組合
お茶の水女子大学消費生活協同組合
東京医科歯科大学生活協同組合
東京外国語大学生活協同組合
武蔵学園生活協同組合
日本女子大学生活協同組合
東洋大学生活協同組合
東京芸術大学生活協同組合
大東文化学園生活協同組合
埼玉大学生活協同組合
跡見学園女子大学生活協同組合
十文字学園生活協同組合
淑徳大学みずほ台生活協同組合
前橋工科大学生活協同組合
東京工業高等専門学校生活協同組合
東京経済大学生活協同組合
一橋大学消費生活協同組合
東京学芸大学生活協同組合
電気通信大学生活協同組合
東京農工大学消費生活協同組合
津田塾大学生活協同組合
東京薬科大学生活協同組合
白梅学園生活協同組合
日本社会事業大学生活協同組合
日本獣医生命科学大学生活協同組合
清泉女学院生活協同組合
山梨県立大学生活協同組合
明治薬科大学生活協同組合
新潟青陵大学・短期大学生活協同組合
長野県立大学生活協同組合
新潟大学生活協同組合
信州大学生活協同組合
長野大学生活協同組合
山梨大学生活協同組合
群馬大学生活協同組合
足利大学生活協同組合
宇都宮大学消費生活協同組合
茨城大学生活協同組合
高崎経済大学生活協同組合
茨城キリスト教学園生活協同組合


議案書用 (游) (縦配列)

								北海道地区 ホッカイドウ チク

				会員CD カイイン		補助CD ホジョ						郵便番号		所在地		電話番号		FAX番号		連合加入年月日 レンゴウ カニュウ ネンガッピ		口数 クチ スウ		出資金額 シュッシ キンガク				最終払込日 サイシュウ ハライコミビ		証券番号 ショウケン バンゴウ

		1		1101		001				北海道大学生活協同組合		060-0808		北海道札幌市北区北8条西7丁目		011-746-6218		011-746-2341		2018-11-01		3,900		39,000,000				2018-11-01		001-1

		2		1102		002				北海学園生活協同組合		062-0911		北海道札幌市豊平区旭町4-1-40		011-831-8195		011-815-4335		2018-11-01		900		9,000,000				2018-11-01		002-1

		3		1103		003				酪農学園生活協同組合		069-0836		北海道江別市文京台緑町569-47		011-386-7281		011-386-7298		2018-11-01		700		7,000,000				2018-11-01		003-1

		4		1104		004				札幌学院大学生活協同組合		069-0833		北海道江別市文京台11番地		011-386-2970		011-387-1784		2018-11-01		500		5,000,000				2018-11-01		004-1

		5		1105		005				北星学園生活協同組合		004-0042		北海道札幌市厚別区大谷地西2-3-1		011-891-2313		011-891-2349		2018-11-01		500		5,000,000				2018-11-01		005-1

		6		1106		006				北海道教育大学生活協同組合		002-8075		北海道札幌市北区あいの里5条3丁目1番		011-778-8861		011-778-8862		2018-11-01		800		8,000,000				2018-11-01		006-1

		7		1173		073				札幌大学生活協同組合		062-0033		北海道札幌市豊平区西岡3条7丁目3-1		011-852-1528		011-852-1540		2018-11-01		200		2,000,000				2018-11-01		073-1

		8		1174		074				小樽商科大学生活協同組合		047-8503		北海道小樽市緑3丁目5番21号		0134-23-2298		0134-25-5985		2018-11-01		200		2,000,000				2018-11-01		074-1

		9		1175		075				室蘭工業大学生活協同組合		050-0071		北海道室蘭市水元町36-8		0143-44-2994		0143-45-2757		2018-11-01		1,000		10,000,000				2018-11-01		075-1

		10		1176		076				帯広畜産大学生活協同組合		080-0834		北海道帯広市稲田西２線11番地		0155-48-2284		0155-48-2733		2018-11-01		400		4,000,000				2018-11-01		076-1

		11		1177		077				北見工業大学生活協同組合		090-0015		北海道北見市公園町165		0157-24-5581		0157-24-6968		2018-11-01		400		4,000,000				2018-11-01		077-1

		12		1179		079				釧路公立大学生活協同組合		085-8585		北海道釧路市芦野4丁目1番1号		0154-37-4155		0154-37-4277		2018-11-01		100		1,000,000				2018-11-01		079-1

		13		1180		080				公立はこだて未来大学生活協同組合		041-0803		北海道函館市亀田中野町116番地2		0138-83-6061		0138-83-6065		2018-11-01		100		1,000,000				2018-11-01		080-1

								東北地区 トウホク チク
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		14		2101		101				弘前大学生活協同組合		036-8224		青森県弘前市文京町1		0172-34-4806		0172-36-6965		2018-11-01		2,094		20,940,000				2018-11-01		101-1

		15		2102		102				岩手大学生活協同組合		020-0066		岩手県盛岡市上田3-18-34		019-652-3533		019-624-5750		2018-11-01		1,330		13,300,000				2018-11-01		102-1

		16		2103		103				盛岡大学生活協同組合		020-0605		岩手県滝沢市砂込808		019-688-5565		019-688-5877		2018-11-01		223		2,230,000				2018-11-01		103-1

		17		2104		104				秋田大学生活協同組合		010-0854		秋田県秋田市手形山崎町12-14		018-832-7141		018-832-1105		2018-11-01		1,155		11,550,000				2018-11-01		104-1

		18		2105		105				東北大学生活協同組合		980-0845 		宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468-1 東北大学青葉山みどり厚生会館内2階		022-262-8023		022-262-9889		2018-11-01		6,556		65,560,000				2018-11-01		105-1

		19		2106		106				東北学院大学生活協同組合		980-8511		宮城県仙台市青葉区土樋1-3-1		022-264-6331		022-213-5412		2018-11-01		1,414		14,140,000				2018-11-01		106-1

		20		2107		107				東北工業大学生活協同組合		982-0846		宮城県仙台市太白区二ツ沢6番		022-246-3317		022-246-2346		2018-11-01		293		2,930,000				2018-11-01		107-1

		21		2108		108				宮城教育大学生活協同組合		980-0845		宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉149		022-265-7266		022-265-7268		2018-11-01		342		3,420,000				2018-11-01		108-1

		22		2109		109				宮城大学生活協同組合		981-3271		宮城県黒川郡大和町学苑1番		022-772-1766		022-772-1733		2018-11-01		69		690,000				2018-11-01		109-1

		23		2110		110				尚絅学院大学生活協同組合		981-1245		宮城県名取市ゆりが丘4丁目10-1		022-386-2608		022-381-2633		2018-11-01		137		1,370,000				2018-11-01		110-1

		24		2111		111				山形大学生活協同組合		990-0021		山形県山形市小白川町1-4-12		023-632-3533		023-641-5680		2018-11-01		2,230		22,300,000				2018-11-01		111-1

		25		2112		112				福島大学生活協同組合		960-1296		福島県福島市金谷川1番地		024-548-5141		024-548-3477		2018-11-01		864		8,640,000				2018-11-01		112-1

		26		2113		113				宮城学院生活協同組合		981-8557		宮城県仙台市青葉区桜ケ丘9-1-1		022-278-1613		022-278-1938		2018-11-01		400		4,000,000				2018-11-01		113-1

		27		2114		114				弘前学院生活協同組合		036-8231		青森県弘前市稔町13-1		0172-38-0933		0172-38-0935		2018-11-01		80		800,000				2018-11-01		114-1

		28		2115		115				大学生活協同組合みやぎインターカレッジコープ		981-0933		宮城県仙台市青葉区柏木1-1-41 大学生協仙台会館		022-717-4747		022-717-4869		2018-11-01		25		250,000				2018-11-01		115-1

		29		2116		116				岩手県立大学生活協同組合		020-0611		岩手県滝沢市巣子152番地52		019-688-9571		019-688-9572		2018-11-01		350		3,500,000				2018-11-01		116-1
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		30		3901		201				東京大学消費生活協同組合		113-0033		東京都文京区本郷7-3-1		03-3814-1541		03-3818-3304		1969-12-19		18,718		187,180,000				2011-11-25		201-1

		31		3902		202				早稲田大学生活協同組合		169-0051		東京都新宿区西早稲田1-6-1		03-3207-8611		03-3207-8614		1969-12-19		14,423		144,230,000				2012-01-25		202-1

		32		3903		203				慶應義塾生活協同組合		223-0061		神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1		045-563-8489		045-562-6433		1969-12-19		11,371		113,710,000				2011-11-25		203-1

		33		3904		204				法政大学生活協同組合		102-0071		東京都千代田区富士見2-17-1法政大学内		03-6380-9499		03-5275-6391		1972-01-01		5,218		52,180,000				2007-10-22		204-1

		34		3909		209				生活協同組合東京インターカレッジコープ		150-0001		東京都渋谷区神宮前6－24－4		03-3486-6611		03-3486-6622		1993-12-07		1,098		10,980,000				2016-02-05		209-1

		35		3911		211				東京理科大学消費生活協同組合		162-0825		東京都新宿区神楽坂1-3		03-3267-1001		03-3267-1003		1969-12-19		4,574		45,740,000				2007-11-20		211-1

		36		3912		212				工学院大学学園生活協同組合		192-0015		東京都八王子市中野町2665-1 マチ		042-633-9012		042-624-5387		1976-04-01		1,796		17,960,000				2016-02-19		212-1

		37		3913		213				東京電機大学生活協同組合		120-8551		東京都足立区千住旭町5番　3号館3階		03-3870-8681		03-3870-8682		1980-04-01		1,533		15,330,000				2017-01-12		213-1

		38		3914		214				東京海洋大学生活協同組合		108-8477		東京都港区港南4-5-7		03-3471-7441		03-3471-8086		1978-06-22		820		8,200,000				2016-12-30		214-1

		39		3915		215				千葉商科大学生活協同組合		272-0827		千葉県市川市国府台1-3-1		047-372-0189		047-300-5181		1978-06-22		417		4,170,000				2012-01-25		215-1

		40		3916		216				千葉大学生活協同組合		263-0022		千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33		043-252-1810		043-252-1124		1979-06-01		4,224		42,240,000				2011-11-25		216-1

		41		3917		217				東京農業大学生活協同組合		156-0054		東京都世田谷区桜丘1-1-1		03-3427-5711		03-3427-6683		1990-03-01		3,410		34,100,000				2011-10-11		217-1

		42		3918		218				東邦大学消費生活協同組合		274-0072		千葉県船橋市三山2-2-1		047-470-2090		047-470-2093		1997-09-01		1,025		10,250,000				2011-10-20		218-1

		43		3921		221				東京工業大学生活協同組合		152-8550		東京都目黒区大岡山2-12-1		03-3728-8023		03-3728-1317		1971-04-01		4,141		41,410,000				2012-02-24		221-1

		44		3922		222				明治学院消費生活協同組合		108-0071		東京都港区白金台1-2-37		03-3447-1740		03-3447-2163		1971-04-01		2,101		21,010,000				2011-10-28		222-1

		45		3923		223				首都大学東京生活協同組合		192-0397		東京都八王子市南大沢1-1		042-677-1411		042-677-1419		1971-04-01		2,878		28,780,000				2011-11-15		223-1

		46		3924		224				和光学園生活協同組合		195-0071		東京都町田市金井町2160		044-988-1429		044-988-5685		1977-07-13		554		5,540,000				2011-11-25		224-1

		47		3925		225				桜美林学園消費生活協同組合		194-0294		東京都町田市常盤町3758		042-797-0543		042-798-7088		1977-07-13		1,031		10,310,000				2011-11-25		225-1

		48		3926		226				麻布大学生活協同組合		252-0206		神奈川県相模原市中央区淵野辺1-17-71		042-754-1380		042-753-7179		1978-03-29		609		6,090,000				2011-11-25		226-1

		49		3928		228				宇宙科学研究所生活協同組合		252-5210		神奈川県相模原市中央区由野台3-1-1		042-751-0336		042-751-2289		1988-09-20		509		5,090,000				2011-11-25		228-1

		50		3929		229				横浜国立大学生活協同組合		240-8501		神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台79-10		045-331-5217		045-339-5190		1978-06-30		3,130		31,300,000				2007-11-20		229-1

		51		3930		230				横浜市立大学生活協同組合		236-0027		神奈川県横浜市金沢区瀬戸22-2		045-786-0199		045-783-6624		1978-06-22		1,517		15,170,000				2017-02-10		230-1

		52		3932		232				星薬科大学生活協同組合		142-8501		東京都品川区荏原2-4-41		03-5498-6047		03-5498-5898		2001-02-08		529		5,290,000				2016-02-24		232-1

		53		3933		233				東京工芸大学生活協同組合		243-0297		神奈川県厚木市飯山1583		046-242-8271		046-242-3412		1994-03-24		1,361		13,610,000				2011-11-25		233-1

		54		3934		234				芝浦工業大学消費生活協同組合		135-8548		東京都江東区豊洲3-7-5		03-5859-7910		03-5859-7911		2003-07-01		2,503		25,030,000				2016-11-29		234-1

		55		3935		235				日本赤十字看護大学生活協同組合		150-0012		東京都渋谷区広尾4-1-3		03-5468-5857		03-5468-5887		2005-01-22		253		2,530,000				2011-10-26		235-1

		56		3941		241				お茶の水女子大学消費生活協同組合		112-8610		東京都文京区大塚2-1-1		03-3947-8333		03-3947-9922		1972-01-01		1,028		10,280,000				2016-07-21		241-1

		57		3942		242				東京医科歯科大学生活協同組合		113-8510		東京都文京区湯島1-5-45		03-3818-5231		03-3818-5245		1972-01-01		1,006		10,060,000				2016-01-29		242-1

		58		3943		243				東京外国語大学生活協同組合		183-8534		東京都府中市朝日町3-11-1		042-354-3061		042-354-3065		1972-01-01		1,200		12,000,000				2016-02-19		243-1

		59		3944		244				武蔵学園生活協同組合		176-8534		東京都練馬区豊玉上1-26-1		03-3994-2363		03-3948-5843		1972-01-01		764		7,640,000				2008-10-24		244-1

		60		3945		245				日本女子大学生活協同組合		112-0015		東京都文京区目白台2-8-1		03-3945-3601		03-3942-2339		1978-06-22		1,679		16,790,000				2016-12-22		245-1

		61		3946		246				東洋大学生活協同組合		112-8606		東京都文京区白山5-28-20		03-3943-9603		03-3943-9605		1981-03-01		3,419		34,190,000				2016-01-27		246-1

		62		3947		247				東京芸術大学生活協同組合		110-8714		東京都台東区上野公園12-8		03-3828-5669		03-3828-7291		1988-03-30		356		3,560,000				2011-11-25		247-1

		63		3948		248				大東文化学園生活協同組合		355-0065		埼玉県東松山市岩殿560		0493-35-1521		0493-35-1524		1979-04-01		1,294		12,940,000				2008-10-24		248-1

		64		3949		249				埼玉大学生活協同組合		338-8570		埼玉県さいたま市桜区下大久保255		048-853-1764		048-857-7721		1980-04-01		3,247		32,470,000				2016-12-28		249-1

		65		3950		250				跡見学園女子大学生活協同組合		352-8501		埼玉県新座市中野1-9-6		048-481-0727		048-481-0764		1996-02-09		563		5,630,000				2017-01-06		250-1

		66		3951		251				十文字学園生活協同組合		352-8510		埼玉県新座市菅沢2-1-28		048-489-1277		048-489-1276		1997-07-24		400		4,000,000				2012-01-25		251-1

		67		3952		252				淑徳大学みずほ台生活協同組合		354-0041		埼玉県入間郡三芳町藤久保1150-1		049-259-5151		049-259-1308		1997-07-24		297		2,970,000				2012-01-25		252-1

		68		3955		255				前橋工科大学生活協同組合		371-0816		群馬県前橋市上佐鳥町460番地1		027-287-4611		027-287-4622		2010-01-16		228		2,280,000				2016-02-23		255-1

		69		3960		260				東京工業高等専門学校生活協同組合		193-0942		東京都八王子市椚田町1220番2号		042-669-5016		042-669-5017		2005-01-22		238		2,380,000				2016-02-25		260-1

		70		3961		261				東京経済大学生活協同組合		185-0021		東京都国分寺市南町1-7-34		042-321-0627		042-327-5231		1971-04-01		1,124		11,240,000				2012-01-25		261-1

		71		3962		262				一橋大学消費生活協同組合		186-8601		東京都国立市中2-1		042-572-7818		042-572-7829		1971-04-01		1,971		19,710,000				2011-11-25		262-1

		72		3963		263				東京学芸大学生活協同組合		184-8501		東京都小金井市貫井北町4-1-1		042-324-6225		042-322-3953		1971-04-01		1,949		19,490,000				2016-01-29		263-1

		73		3964		264				電気通信大学生活協同組合		182-8585		東京都調布市調布ヶ丘1-5-1		042-487-2881		042-486-6610		1971-04-01		1,363		13,630,000				2011-11-25		264-1

		74		3965		265				東京農工大学消費生活協同組合		183-0054		東京都府中市幸町3-5-8		042-366-0762		042-352-7222		1971-04-01		1,945		19,450,000				2011-10-24		265-1

		75		3966		266				津田塾大学生活協同組合		187-8577		東京都小平市津田町2-1-1		042-343-7349		042-344-7465		1972-07-01		858		8,580,000				2011-11-15		266-1

		76		3967		267				東京薬科大学生活協同組合		192-0392		東京都八王子市堀之内1432-1 ノ		042-676-6368		0426-76-6166		1976-04-01		1,821		18,210,000				2016-02-25		267-1

		77		3968		268				白梅学園生活協同組合		187-8570		東京都小平市小川町1-830		042-343-1728		042-342-2821		1980-04-01		324		3,240,000				2007-10-22		268-1

		78		3969		269				日本社会事業大学生活協同組合		204-8555		東京都清瀬市竹丘3丁目1番30号		042-492-5506		042-492-5505		1981-03-01		330		3,300,000				2007-11-20		269-1

		79		3970		270				日本獣医生命科学大学生活協同組合		180-0023		東京都武蔵野市境南町1-7-1		0422-31-6252		0422-31-6252		1983-03-01		355		3,550,000				2017-01-24		270-1

		80		3971		271				清泉女学院生活協同組合		381-0085		長野県長野市上野2-120-8		026-295-3460		026-295-3458		2005-09-14		121		1,210,000				2016-02-05		271-1

		81		3972		272				山梨県立大学生活協同組合		400-0035		山梨県甲府市飯田5-11-1		055-236-2177		055-236-2178		2006-12-27		217		2,170,000				2011-10-27		272-1

		82		3973		273				明治薬科大学生活協同組合		204-8588		東京都清瀬市野塩2-522-1		042-495-8446		042-495-8451		1997-10-27		884		8,840,000				2007-12-12		273-1

		83		3974		274				新潟青陵大学・短期大学生活協同組合		951-8121		新潟県新潟市中央区水道町1丁目5939番地27		025-266-0690		025-266-0526		1997-11-25		425		4,250,000				2011-10-31		274-1

		84		3975		275				長野県立大学生活協同組合 タ		380-0803		長野県長野市三輪8-49-7		026-235-3716		026-233-2128		1998-06-01		241		2,410,000				2016-01-29		275-1

		85		3976		276				新潟大学生活協同組合		950-2181		新潟県新潟市西区五十嵐２の町8050		025-262-6204		025-262-6205		1989-03-01		4,351		43,510,000				2011-11-25		276-1

		86		3977		277				信州大学生活協同組合		390-0802		長野県松本市旭3-1-1		0263-37-2982		0263-36-7441		1989-03-01		4,516		45,160,000				2011-11-25		277-1

		87		3978		278				長野大学生活協同組合		386-1214		長野県上田市下之郷乙646		0268-38-7238		0268-38-8294		1989-03-01		293		2,930,000				2016-02-01		278-1

		88		3979		279				山梨大学生活協同組合		400-8510		山梨県甲府市武田4-4-37		055-252-4757		055-252-9593		1989-03-01		991		9,910,000				2011-11-05		279-1

		89		3980		280				群馬大学生活協同組合		371-8510		群馬県前橋市荒牧町4-2		027-232-1599		027-231-9552		1989-03-01		1,837		18,370,000				2016-02-16		280-1

		90		3981		281				足利大学生活協同組合		326-8558		栃木県足利市大前町268-1		0284-62-5882		0284-62-6971		1989-03-01		294		2,940,000				2011-11-25		281-1

		91		3982		282				宇都宮大学消費生活協同組合		321-8505		栃木県宇都宮市峰町350		028-636-1995		028-632-9244		1989-03-01		1,328		13,280,000				2011-11-25		282-1

		92		3983		283				茨城大学生活協同組合		310-8512		茨城県水戸市文京2-1-1		029-225-3384		029-228-2750		1989-03-01		2,475		24,750,000				2011-11-25		283-1

		93		3984		284				高崎経済大学生活協同組合		370-0801		群馬県高崎市上並榎町1300		027-343-2024		027-343-2794		1990-06-01		917		9,170,000				2016-02-17		284-1

		94		3985		285				茨城キリスト教学園生活協同組合		319-1295		茨城県日立市大みか町6-11-1		0294-25-5285		0294-25-5287		1999-08-31		411		4,110,000				2011-11-25		285-1

		95		3986		286				松本大学生活協同組合		390-1295		長野県松本市新村2095-1		0263-48-7280		0263-48-7281		2001-08-23		360		3,600,000				2017-01-13		286-1

		96		3987		287				新潟県立大学生活協同組合		950-8680		新潟県新潟市東区海老ヶ瀬471		025-270-1730		025-270-1730		1996-11-15		220		2,200,000				2012-01-25		287-1

		97		3988		288				長野県看護大学生活協同組合		399-4117		長野県駒ヶ根市赤穂1694番地		0265-81-7095		0265-81-7095		1998-03-10		199		1,990,000				2016-02-18		288-1

		98		3989		289				太田情報・医療・自動車専門学校生活協同組合		373-0812		群馬県太田市東長岡町1361		0276-22-1718		0276-22-1720		1997-02-25		206		2,060,000				2016-02-22		289-1

				会員CD カイイン		補助CD ホジョ		東海地区 トウカイ チク				郵便番号		所在地		電話番号		FAX番号		連合加入年月日 レンゴウ カニュウ ネンガッピ		口数 クチ スウ		出資金額 シュッシ キンガク				最終払込日 サイシュウ ハライコミビ		証券番号 ショウケン バンゴウ



		99		5101		301				静岡大学生活協同組合		422-8017		静岡県静岡市駿河区大谷836		054-237-2712		054-237-3205		2018-11-01		1,625		16,250,000				2018-11-01		301-1

		100		5103		303				愛知大学生活協同組合		441-8522		愛知県豊橋市町畑町1-1　愛知大学内		0532-47-5931		0532-46-6141		2018-11-01		1,451		14,510,000				2018-11-01		303-1

		101		5105		305				名古屋大学消費生活協同組合		464-0814		愛知県名古屋市千種区不老町1		052-781-1111		052-782-1946		2018-11-01		3,951		39,510,000				2018-11-01		305-1

		102		5106		306				愛知教育大学生活協同組合		448-8543		愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢1		0566-36-2404		0566-36-4830		2018-11-01		948		9,480,000				2018-11-01		306-1

		103		5107		307				名古屋工業大学生活協同組合		466-8555		愛知県名古屋市昭和区御器所町		052-731-1600		052-731-8726		2018-11-01		1,600		16,000,000				2018-11-01		307-1

		104		5108		308				名古屋市立大学生活協同組合		467-0802		愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町山の畑1		052-881-5906		052-881-5921		2018-11-01		736		7,360,000				2018-11-01		308-1

		105		5109		309				愛知県公立大学生活協同組合 コウリツ		480-1342		愛知県長久手市茨ヶ廻間1522-3		0561-61-0134		0561-61-1210		2018-11-01		498		4,980,000				2018-11-01		309-1

		106		5110		310				日本福祉大学生活協同組合		470-3296		愛知県知多郡美浜町奥田会下前35-6		0569-87-2301		0569-87-2305		2018-11-01		1,063		10,630,000				2018-11-01		310-1

		107		5112		312				岐阜大学消費生活協同組合		501-1112		岐阜県岐阜市柳戸1-1		058-230-1166		058-230-1167		2018-11-01		1,584		15,840,000				2018-11-01		312-1

		108		5113		313				三重大学生活協同組合		514-8507		三重県津市栗真町屋町1577番地		059-231-1103		059-231-3852		2018-11-01		1,516		15,160,000				2018-11-01		313-1

		109		5114		314				三重短期大学生活協同組合		514-0112		三重県津市一身田中野181-1		059-232-4959		059-231-4113		2018-11-01		113		1,130,000				2018-11-01		314-1

		110		5115		315				中京大学生活協同組合		466-0825		愛知県名古屋市昭和区八事本町101-2		052-831-2460		052-835-3249		2018-11-01		1,962		19,620,000				2018-11-01		315-1

		111		5116		316				名城大学生活協同組合		468-0073		愛知県名古屋市天白区塩釜口1丁目501番地		052-831-4068		052-831-7948		2018-11-01		866		8,660,000				2018-11-01		316-1

		112		5118		318				岐阜市立女子短期大学生活協同組合		501-0102		岐阜県岐阜市一日市場北町7番1号		058-296-3129		058-232-4341		2018-11-01		77		770,000				2018-11-01		318-1

		113		5119		319				自然科学研究機構岡崎生活協同組合		444-8585		愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38		0564-58-9210		0564-58-9219		2018-11-01		101		1,010,000				2018-11-01		319-1

		114		5120		320				金城学院大学生活協同組合		463-8521		愛知県名古屋市守山区大森2丁目1723		052-799-1190		052-799-1196		2018-11-01		580		5,800,000				2018-11-01		320-1

		115		5121		321				三重県立看護大学生活協同組合		514-0116		三重県津市夢が丘1-1-1		059-236-5010		059-236-5012		2018-11-01		64		640,000				2018-11-01		321-1

		117		5123		323				生活協同組合インターカレッジコープ愛知		466-8657		愛知県名古屋市昭和区山手通2-16-1 大学生協東海会館1階		052-839-2898		052-839-2894		2018-11-01		50		500,000				2018-11-01		323-1

		118		5124		324				静岡文化芸術大学生活協同組合		430-8533		静岡県浜松市中区中央二丁目１番１号		053-453-5702		053-415-8266		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		324-1

		119		5125		325				日本赤十字豊田看護大学生活協同組合		471-0056		愛知県豊田市白山町七曲12番33						2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		325-1

				会員CD カイイン		補助CD ホジョ		関西北陸地区 カンサイ ホクリク チク				郵便番号		所在地		電話番号		FAX番号		連合加入年月日 レンゴウ カニュウ ネンガッピ		口数 クチ スウ		出資金額 シュッシ キンガク				最終払込日 サイシュウ ハライコミビ		証券番号 ショウケン バンゴウ



		120		6603		411				大学生活協同組合大阪インターカレッジコープ		532-0004		大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-15 大学生協大阪会館		06-6395-3161		06-7659-9794		2018-11-01		122		1,220,000				2018-11-01		411-1

		121		6611		412				近畿大学生活協同組合		577-0818		大阪府東大阪市小若江3-4-1		06-6725-3311		06-6723-4455		2018-11-01		3,299		32,990,000				2018-11-01		412-1

		122		6613		413				大阪経済大学生活協同組合		533-0011		大阪府大阪市東淀川区大桐3丁目16番10号 大阪経済大学内		06-6379-2230		06-6379-2232		2018-11-01		702		7,020,000				2018-11-01		413-1

		123		6614		414				阪南大学生活協同組合		580-0032		大阪府松原市天美東5-4-33		072-334-2954		072-334-3810		2018-11-01		616		6,160,000				2018-11-01		414-1

		124		6615		415				大阪電気通信大学生活協同組合		572-8530		大阪府寝屋川市初町18-8		072-822-1231		072-820-5662		2018-11-01		1,066		10,660,000				2018-11-01		415-1

		125		6617		416				大阪千代田短期大学生活協同組合		586-0094		大阪府河内長野市小山田町1685番地		0721-54-0652		0721-54-0654		2018-11-01		39		390,000				2018-11-01		416-1

		126		6622		417				千里金蘭大学生活協同組合		565-0873		大阪府吹田市藤白台5-25-1		06-6872-3610		06-6872-3710		2018-11-01		187		1,870,000				2018-11-01		417-1

		127		6621		418				大阪樟蔭女子大学生活協同組合		577-0807		大阪府東大阪市菱屋西4丁目2番地26号		06-6730-6577		06-6724-5264		2018-11-01		352		3,520,000				2018-11-01		418-1

		128		6631		419				大阪府立大学生活協同組合		599-8531		大阪府堺市中区学園町1-1　大阪府立大学内		072-259-4466		072-252-2187		2018-11-01		1,932		19,320,000				2018-11-01		419-1

		129		6632		420				大阪大学生活協同組合		560-0043		大阪府豊中市待兼山町1-9		06-6841-3326		06-6841-9644		2018-11-01		9,786		97,860,000				2018-11-01		420-1

		130		6633		421				大阪教育大学生活協同組合		582-8582		大阪府柏原市旭ヶ丘4-698-1		072-976-3636		072-976-3637		2018-11-01		1,332		13,320,000				2018-11-01		421-1

		131		6634		422				和歌山大学消費生活協同組合		640-8441		和歌山県和歌山市栄谷930		073-452-8497		073-455-6358		2018-11-01		947		9,470,000				2018-11-01		422-1

		132		6636		423				大阪市立大学生活協同組合		558-8585		大阪府大阪市住吉区杉本3-3-138		06-6605-3011		06-6699-1093		2018-11-01		2,756		27,560,000				2018-11-01		423-1

		133		6637		424				和歌山県立医科大学生活協同組合		641-0012		和歌山県和歌山市紀三井寺811-1		073-448-1161		073-448-2413		2018-11-01		443		4,430,000				2018-11-01		424-1

		134		6771		426				神戸大学生活協同組合		657-0013		兵庫県神戸市灘区六甲台町		078-871-3691		078-882-5740		2018-11-01		5,406		54,060,000				2018-11-01		426-1

		135		6772		427				関西学院大学生活協同組合		662-0891		兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155		0798-53-7001		0798-53-5755		2018-11-01		6,569		65,690,000				2018-11-01		427-1

		136		6774		428				神戸市外国語大学消費生活協同組合		651-2187		兵庫県神戸市西区学園東町9-1		078-794-8191		078-797-2464		2018-11-01		779		7,790,000				2018-11-01		428-1

		137		6775		429				甲南大学生活協同組合		658-0072		兵庫県神戸市東灘区岡本9-6-4		078-451-1371		078-451-8647		2018-11-01		2,260		22,600,000				2018-11-01		429-1

		138		6776		430				兵庫県立大学生活協同組合		671-2201		兵庫県姫路市書写2167		079-266-0998		079-266-9699		2018-11-01		2,058		20,580,000				2018-11-01		430-1

		139		6777		431				神戸薬科大学生活協同組合		658-0003		兵庫県神戸市東灘区本山北町4-19-1		078-441-7521		078-453-3568		2018-11-01		623		6,230,000				2018-11-01		431-1

		140		6778		432				神戸親和女子大学生活協同組合		651-1111		兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町7-13-1		078-595-0303		078-595-0565		2018-11-01		233		2,330,000				2018-11-01		432-1

		141		6780		433				園田学園女子大学生活協同組合		661-0012		兵庫県尼崎市南塚口町7丁目29-1		06-6422-5794		06-6422-5889		2018-11-01		488		4,880,000				2018-11-01		433-1

		142		6781		434				大手前大学生活協同組合		662-0961		兵庫県西宮市御茶家所町6番地42号		0798-33-4900		0798-33-4140		2018-11-01		186		1,860,000				2018-11-01		434-1

		143		6782		435				甲南女子大学生活協同組合		658-0001		兵庫県神戸市東灘区森北町6-2-23		078-435-5270		078-435-5271		2018-11-01		621		6,210,000				2018-11-01		435-1

		144		6783		436				神戸市立工業高等専門学校生活協同組合		651-2194		兵庫県神戸市西区学園東町8-3		078-795-4051		078-795-4052		2018-11-01		257		2,570,000				2018-11-01		436-1

		145		6171		438				富山大学生活協同組合		930-0887		富山県富山市五福3190		076-431-4249		076-431-5008		2018-11-01		3,303		33,030,000				2018-11-01		438-1

		146		6172		439				金沢大学生活協同組合		920-1192		石川県金沢市角間町		076-231-2855		076-262-0359		2018-11-01		4,094		40,940,000				2018-11-01		439-1

		147		6173		440				福井大学生活協同組合		910-8525		福井県福井市文京3-9-1		0776-21-2956		0776-21-2990		2018-11-01		1,574		15,740,000				2018-11-01		440-1

		148		6174		441				石川工業高等専門学校生活協同組合		929-0342		石川県河北郡津幡町字北中条夕1		076-288-5638		076-288-6587		2018-11-01		261		2,610,000				2018-11-01		441-1

		149		6175		442				富山県立大学生活協同組合		939-0392		富山県射水市黒河5180		0766-56-8824		0766-56-8827		2018-11-01		459		4,590,000				2018-11-01		442-1

		150		6176		443				富山高等専門学校生活協同組合		933-0293		富山県射水市海老江練合1の2		0766-86-5870		0766-86-5871		2018-11-01		349		3,490,000				2018-11-01		443-1

		151		6501		445				京都大学生活協同組合		606-8316		京都府京都市左京区吉田二本松町　京都大学内		075-753-7640		075-761-0046		2018-11-01		11,982		119,820,000				2018-11-01		445-1

		152		6502		446				同志社生活協同組合		602-0893		京都府京都市上京区烏丸今出川上ル玄武町601		075-251-4421		075-256-1631		2018-11-01		10,159		101,590,000				2018-11-01		446-1

		153		6503		447				立命館生活協同組合		603-8577		京都府京都市北区等持院北町56-1		075-465-8280		075-463-1393		2018-11-01		11,934		119,340,000				2018-11-01		447-1

		154		6504		448				京都府立医科大学・京都府立大学生活協同組合 ガク キョウト ガク		602-0841		京都府京都市上京区河原町広小路梶井町465		075-251-5952		075-213-3591		2018-11-01		1,679		16,790,000				2018-11-01		448-1

		155		6505		449				龍谷大学生活協同組合		612-0021		京都府京都市伏見区深草塚本町67 龍谷大学2号館内		075-642-0213		075-643-7774		2018-11-01		4,394		43,940,000				2018-11-01		449-1

		156		6506		450				京都教育大学生活協同組合		612-0863		京都府京都市伏見区深草藤森町1		075-644-8355		075-643-3313		2018-11-01		478		4,780,000				2018-11-01		450-1

		157		6507		451				京都工芸繊維大学生活協同組合		606-0962		京都府京都市左京区松ケ崎御所海道町		075-781-5359		075-702-3347		2018-11-01		1,213		12,130,000				2018-11-01		451-1

		158		6509		452				京都橘学園生活協同組合		607-8175		京都府京都市山科区大宅山田町34		075-571-7505		075-571-8641		2018-11-01		1,297		12,970,000				2018-11-01		452-1

		159		6890		453				京都経済短期大学生活協同組合		610-1111		京都府京都市西京区大枝東長町3-1		075-331-3348		075-331-3354		2018-11-01		55		550,000				2018-11-01		453-1

		160		6577		454				奈良女子大学生活協同組合		630-8263		奈良県奈良市北魚屋西町		0742-23-5016		0742-26-2038		2018-11-01		878		8,780,000				2018-11-01		454-1

		161		6578		455				奈良教育大学生活協同組合		630-8528		奈良県奈良市高畑町		0742-26-1406		0742-26-1405		2018-11-01		350		3,500,000				2018-11-01		455-1

		162		6887		456				奈良県立大学生活協同組合		630-8258		奈良県奈良市船橋町10番地		0742-24-3303		0742-24-3303		2018-11-01		118		1,180,000				2018-11-01		456-1

		163		6889		457				奈良工業高等専門学校生活協同組合		639-1058		奈良県大和郡山市矢田町22番地		0743-55-2466		0743-55-2466		2018-11-01		227		2,270,000				2018-11-01		457-1

		164		6574		458				滋賀県立大学生活協同組合		522-8533		滋賀県彦根市八坂町2500		0749-25-4830		0749-25-4839		2018-11-01		852		8,520,000				2018-11-01		458-1

		165		6576		459				滋賀大学彦根地区生活協同組合		522-8522		滋賀県彦根市馬場1-1-1		0749-24-3256		0749-26-3012		2018-11-01		625		6,250,000				2018-11-01		459-1

		166		6575		460				滋賀大学大津地区生活協同組合		520-0862		滋賀県大津市平津2-5-1		077-537-0024		077-531-2060		2018-11-01		258		2,580,000				2018-11-01		460-1

		167		6580		461				滋賀医科大学生活協同組合		520-2192		滋賀県大津市瀬田月輪町滋賀医科大学福利棟内		077-548-2091		077-547-3151		2018-11-01		426		4,260,000				2018-11-01		461-1

								九州地区 キュウシュウ チク



		168		9101		601				生活協同組合福岡インターカレッジコープ		812-0044		福岡県福岡市博多区千代2-21-1　公団ビル1階		092-631-5140		092-651-1708		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		601-1

		169		9172		672				福岡教育大学生活協同組合		811-4192		福岡県宗像市赤間文教町1番1号		0940-32-0024		0940-35-0490		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		672-1

		170		9173		673				九州工業大学生活協同組合		804-8550		福岡県北九州市戸畑区仙水町1-1		093-883-0498		093-873-1370		2018-11-01		740		7,400,000				2018-11-01		673-1

		171		9174		674				北九州市立大学生活協同組合		802-0841		福岡県北九州市小倉南区北方4-2-1		093-961-4430		093-961-5944		2018-11-01		540		5,400,000				2018-11-01		674-1

		172		9175		675				佐賀大学生活協同組合		840-0027		佐賀県佐賀市本庄町本庄1　かささぎホール2F		0952-25-4450		0952-25-4287		2018-11-01		730		7,300,000				2018-11-01		675-1

		173		9176		676				宮崎大学生活協同組合		889-2155		宮崎県宮崎市学園木花台西1-1		0985-58-0612		0985-55-3020		2018-11-01		600		6,000,000				2018-11-01		676-1

		174		9177		677				鹿児島大学生活協同組合		890-0065		鹿児島県鹿児島市郡元1-21-24		099-255-0131		099-286-0095		2018-11-01		2,110		21,100,000				2018-11-01		677-1

		175		9178		678				琉球大学生活協同組合		903-0129		沖縄県中頭郡西原町字千原1番地		098-895-2620		098-895-4041		2018-11-01		900		9,000,000				2018-11-01		678-1

		176		9181		681				鹿児島県立短期大学生活協同組合		890-0005		鹿児島県鹿児島市下伊敷1-52-1		099-229-0172		099-220-2602		2018-11-01		70		700,000				2018-11-01		681-1

		177		9182		682				沖縄大学生活協同組合		902-0075		沖縄県那覇市国場555		098-855-9806		098-855-9815		2018-11-01		80		800,000				2018-11-01		682-1

		178		9183		683				福岡女子大学生活協同組合		813-0003		福岡県福岡市東区香住ヶ丘1-1-1		092-661-7736		092-673-0789		2018-11-01		70		700,000				2018-11-01		683-1

		179		9184		684				九州大学生活協同組合		819-0385		福岡県福岡市西区元岡744　ウエスト５号館 ニシク モトオカ ゴウカン		092-834-2135		092-834-2778		2018-11-01		2,510		25,100,000				2018-11-01		684-1

		191		9185		685				西南学院大学生活協同組合		814-0002		福岡県福岡市早良区西新7-4-63		092-285-6051		092-822-5429		2018-11-01		550		5,500,000				2018-11-01		685-1

		181		9186		686				長崎県立大学佐世保校生活協同組合		858-0914		長崎県佐世保市川下町123		0956-48-3732		0956-48-3722		2018-11-01		190		1,900,000				2018-11-01		686-1

		182		9187		687				長崎大学生活協同組合		852-8131		長崎県長崎市文教町1-14		095-845-5887		095-845-5819		2018-11-01		1,150		11,500,000				2018-11-01		687-1

		183		9188		688				熊本大学生活協同組合		860-0862		熊本県熊本市中央区黒髪2-40-1		096-343-4422		096-343-4897		2018-11-01		1,010		10,100,000				2018-11-01		688-1

		184		9189		689				大分大学生活協同組合		870-1192		大分県大分市旦野原700番地		097-569-0016		097-569-2340		2018-11-01		600		6,000,000				2018-11-01		689-1

		185		9190		690				福岡県立大学生活協同組合		825-8585		福岡県田川市伊田4395		0947-44-3399		0947-44-4003		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		690-1

		186		9191		691				純心大学生活協同組合		852-8142		長崎県長崎市三ツ山町235		095-842-1015		095-842-0551		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		691-1

		187		9193		693				南九州学園生活協同組合		880-0032		宮崎県宮崎市霧島5-1-2		0985-35-0456		0985-32-0222		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		693-1

		188		9195		695				九州国際大学生活協同組合		805-0062		福岡県北九州市八幡東区平野1丁目6-1		093-663-5385		093-663-5386		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		695-1

		189		9196		696				長崎県立大学シーボルト校生活協同組合		851-2130		長崎県西彼杵郡長与町まなび野1-1-1		095-887-5552		095-887-4681		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		696-1

		190		9198		698				生活協同組合熊本インターカレッジコープアカデミア		860-0862		熊本県熊本市中央区黒髪6-8-41		096-343-6515		096-343-6540		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		698-1

		180		9199		699				西南女学院大学生活協同組合		803-0835		福岡県北九州市小倉北区井堀1-3-5		093-563-2232		093-592-0121		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		699-1



																														-1











議案書用 (游) (3)

																												2019年2月28日現在 ネン ガツ ニチ ゲンザイ

										2019年12月現在

				会員CD カイイン		補助CD ホジョ		北海道地区 ホッカイドウ チク				郵便番号		所在地		電話番号		FAX番号		連合加入年月日 レンゴウ カニュウ ネンガッピ		口数 クチ スウ		出資金額 シュッシ キンガク				最終払込日 サイシュウ ハライコミビ		証券番号 ショウケン バンゴウ

		1		1101		001				北海道大学生活協同組合		060-0808		北海道札幌市北区北8条西7丁目		011-746-6218		011-746-2341		2018-11-01		3,900		39,000,000				2018-11-01		001-1

		2		1102		002				北海学園生活協同組合		062-0911		北海道札幌市豊平区旭町4-1-40		011-831-8195		011-815-4335		2018-11-01		900		9,000,000				2018-11-01		002-1

		3		1103		003				酪農学園生活協同組合		069-0836		北海道江別市文京台緑町569-47		011-386-7281		011-386-7298		2018-11-01		700		7,000,000				2018-11-01		003-1

		4		1104		004				札幌学院大学生活協同組合		069-0833		北海道江別市文京台11番地		011-386-2970		011-387-1784		2018-11-01		500		5,000,000				2018-11-01		004-1

		5		1105		005				北星学園生活協同組合		004-0042		北海道札幌市厚別区大谷地西2-3-1		011-891-2313		011-891-2349		2018-11-01		500		5,000,000				2018-11-01		005-1

		6		1106		006				北海道教育大学生活協同組合		002-8075		北海道札幌市北区あいの里5条3丁目1番		011-778-8861		011-778-8862		2018-11-01		800		8,000,000				2018-11-01		006-1

		7		1173		073				札幌大学生活協同組合		062-0033		北海道札幌市豊平区西岡3条7丁目3-1		011-852-1528		011-852-1540		2018-11-01		200		2,000,000				2018-11-01		073-1

		8		1174		074				小樽商科大学生活協同組合		047-8503		北海道小樽市緑3丁目5番21号		0134-23-2298		0134-25-5985		2018-11-01		200		2,000,000				2018-11-01		074-1

		9		1175		075				室蘭工業大学生活協同組合		050-0071		北海道室蘭市水元町36-8		0143-44-2994		0143-45-2757		2018-11-01		1,000		10,000,000				2018-11-01		075-1

		10		1176		076				帯広畜産大学生活協同組合		080-0834		北海道帯広市稲田西２線11番地		0155-48-2284		0155-48-2733		2018-11-01		400		4,000,000				2018-11-01		076-1

		11		1177		077				北見工業大学生活協同組合		090-0015		北海道北見市公園町165		0157-24-5581		0157-24-6968		2018-11-01		400		4,000,000				2018-11-01		077-1

		12		1179		079				釧路公立大学生活協同組合		085-8585		北海道釧路市芦野4丁目1番1号		0154-37-4155		0154-37-4277		2018-11-01		100		1,000,000				2018-11-01		079-1

		13		1180		080				公立はこだて未来大学生活協同組合		041-0803		北海道函館市亀田中野町116番地2		0138-83-6061		0138-83-6065		2018-11-01		100		1,000,000				2018-11-01		080-1

				会員CD カイイン		補助CD ホジョ		東北地区 トウホク チク				郵便番号		所在地		電話番号		FAX番号		連合加入年月日 レンゴウ カニュウ ネンガッピ		口数 クチ スウ		出資金額 シュッシ キンガク				最終払込日 サイシュウ ハライコミビ		証券番号 ショウケン バンゴウ

		14		2101		101				弘前大学生活協同組合		036-8224		青森県弘前市文京町1		0172-34-4806		0172-36-6965		2018-11-01		2,094		20,940,000				2018-11-01		101-1

		15		2102		102				岩手大学生活協同組合		020-0066		岩手県盛岡市上田3-18-34		019-652-3533		019-624-5750		2018-11-01		1,330		13,300,000				2018-11-01		102-1

		16		2103		103				盛岡大学生活協同組合		020-0605		岩手県滝沢市砂込808		019-688-5565		019-688-5877		2018-11-01		223		2,230,000				2018-11-01		103-1

		17		2104		104				秋田大学生活協同組合		010-0854		秋田県秋田市手形山崎町12-14		018-832-7141		018-832-1105		2018-11-01		1,155		11,550,000				2018-11-01		104-1

		18		2105		105				東北大学生活協同組合		980-0845 		宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468-1 東北大学青葉山みどり厚生会館内2階		022-262-8023		022-262-9889		2018-11-01		6,556		65,560,000				2018-11-01		105-1

		19		2106		106				東北学院大学生活協同組合		980-8511		宮城県仙台市青葉区土樋1-3-1		022-264-6331		022-213-5412		2018-11-01		1,414		14,140,000				2018-11-01		106-1

		20		2107		107				東北工業大学生活協同組合		982-0846		宮城県仙台市太白区二ツ沢6番		022-246-3317		022-246-2346		2018-11-01		293		2,930,000				2018-11-01		107-1

		21		2108		108				宮城教育大学生活協同組合		980-0845		宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉149		022-265-7266		022-265-7268		2018-11-01		342		3,420,000				2018-11-01		108-1

		22		2109		109				宮城大学生活協同組合		981-3271		宮城県黒川郡大和町学苑1番		022-772-1766		022-772-1733		2018-11-01		69		690,000				2018-11-01		109-1

		23		2110		110				尚絅学院大学生活協同組合		981-1245		宮城県名取市ゆりが丘4丁目10-1		022-386-2608		022-381-2633		2018-11-01		137		1,370,000				2018-11-01		110-1

		24		2111		111				山形大学生活協同組合		990-0021		山形県山形市小白川町1-4-12		023-632-3533		023-641-5680		2018-11-01		2,230		22,300,000				2018-11-01		111-1

		25		2112		112				福島大学生活協同組合		960-1296		福島県福島市金谷川1番地		024-548-5141		024-548-3477		2018-11-01		864		8,640,000				2018-11-01		112-1

		26		2113		113				宮城学院生活協同組合		981-8557		宮城県仙台市青葉区桜ケ丘9-1-1		022-278-1613		022-278-1938		2018-11-01		400		4,000,000				2018-11-01		113-1

		27		2114		114				弘前学院生活協同組合		036-8231		青森県弘前市稔町13-1		0172-38-0933		0172-38-0935		2018-11-01		80		800,000				2018-11-01		114-1

		28		2115		115				大学生活協同組合みやぎインターカレッジコープ		981-0933		宮城県仙台市青葉区柏木1-1-41 大学生協仙台会館		022-717-4747		022-717-4869		2018-11-01		25		250,000				2018-11-01		115-1

		29		2116		116				岩手県立大学生活協同組合		020-0611		岩手県滝沢市巣子152番地52		019-688-9571		019-688-9572		2018-11-01		350		3,500,000				2018-11-01		116-1

				会員CD カイイン		補助CD ホジョ		東京地区 トウキョウ チク				郵便番号		所在地		電話番号		FAX番号		連合加入年月日 レンゴウ カニュウ ネンガッピ		口数 クチ スウ		出資金額 シュッシ キンガク				最終払込日 サイシュウ ハライコミビ		証券番号 ショウケン バンゴウ

		30		3901		201				東京大学消費生活協同組合		113-0033		東京都文京区本郷7-3-1		03-3814-1541		03-3818-3304		1969-12-19		18,718		187,180,000				2011-11-25		201-1

		31		3902		202				早稲田大学生活協同組合		169-0051		東京都新宿区西早稲田1-6-1		03-3207-8611		03-3207-8614		1969-12-19		14,423		144,230,000				2012-01-25		202-1

		32		3903		203				慶應義塾生活協同組合		223-0061		神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1		045-563-8489		045-562-6433		1969-12-19		11,371		113,710,000				2011-11-25		203-1

		33		3904		204				法政大学生活協同組合		102-0071		東京都千代田区富士見2-17-1法政大学内		03-6380-9499		03-5275-6391		1972-01-01		5,218		52,180,000				2007-10-22		204-1

		34		3909		209				生活協同組合東京インターカレッジコープ		150-0001		東京都渋谷区神宮前6－24－4		03-3486-6611		03-3486-6622		1993-12-07		1,098		10,980,000				2016-02-05		209-1

		35		3911		211				東京理科大学消費生活協同組合		162-0825		東京都新宿区神楽坂1-3		03-3267-1001		03-3267-1003		1969-12-19		4,574		45,740,000				2007-11-20		211-1

		36		3912		212				工学院大学学園生活協同組合		192-0015		東京都八王子市中野町2665-1 マチ		042-633-9012		042-624-5387		1976-04-01		1,796		17,960,000				2016-02-19		212-1

		37		3913		213				東京電機大学生活協同組合		120-8551		東京都足立区千住旭町5番　3号館3階		03-3870-8681		03-3870-8682		1980-04-01		1,533		15,330,000				2017-01-12		213-1

		38		3914		214				東京海洋大学生活協同組合		108-8477		東京都港区港南4-5-7		03-3471-7441		03-3471-8086		1978-06-22		820		8,200,000				2016-12-30		214-1

		39		3915		215				千葉商科大学生活協同組合		272-0827		千葉県市川市国府台1-3-1		047-372-0189		047-300-5181		1978-06-22		417		4,170,000				2012-01-25		215-1

		40		3916		216				千葉大学生活協同組合		263-0022		千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33		043-252-1810		043-252-1124		1979-06-01		4,224		42,240,000				2011-11-25		216-1

		41		3917		217				東京農業大学生活協同組合		156-0054		東京都世田谷区桜丘1-1-1		03-3427-5711		03-3427-6683		1990-03-01		3,410		34,100,000				2011-10-11		217-1

		42		3918		218				東邦大学消費生活協同組合		274-0072		千葉県船橋市三山2-2-1		047-470-2090		047-470-2093		1997-09-01		1,025		10,250,000				2011-10-20		218-1

		43		3921		221				東京工業大学生活協同組合		152-8550		東京都目黒区大岡山2-12-1		03-3728-8023		03-3728-1317		1971-04-01		4,141		41,410,000				2012-02-24		221-1

		44		3922		222				明治学院消費生活協同組合		108-0071		東京都港区白金台1-2-37		03-3447-1740		03-3447-2163		1971-04-01		2,101		21,010,000				2011-10-28		222-1

		45		3923		223				首都大学東京生活協同組合		192-0397		東京都八王子市南大沢1-1		042-677-1411		042-677-1419		1971-04-01		2,878		28,780,000				2011-11-15		223-1

		46		3924		224				和光学園生活協同組合		195-0071		東京都町田市金井町2160		044-988-1429		044-988-5685		1977-07-13		554		5,540,000				2011-11-25		224-1

		47		3925		225				桜美林学園消費生活協同組合		194-0294		東京都町田市常盤町3758		042-797-0543		042-798-7088		1977-07-13		1,031		10,310,000				2011-11-25		225-1

		48		3926		226				麻布大学生活協同組合		252-0206		神奈川県相模原市中央区淵野辺1-17-71		042-754-1380		042-753-7179		1978-03-29		609		6,090,000				2011-11-25		226-1

		49		3928		228				宇宙科学研究所生活協同組合		252-5210		神奈川県相模原市中央区由野台3-1-1		042-751-0336		042-751-2289		1988-09-20		509		5,090,000				2011-11-25		228-1

		50		3929		229				横浜国立大学生活協同組合		240-8501		神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台79-10		045-331-5217		045-339-5190		1978-06-30		3,130		31,300,000				2007-11-20		229-1

		51		3930		230				横浜市立大学生活協同組合		236-0027		神奈川県横浜市金沢区瀬戸22-2		045-786-0199		045-783-6624		1978-06-22		1,517		15,170,000				2017-02-10		230-1

		52		3932		232				星薬科大学生活協同組合		142-8501		東京都品川区荏原2-4-41		03-5498-6047		03-5498-5898		2001-02-08		529		5,290,000				2016-02-24		232-1

		53		3933		233				東京工芸大学生活協同組合		243-0297		神奈川県厚木市飯山1583		046-242-8271		046-242-3412		1994-03-24		1,361		13,610,000				2011-11-25		233-1

		54		3934		234				芝浦工業大学消費生活協同組合		135-8548		東京都江東区豊洲3-7-5		03-5859-7910		03-5859-7911		2003-07-01		2,503		25,030,000				2016-11-29		234-1

		55		3935		235				日本赤十字看護大学生活協同組合		150-0012		東京都渋谷区広尾4-1-3		03-5468-5857		03-5468-5887		2005-01-22		253		2,530,000				2011-10-26		235-1

		56		3941		241				お茶の水女子大学消費生活協同組合		112-8610		東京都文京区大塚2-1-1		03-3947-8333		03-3947-9922		1972-01-01		1,028		10,280,000				2016-07-21		241-1

		57		3942		242				東京医科歯科大学生活協同組合		113-8510		東京都文京区湯島1-5-45		03-3818-5231		03-3818-5245		1972-01-01		1,006		10,060,000				2016-01-29		242-1

		58		3943		243				東京外国語大学生活協同組合		183-8534		東京都府中市朝日町3-11-1		042-354-3061		042-354-3065		1972-01-01		1,200		12,000,000				2016-02-19		243-1

		59		3944		244				武蔵学園生活協同組合		176-8534		東京都練馬区豊玉上1-26-1		03-3994-2363		03-3948-5843		1972-01-01		764		7,640,000				2008-10-24		244-1

		60		3945		245				日本女子大学生活協同組合		112-0015		東京都文京区目白台2-8-1		03-3945-3601		03-3942-2339		1978-06-22		1,679		16,790,000				2016-12-22		245-1

		61		3946		246				東洋大学生活協同組合		112-8606		東京都文京区白山5-28-20		03-3943-9603		03-3943-9605		1981-03-01		3,419		34,190,000				2016-01-27		246-1

		62		3947		247				東京芸術大学生活協同組合		110-8714		東京都台東区上野公園12-8		03-3828-5669		03-3828-7291		1988-03-30		356		3,560,000				2011-11-25		247-1

		63		3948		248				大東文化学園生活協同組合		355-0065		埼玉県東松山市岩殿560		0493-35-1521		0493-35-1524		1979-04-01		1,294		12,940,000				2008-10-24		248-1

		64		3949		249				埼玉大学生活協同組合		338-8570		埼玉県さいたま市桜区下大久保255		048-853-1764		048-857-7721		1980-04-01		3,247		32,470,000				2016-12-28		249-1

		65		3950		250				跡見学園女子大学生活協同組合		352-8501		埼玉県新座市中野1-9-6		048-481-0727		048-481-0764		1996-02-09		563		5,630,000				2017-01-06		250-1

		66		3951		251				十文字学園生活協同組合		352-8510		埼玉県新座市菅沢2-1-28		048-489-1277		048-489-1276		1997-07-24		400		4,000,000				2012-01-25		251-1

		67		3952		252				淑徳大学みずほ台生活協同組合		354-0041		埼玉県入間郡三芳町藤久保1150-1		049-259-5151		049-259-1308		1997-07-24		297		2,970,000				2012-01-25		252-1

		68		3955		255				前橋工科大学生活協同組合		371-0816		群馬県前橋市上佐鳥町460番地1		027-287-4611		027-287-4622		2010-01-16		228		2,280,000				2016-02-23		255-1

		69		3960		260				東京工業高等専門学校生活協同組合		193-0942		東京都八王子市椚田町1220番2号		042-669-5016		042-669-5017		2005-01-22		238		2,380,000				2016-02-25		260-1

		70		3961		261				東京経済大学生活協同組合		185-0021		東京都国分寺市南町1-7-34		042-321-0627		042-327-5231		1971-04-01		1,124		11,240,000				2012-01-25		261-1

		71		3962		262				一橋大学消費生活協同組合		186-8601		東京都国立市中2-1		042-572-7818		042-572-7829		1971-04-01		1,971		19,710,000				2011-11-25		262-1

		72		3963		263				東京学芸大学生活協同組合		184-8501		東京都小金井市貫井北町4-1-1		042-324-6225		042-322-3953		1971-04-01		1,949		19,490,000				2016-01-29		263-1

		73		3964		264				電気通信大学生活協同組合		182-8585		東京都調布市調布ヶ丘1-5-1		042-487-2881		042-486-6610		1971-04-01		1,363		13,630,000				2011-11-25		264-1

		74		3965		265				東京農工大学消費生活協同組合		183-0054		東京都府中市幸町3-5-8		042-366-0762		042-352-7222		1971-04-01		1,945		19,450,000				2011-10-24		265-1

		75		3966		266				津田塾大学生活協同組合		187-8577		東京都小平市津田町2-1-1		042-343-7349		042-344-7465		1972-07-01		858		8,580,000				2011-11-15		266-1

		76		3967		267				東京薬科大学生活協同組合		192-0392		東京都八王子市堀之内1432-1 ノ		042-676-6368		0426-76-6166		1976-04-01		1,821		18,210,000				2016-02-25		267-1

		77		3968		268				白梅学園生活協同組合		187-8570		東京都小平市小川町1-830		042-343-1728		042-342-2821		1980-04-01		324		3,240,000				2007-10-22		268-1

		78		3969		269				日本社会事業大学生活協同組合		204-8555		東京都清瀬市竹丘3丁目1番30号		042-492-5506		042-492-5505		1981-03-01		330		3,300,000				2007-11-20		269-1

		79		3970		270				日本獣医生命科学大学生活協同組合		180-0023		東京都武蔵野市境南町1-7-1		0422-31-6252		0422-31-6252		1983-03-01		355		3,550,000				2017-01-24		270-1

		80		3971		271				清泉女学院生活協同組合		381-0085		長野県長野市上野2-120-8		026-295-3460		026-295-3458		2005-09-14		121		1,210,000				2016-02-05		271-1

		81		3972		272				山梨県立大学生活協同組合		400-0035		山梨県甲府市飯田5-11-1		055-236-2177		055-236-2178		2006-12-27		217		2,170,000				2011-10-27		272-1

		82		3973		273				明治薬科大学生活協同組合		204-8588		東京都清瀬市野塩2-522-1		042-495-8446		042-495-8451		1997-10-27		884		8,840,000				2007-12-12		273-1

		83		3974		274				新潟青陵大学・短期大学生活協同組合		951-8121		新潟県新潟市中央区水道町1丁目5939番地27		025-266-0690		025-266-0526		1997-11-25		425		4,250,000				2011-10-31		274-1

		84		3975		275				長野県立大学生活協同組合 タ		380-0803		長野県長野市三輪8-49-7		026-235-3716		026-233-2128		1998-06-01		241		2,410,000				2016-01-29		275-1

		85		3976		276				新潟大学生活協同組合		950-2181		新潟県新潟市西区五十嵐２の町8050		025-262-6204		025-262-6205		1989-03-01		4,351		43,510,000				2011-11-25		276-1

		86		3977		277				信州大学生活協同組合		390-0802		長野県松本市旭3-1-1		0263-37-2982		0263-36-7441		1989-03-01		4,516		45,160,000				2011-11-25		277-1

		87		3978		278				長野大学生活協同組合		386-1214		長野県上田市下之郷乙646		0268-38-7238		0268-38-8294		1989-03-01		293		2,930,000				2016-02-01		278-1

		88		3979		279				山梨大学生活協同組合		400-8510		山梨県甲府市武田4-4-37		055-252-4757		055-252-9593		1989-03-01		991		9,910,000				2011-11-05		279-1

		89		3980		280				群馬大学生活協同組合		371-8510		群馬県前橋市荒牧町4-2		027-232-1599		027-231-9552		1989-03-01		1,837		18,370,000				2016-02-16		280-1

		90		3981		281				足利大学生活協同組合		326-8558		栃木県足利市大前町268-1		0284-62-5882		0284-62-6971		1989-03-01		294		2,940,000				2011-11-25		281-1

		91		3982		282				宇都宮大学消費生活協同組合		321-8505		栃木県宇都宮市峰町350		028-636-1995		028-632-9244		1989-03-01		1,328		13,280,000				2011-11-25		282-1

		92		3983		283				茨城大学生活協同組合		310-8512		茨城県水戸市文京2-1-1		029-225-3384		029-228-2750		1989-03-01		2,475		24,750,000				2011-11-25		283-1

		93		3984		284				高崎経済大学生活協同組合		370-0801		群馬県高崎市上並榎町1300		027-343-2024		027-343-2794		1990-06-01		917		9,170,000				2016-02-17		284-1

		94		3985		285				茨城キリスト教学園生活協同組合		319-1295		茨城県日立市大みか町6-11-1		0294-25-5285		0294-25-5287		1999-08-31		411		4,110,000				2011-11-25		285-1

		95		3986		286				松本大学生活協同組合		390-1295		長野県松本市新村2095-1		0263-48-7280		0263-48-7281		2001-08-23		360		3,600,000				2017-01-13		286-1

		96		3987		287				新潟県立大学生活協同組合		950-8680		新潟県新潟市東区海老ヶ瀬471		025-270-1730		025-270-1730		1996-11-15		220		2,200,000				2012-01-25		287-1

		97		3988		288				長野県看護大学生活協同組合		399-4117		長野県駒ヶ根市赤穂1694番地		0265-81-7095		0265-81-7095		1998-03-10		199		1,990,000				2016-02-18		288-1

		98		3989		289				太田情報・医療・自動車専門学校生活協同組合		373-0812		群馬県太田市東長岡町1361		0276-22-1718		0276-22-1720		1997-02-25		206		2,060,000				2016-02-22		289-1

				会員CD カイイン		補助CD ホジョ		東海地区 トウカイ チク				郵便番号		所在地		電話番号		FAX番号		連合加入年月日 レンゴウ カニュウ ネンガッピ		口数 クチ スウ		出資金額 シュッシ キンガク				最終払込日 サイシュウ ハライコミビ		証券番号 ショウケン バンゴウ

		99		5101		301				静岡大学生活協同組合		422-8017		静岡県静岡市駿河区大谷836		054-237-2712		054-237-3205		2018-11-01		1,625		16,250,000				2018-11-01		301-1

		100		5103		303				愛知大学生活協同組合		441-8522		愛知県豊橋市町畑町1-1　愛知大学内		0532-47-5931		0532-46-6141		2018-11-01		1,451		14,510,000				2018-11-01		303-1

		101		5105		305				名古屋大学消費生活協同組合		464-0814		愛知県名古屋市千種区不老町1		052-781-1111		052-782-1946		2018-11-01		3,951		39,510,000				2018-11-01		305-1

		102		5106		306				愛知教育大学生活協同組合		448-8543		愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢1		0566-36-2404		0566-36-4830		2018-11-01		948		9,480,000				2018-11-01		306-1

		103		5107		307				名古屋工業大学生活協同組合		466-8555		愛知県名古屋市昭和区御器所町		052-731-1600		052-731-8726		2018-11-01		1,600		16,000,000				2018-11-01		307-1

		104		5108		308				名古屋市立大学生活協同組合		467-0802		愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町山の畑1		052-881-5906		052-881-5921		2018-11-01		736		7,360,000				2018-11-01		308-1

		105		5109		309				愛知県公立大学生活協同組合 コウリツ		480-1342		愛知県長久手市茨ヶ廻間1522-3		0561-61-0134		0561-61-1210		2018-11-01		498		4,980,000				2018-11-01		309-1

		106		5110		310				日本福祉大学生活協同組合		470-3296		愛知県知多郡美浜町奥田会下前35-6		0569-87-2301		0569-87-2305		2018-11-01		1,063		10,630,000				2018-11-01		310-1

		107		5112		312				岐阜大学消費生活協同組合		501-1112		岐阜県岐阜市柳戸1-1		058-230-1166		058-230-1167		2018-11-01		1,584		15,840,000				2018-11-01		312-1

		108		5113		313				三重大学生活協同組合		514-8507		三重県津市栗真町屋町1577番地		059-231-1103		059-231-3852		2018-11-01		1,516		15,160,000				2018-11-01		313-1

		109		5114		314				三重短期大学生活協同組合		514-0112		三重県津市一身田中野181-1		059-232-4959		059-231-4113		2018-11-01		113		1,130,000				2018-11-01		314-1

		110		5115		315				中京大学生活協同組合		466-0825		愛知県名古屋市昭和区八事本町101-2		052-831-2460		052-835-3249		2018-11-01		1,962		19,620,000				2018-11-01		315-1

		111		5116		316				名城大学生活協同組合		468-0073		愛知県名古屋市天白区塩釜口1丁目501番地		052-831-4068		052-831-7948		2018-11-01		866		8,660,000				2018-11-01		316-1

		112		5118		318				岐阜市立女子短期大学生活協同組合		501-0102		岐阜県岐阜市一日市場北町7番1号		058-296-3129		058-232-4341		2018-11-01		77		770,000				2018-11-01		318-1

		113		5119		319				自然科学研究機構岡崎生活協同組合		444-8585		愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38		0564-58-9210		0564-58-9219		2018-11-01		101		1,010,000				2018-11-01		319-1

		114		5120		320				金城学院大学生活協同組合		463-8521		愛知県名古屋市守山区大森2丁目1723		052-799-1190		052-799-1196		2018-11-01		580		5,800,000				2018-11-01		320-1

		115		5121		321				三重県立看護大学生活協同組合		514-0116		三重県津市夢が丘1-1-1		059-236-5010		059-236-5012		2018-11-01		64		640,000				2018-11-01		321-1

		117		5123		323				生活協同組合インターカレッジコープ愛知		466-8657		愛知県名古屋市昭和区山手通2-16-1 大学生協東海会館1階		052-839-2898		052-839-2894		2018-11-01		50		500,000				2018-11-01		323-1

		118		5124		324				静岡文化芸術大学生活協同組合		430-8533		静岡県浜松市中区中央二丁目１番１号		053-453-5702		053-415-8266		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		324-1

		119		5125		325				日本赤十字豊田看護大学生活協同組合		471-0056		愛知県豊田市白山町七曲12番33						2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		325-1

				会員CD カイイン		補助CD ホジョ		関西北陸地区 カンサイ ホクリク チク				郵便番号		所在地		電話番号		FAX番号		連合加入年月日 レンゴウ カニュウ ネンガッピ		口数 クチ スウ		出資金額 シュッシ キンガク				最終払込日 サイシュウ ハライコミビ		証券番号 ショウケン バンゴウ

		120		6603		411				大学生活協同組合大阪インターカレッジコープ		532-0004		大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-15 大学生協大阪会館		06-6395-3161		06-7659-9794		2018-11-01		122		1,220,000				2018-11-01		411-1

		121		6611		412				近畿大学生活協同組合		577-0818		大阪府東大阪市小若江3-4-1		06-6725-3311		06-6723-4455		2018-11-01		3,299		32,990,000				2018-11-01		412-1

		122		6613		413				大阪経済大学生活協同組合		533-0011		大阪府大阪市東淀川区大桐3丁目16番10号 大阪経済大学内		06-6379-2230		06-6379-2232		2018-11-01		702		7,020,000				2018-11-01		413-1

		123		6614		414				阪南大学生活協同組合		580-0032		大阪府松原市天美東5-4-33		072-334-2954		072-334-3810		2018-11-01		616		6,160,000				2018-11-01		414-1

		124		6615		415				大阪電気通信大学生活協同組合		572-8530		大阪府寝屋川市初町18-8		072-822-1231		072-820-5662		2018-11-01		1,066		10,660,000				2018-11-01		415-1

		125		6617		416				大阪千代田短期大学生活協同組合		586-0094		大阪府河内長野市小山田町1685番地		0721-54-0652		0721-54-0654		2018-11-01		39		390,000				2018-11-01		416-1

		126		6622		417				千里金蘭大学生活協同組合		565-0873		大阪府吹田市藤白台5-25-1		06-6872-3610		06-6872-3710		2018-11-01		187		1,870,000				2018-11-01		417-1

		127		6621		418				大阪樟蔭女子大学生活協同組合		577-0807		大阪府東大阪市菱屋西4丁目2番地26号		06-6730-6577		06-6724-5264		2018-11-01		352		3,520,000				2018-11-01		418-1

		128		6631		419				大阪府立大学生活協同組合		599-8531		大阪府堺市中区学園町1-1　大阪府立大学内		072-259-4466		072-252-2187		2018-11-01		1,932		19,320,000				2018-11-01		419-1

		129		6632		420				大阪大学生活協同組合		560-0043		大阪府豊中市待兼山町1-9		06-6841-3326		06-6841-9644		2018-11-01		9,786		97,860,000				2018-11-01		420-1

		130		6633		421				大阪教育大学生活協同組合		582-8582		大阪府柏原市旭ヶ丘4-698-1		072-976-3636		072-976-3637		2018-11-01		1,332		13,320,000				2018-11-01		421-1

		131		6634		422				和歌山大学消費生活協同組合		640-8441		和歌山県和歌山市栄谷930		073-452-8497		073-455-6358		2018-11-01		947		9,470,000				2018-11-01		422-1

		132		6636		423				大阪市立大学生活協同組合		558-8585		大阪府大阪市住吉区杉本3-3-138		06-6605-3011		06-6699-1093		2018-11-01		2,756		27,560,000				2018-11-01		423-1

		133		6637		424				和歌山県立医科大学生活協同組合		641-0012		和歌山県和歌山市紀三井寺811-1		073-448-1161		073-448-2413		2018-11-01		443		4,430,000				2018-11-01		424-1

		134		6771		426				神戸大学生活協同組合		657-0013		兵庫県神戸市灘区六甲台町		078-871-3691		078-882-5740		2018-11-01		5,406		54,060,000				2018-11-01		426-1

		135		6772		427				関西学院大学生活協同組合		662-0891		兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155		0798-53-7001		0798-53-5755		2018-11-01		6,569		65,690,000				2018-11-01		427-1

		136		6774		428				神戸市外国語大学消費生活協同組合		651-2187		兵庫県神戸市西区学園東町9-1		078-794-8191		078-797-2464		2018-11-01		779		7,790,000				2018-11-01		428-1

		137		6775		429				甲南大学生活協同組合		658-0072		兵庫県神戸市東灘区岡本9-6-4		078-451-1371		078-451-8647		2018-11-01		2,260		22,600,000				2018-11-01		429-1

		138		6776		430				兵庫県立大学生活協同組合		671-2201		兵庫県姫路市書写2167		079-266-0998		079-266-9699		2018-11-01		2,058		20,580,000				2018-11-01		430-1

		139		6777		431				神戸薬科大学生活協同組合		658-0003		兵庫県神戸市東灘区本山北町4-19-1		078-441-7521		078-453-3568		2018-11-01		623		6,230,000				2018-11-01		431-1

		140		6778		432				神戸親和女子大学生活協同組合		651-1111		兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町7-13-1		078-595-0303		078-595-0565		2018-11-01		233		2,330,000				2018-11-01		432-1

		141		6780		433				園田学園女子大学生活協同組合		661-0012		兵庫県尼崎市南塚口町7丁目29-1		06-6422-5794		06-6422-5889		2018-11-01		488		4,880,000				2018-11-01		433-1

		142		6781		434				大手前大学生活協同組合		662-0961		兵庫県西宮市御茶家所町6番地42号		0798-33-4900		0798-33-4140		2018-11-01		186		1,860,000				2018-11-01		434-1

		143		6782		435				甲南女子大学生活協同組合		658-0001		兵庫県神戸市東灘区森北町6-2-23		078-435-5270		078-435-5271		2018-11-01		621		6,210,000				2018-11-01		435-1

		144		6783		436				神戸市立工業高等専門学校生活協同組合		651-2194		兵庫県神戸市西区学園東町8-3		078-795-4051		078-795-4052		2018-11-01		257		2,570,000				2018-11-01		436-1

		145		6171		438				富山大学生活協同組合		930-0887		富山県富山市五福3190		076-431-4249		076-431-5008		2018-11-01		3,303		33,030,000				2018-11-01		438-1

		146		6172		439				金沢大学生活協同組合		920-1192		石川県金沢市角間町		076-231-2855		076-262-0359		2018-11-01		4,094		40,940,000				2018-11-01		439-1

		147		6173		440				福井大学生活協同組合		910-8525		福井県福井市文京3-9-1		0776-21-2956		0776-21-2990		2018-11-01		1,574		15,740,000				2018-11-01		440-1

		148		6174		441				石川工業高等専門学校生活協同組合		929-0342		石川県河北郡津幡町字北中条夕1		076-288-5638		076-288-6587		2018-11-01		261		2,610,000				2018-11-01		441-1

		149		6175		442				富山県立大学生活協同組合		939-0392		富山県射水市黒河5180		0766-56-8824		0766-56-8827		2018-11-01		459		4,590,000				2018-11-01		442-1

		150		6176		443				富山高等専門学校生活協同組合		933-0293		富山県射水市海老江練合1の2		0766-86-5870		0766-86-5871		2018-11-01		349		3,490,000				2018-11-01		443-1

		151		6501		445				京都大学生活協同組合		606-8316		京都府京都市左京区吉田二本松町　京都大学内		075-753-7640		075-761-0046		2018-11-01		11,982		119,820,000				2018-11-01		445-1

		152		6502		446				同志社生活協同組合		602-0893		京都府京都市上京区烏丸今出川上ル玄武町601		075-251-4421		075-256-1631		2018-11-01		10,159		101,590,000				2018-11-01		446-1

		153		6503		447				立命館生活協同組合		603-8577		京都府京都市北区等持院北町56-1		075-465-8280		075-463-1393		2018-11-01		11,934		119,340,000				2018-11-01		447-1

		154		6504		448				京都府立医科大学・京都府立大学生活協同組合 ガク キョウト ガク		602-0841		京都府京都市上京区河原町広小路梶井町465		075-251-5952		075-213-3591		2018-11-01		1,679		16,790,000				2018-11-01		448-1

		155		6505		449				龍谷大学生活協同組合		612-0021		京都府京都市伏見区深草塚本町67 龍谷大学2号館内		075-642-0213		075-643-7774		2018-11-01		4,394		43,940,000				2018-11-01		449-1

		156		6506		450				京都教育大学生活協同組合		612-0863		京都府京都市伏見区深草藤森町1		075-644-8355		075-643-3313		2018-11-01		478		4,780,000				2018-11-01		450-1

		157		6507		451				京都工芸繊維大学生活協同組合		606-0962		京都府京都市左京区松ケ崎御所海道町		075-781-5359		075-702-3347		2018-11-01		1,213		12,130,000				2018-11-01		451-1

		158		6509		452				京都橘学園生活協同組合		607-8175		京都府京都市山科区大宅山田町34		075-571-7505		075-571-8641		2018-11-01		1,297		12,970,000				2018-11-01		452-1

		159		6890		453				京都経済短期大学生活協同組合		610-1111		京都府京都市西京区大枝東長町3-1		075-331-3348		075-331-3354		2018-11-01		55		550,000				2018-11-01		453-1

		160		6577		454				奈良女子大学生活協同組合		630-8263		奈良県奈良市北魚屋西町		0742-23-5016		0742-26-2038		2018-11-01		878		8,780,000				2018-11-01		454-1

		161		6578		455				奈良教育大学生活協同組合		630-8528		奈良県奈良市高畑町		0742-26-1406		0742-26-1405		2018-11-01		350		3,500,000				2018-11-01		455-1

		162		6887		456				奈良県立大学生活協同組合		630-8258		奈良県奈良市船橋町10番地		0742-24-3303		0742-24-3303		2018-11-01		118		1,180,000				2018-11-01		456-1

		163		6889		457				奈良工業高等専門学校生活協同組合		639-1058		奈良県大和郡山市矢田町22番地		0743-55-2466		0743-55-2466		2018-11-01		227		2,270,000				2018-11-01		457-1

		164		6574		458				滋賀県立大学生活協同組合		522-8533		滋賀県彦根市八坂町2500		0749-25-4830		0749-25-4839		2018-11-01		852		8,520,000				2018-11-01		458-1

		165		6576		459				滋賀大学彦根地区生活協同組合		522-8522		滋賀県彦根市馬場1-1-1		0749-24-3256		0749-26-3012		2018-11-01		625		6,250,000				2018-11-01		459-1

		166		6575		460				滋賀大学大津地区生活協同組合		520-0862		滋賀県大津市平津2-5-1		077-537-0024		077-531-2060		2018-11-01		258		2,580,000				2018-11-01		460-1

		167		6580		461				滋賀医科大学生活協同組合		520-2192		滋賀県大津市瀬田月輪町滋賀医科大学福利棟内		077-548-2091		077-547-3151		2018-11-01		426		4,260,000				2018-11-01		461-1

								九州地区 キュウシュウ チク

		168		9101		601				生活協同組合福岡インターカレッジコープ		812-0044		福岡県福岡市博多区千代2-21-1　公団ビル1階		092-631-5140		092-651-1708		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		601-1

		169		9172		672				福岡教育大学生活協同組合		811-4192		福岡県宗像市赤間文教町1番1号		0940-32-0024		0940-35-0490		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		672-1

		170		9173		673				九州工業大学生活協同組合		804-8550		福岡県北九州市戸畑区仙水町1-1		093-883-0498		093-873-1370		2018-11-01		740		7,400,000				2018-11-01		673-1

		171		9174		674				北九州市立大学生活協同組合		802-0841		福岡県北九州市小倉南区北方4-2-1		093-961-4430		093-961-5944		2018-11-01		540		5,400,000				2018-11-01		674-1

		172		9175		675				佐賀大学生活協同組合		840-0027		佐賀県佐賀市本庄町本庄1　かささぎホール2F		0952-25-4450		0952-25-4287		2018-11-01		730		7,300,000				2018-11-01		675-1

		173		9176		676				宮崎大学生活協同組合		889-2155		宮崎県宮崎市学園木花台西1-1		0985-58-0612		0985-55-3020		2018-11-01		600		6,000,000				2018-11-01		676-1

		174		9177		677				鹿児島大学生活協同組合		890-0065		鹿児島県鹿児島市郡元1-21-24		099-255-0131		099-286-0095		2018-11-01		2,110		21,100,000				2018-11-01		677-1

		175		9178		678				琉球大学生活協同組合		903-0129		沖縄県中頭郡西原町字千原1番地		098-895-2620		098-895-4041		2018-11-01		900		9,000,000				2018-11-01		678-1

		176		9181		681				鹿児島県立短期大学生活協同組合		890-0005		鹿児島県鹿児島市下伊敷1-52-1		099-229-0172		099-220-2602		2018-11-01		70		700,000				2018-11-01		681-1

		177		9182		682				沖縄大学生活協同組合		902-0075		沖縄県那覇市国場555		098-855-9806		098-855-9815		2018-11-01		80		800,000				2018-11-01		682-1

		178		9183		683				福岡女子大学生活協同組合		813-0003		福岡県福岡市東区香住ヶ丘1-1-1		092-661-7736		092-673-0789		2018-11-01		70		700,000				2018-11-01		683-1

		179		9184		684				九州大学生活協同組合		819-0385		福岡県福岡市西区元岡744　ウエスト５号館 ニシク モトオカ ゴウカン		092-834-2135		092-834-2778		2018-11-01		2,510		25,100,000				2018-11-01		684-1

		191		9185		685				西南学院大学生活協同組合		814-0002		福岡県福岡市早良区西新7-4-63		092-285-6051		092-822-5429		2018-11-01		550		5,500,000				2018-11-01		685-1

		181		9186		686				長崎県立大学佐世保校生活協同組合		858-0914		長崎県佐世保市川下町123		0956-48-3732		0956-48-3722		2018-11-01		190		1,900,000				2018-11-01		686-1

		182		9187		687				長崎大学生活協同組合		852-8131		長崎県長崎市文教町1-14		095-845-5887		095-845-5819		2018-11-01		1,150		11,500,000				2018-11-01		687-1

		183		9188		688				熊本大学生活協同組合		860-0862		熊本県熊本市中央区黒髪2-40-1		096-343-4422		096-343-4897		2018-11-01		1,010		10,100,000				2018-11-01		688-1

		184		9189		689				大分大学生活協同組合		870-1192		大分県大分市旦野原700番地		097-569-0016		097-569-2340		2018-11-01		600		6,000,000				2018-11-01		689-1

		185		9190		690				福岡県立大学生活協同組合		825-8585		福岡県田川市伊田4395		0947-44-3399		0947-44-4003		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		690-1

		186		9191		691				純心大学生活協同組合		852-8142		長崎県長崎市三ツ山町235		095-842-1015		095-842-0551		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		691-1

		187		9193		693				南九州学園生活協同組合		880-0032		宮崎県宮崎市霧島5-1-2		0985-35-0456		0985-32-0222		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		693-1

		188		9195		695				九州国際大学生活協同組合		805-0062		福岡県北九州市八幡東区平野1丁目6-1		093-663-5385		093-663-5386		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		695-1

		189		9196		696				長崎県立大学シーボルト校生活協同組合		851-2130		長崎県西彼杵郡長与町まなび野1-1-1		095-887-5552		095-887-4681		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		696-1

		190		9198		698				生活協同組合熊本インターカレッジコープアカデミア		860-0862		熊本県熊本市中央区黒髪6-8-41		096-343-6515		096-343-6540		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		698-1

		180		9199		699				西南女学院大学生活協同組合		803-0835		福岡県北九州市小倉北区井堀1-3-5		093-563-2232		093-592-0121		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		699-1
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議案書用 (游) (2)

								会員生協名簿 カイイン セイキョウ メイボ																						2019年2月28日現在 ネン ガツ ニチ ゲンザイ

												2019年12月現在

				会員CD カイイン		補助CD ホジョ				所属地区 ショゾク チク		会員生協名		郵便番号		所在地		電話番号		FAX番号		連合加入年月日 レンゴウ カニュウ ネンガッピ		口数 クチ スウ		出資金額 シュッシ キンガク				最終払込日 サイシュウ ハライコミビ		証券番号 ショウケン バンゴウ

		1		1101		001		1		北海道		北海道大学生活協同組合		060-0808		北海道札幌市北区北8条西7丁目		011-746-6218		011-746-2341		2018-11-01		3,900		39,000,000				2018-11-01		001-1

		2		1102		002		2		北海道		北海学園生活協同組合		062-0911		北海道札幌市豊平区旭町4-1-40		011-831-8195		011-815-4335		2018-11-01		900		9,000,000				2018-11-01		002-1

		3		1103		003		3		北海道		酪農学園生活協同組合		069-0836		北海道江別市文京台緑町569-47		011-386-7281		011-386-7298		2018-11-01		700		7,000,000				2018-11-01		003-1

		4		1104		004		4		北海道		札幌学院大学生活協同組合		069-0833		北海道江別市文京台11番地		011-386-2970		011-387-1784		2018-11-01		500		5,000,000				2018-11-01		004-1

		5		1105		005		5		北海道		北星学園生活協同組合		004-0042		北海道札幌市厚別区大谷地西2-3-1		011-891-2313		011-891-2349		2018-11-01		500		5,000,000				2018-11-01		005-1

		6		1106		006		6		北海道		北海道教育大学生活協同組合		002-8075		北海道札幌市北区あいの里5条3丁目1番		011-778-8861		011-778-8862		2018-11-01		800		8,000,000				2018-11-01		006-1

		7		1173		073		7		北海道		札幌大学生活協同組合		062-0033		北海道札幌市豊平区西岡3条7丁目3-1		011-852-1528		011-852-1540		2018-11-01		200		2,000,000				2018-11-01		073-1

		8		1174		074		8		北海道		小樽商科大学生活協同組合		047-8503		北海道小樽市緑3丁目5番21号		0134-23-2298		0134-25-5985		2018-11-01		200		2,000,000				2018-11-01		074-1

		9		1175		075		9		北海道		室蘭工業大学生活協同組合		050-0071		北海道室蘭市水元町36-8		0143-44-2994		0143-45-2757		2018-11-01		1,000		10,000,000				2018-11-01		075-1

		10		1176		076		10		北海道		帯広畜産大学生活協同組合		080-0834		北海道帯広市稲田西２線11番地		0155-48-2284		0155-48-2733		2018-11-01		400		4,000,000				2018-11-01		076-1

		11		1177		077		11		北海道		北見工業大学生活協同組合		090-0015		北海道北見市公園町165		0157-24-5581		0157-24-6968		2018-11-01		400		4,000,000				2018-11-01		077-1

		12		1179		079		12		北海道		釧路公立大学生活協同組合		085-8585		北海道釧路市芦野4丁目1番1号		0154-37-4155		0154-37-4277		2018-11-01		100		1,000,000				2018-11-01		079-1

		13		1180		080		13		北海道		公立はこだて未来大学生活協同組合		041-0803		北海道函館市亀田中野町116番地2		0138-83-6061		0138-83-6065		2018-11-01		100		1,000,000				2018-11-01		080-1

		14		2101		101		14		東北		弘前大学生活協同組合		036-8224		青森県弘前市文京町1		0172-34-4806		0172-36-6965		2018-11-01		2,094		20,940,000				2018-11-01		101-1

		15		2102		102		15		東北		岩手大学生活協同組合		020-0066		岩手県盛岡市上田3-18-34		019-652-3533		019-624-5750		2018-11-01		1,330		13,300,000				2018-11-01		102-1

		16		2103		103		16		東北		盛岡大学生活協同組合		020-0605		岩手県滝沢市砂込808		019-688-5565		019-688-5877		2018-11-01		223		2,230,000				2018-11-01		103-1

		17		2104		104		17		東北		秋田大学生活協同組合		010-0854		秋田県秋田市手形山崎町12-14		018-832-7141		018-832-1105		2018-11-01		1,155		11,550,000				2018-11-01		104-1

		18		2105		105		18		東北		東北大学生活協同組合		980-0845 		宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468-1 東北大学青葉山みどり厚生会館内2階		022-262-8023		022-262-9889		2018-11-01		6,556		65,560,000				2018-11-01		105-1

		19		2106		106		19		東北		東北学院大学生活協同組合		980-8511		宮城県仙台市青葉区土樋1-3-1		022-264-6331		022-213-5412		2018-11-01		1,414		14,140,000				2018-11-01		106-1

		20		2107		107		20		東北		東北工業大学生活協同組合		982-0846		宮城県仙台市太白区二ツ沢6番		022-246-3317		022-246-2346		2018-11-01		293		2,930,000				2018-11-01		107-1

		21		2108		108		21		東北		宮城教育大学生活協同組合		980-0845		宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉149		022-265-7266		022-265-7268		2018-11-01		342		3,420,000				2018-11-01		108-1

		22		2109		109		22		東北		宮城大学生活協同組合		981-3271		宮城県黒川郡大和町学苑1番		022-772-1766		022-772-1733		2018-11-01		69		690,000				2018-11-01		109-1

		23		2110		110		23		東北		尚絅学院大学生活協同組合		981-1245		宮城県名取市ゆりが丘4丁目10-1		022-386-2608		022-381-2633		2018-11-01		137		1,370,000				2018-11-01		110-1

		24		2111		111		24		東北		山形大学生活協同組合		990-0021		山形県山形市小白川町1-4-12		023-632-3533		023-641-5680		2018-11-01		2,230		22,300,000				2018-11-01		111-1

		25		2112		112		25		東北		福島大学生活協同組合		960-1296		福島県福島市金谷川1番地		024-548-5141		024-548-3477		2018-11-01		864		8,640,000				2018-11-01		112-1

		26		2113		113		26		東北		宮城学院生活協同組合		981-8557		宮城県仙台市青葉区桜ケ丘9-1-1		022-278-1613		022-278-1938		2018-11-01		400		4,000,000				2018-11-01		113-1

		27		2114		114		27		東北		弘前学院生活協同組合		036-8231		青森県弘前市稔町13-1		0172-38-0933		0172-38-0935		2018-11-01		80		800,000				2018-11-01		114-1

		28		2115		115		28		東北		大学生活協同組合みやぎインターカレッジコープ		981-0933		宮城県仙台市青葉区柏木1-1-41 大学生協仙台会館		022-717-4747		022-717-4869		2018-11-01		25		250,000				2018-11-01		115-1

		29		2116		116		29		東北		岩手県立大学生活協同組合		020-0611		岩手県滝沢市巣子152番地52		019-688-9571		019-688-9572		2018-11-01		350		3,500,000				2018-11-01		116-1

		30		3901		201		30		東京		東京大学消費生活協同組合		113-0033		東京都文京区本郷7-3-1		03-3814-1541		03-3818-3304		1969-12-19		18,718		187,180,000				2011-11-25		201-1

		31		3902		202		31		東京		早稲田大学生活協同組合		169-0051		東京都新宿区西早稲田1-6-1		03-3207-8611		03-3207-8614		1969-12-19		14,423		144,230,000				2012-01-25		202-1

		32		3903		203		32		東京		慶應義塾生活協同組合		223-0061		神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1		045-563-8489		045-562-6433		1969-12-19		11,371		113,710,000				2011-11-25		203-1

		33		3904		204		33		東京		法政大学生活協同組合		102-0071		東京都千代田区富士見2-17-1法政大学内		03-6380-9499		03-5275-6391		1972-01-01		5,218		52,180,000				2007-10-22		204-1

		34		3909		209		34		東京		生活協同組合東京インターカレッジコープ		150-0001		東京都渋谷区神宮前6－24－4		03-3486-6611		03-3486-6622		1993-12-07		1,098		10,980,000				2016-02-05		209-1

		35		3911		211		35		東京		東京理科大学消費生活協同組合		162-0825		東京都新宿区神楽坂1-3		03-3267-1001		03-3267-1003		1969-12-19		4,574		45,740,000				2007-11-20		211-1

		36		3912		212		36		東京		工学院大学学園生活協同組合		192-0015		東京都八王子市中野町2665-1 マチ		042-633-9012		042-624-5387		1976-04-01		1,796		17,960,000				2016-02-19		212-1

		37		3913		213		37		東京		東京電機大学生活協同組合		120-8551		東京都足立区千住旭町5番　3号館3階		03-3870-8681		03-3870-8682		1980-04-01		1,533		15,330,000				2017-01-12		213-1

		38		3914		214		38		東京		東京海洋大学生活協同組合		108-8477		東京都港区港南4-5-7		03-3471-7441		03-3471-8086		1978-06-22		820		8,200,000				2016-12-30		214-1

		39		3915		215		39		東京		千葉商科大学生活協同組合		272-0827		千葉県市川市国府台1-3-1		047-372-0189		047-300-5181		1978-06-22		417		4,170,000				2012-01-25		215-1

		40		3916		216		40		東京		千葉大学生活協同組合		263-0022		千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33		043-252-1810		043-252-1124		1979-06-01		4,224		42,240,000				2011-11-25		216-1

		41		3917		217		41		東京		東京農業大学生活協同組合		156-0054		東京都世田谷区桜丘1-1-1		03-3427-5711		03-3427-6683		1990-03-01		3,410		34,100,000				2011-10-11		217-1

		42		3918		218		42		東京		東邦大学消費生活協同組合		274-0072		千葉県船橋市三山2-2-1		047-470-2090		047-470-2093		1997-09-01		1,025		10,250,000				2011-10-20		218-1

		43		3921		221		43		東京		東京工業大学生活協同組合		152-8550		東京都目黒区大岡山2-12-1		03-3728-8023		03-3728-1317		1971-04-01		4,141		41,410,000				2012-02-24		221-1

		44		3922		222		44		東京		明治学院消費生活協同組合		108-0071		東京都港区白金台1-2-37		03-3447-1740		03-3447-2163		1971-04-01		2,101		21,010,000				2011-10-28		222-1

		45		3923		223		45		東京		首都大学東京生活協同組合		192-0397		東京都八王子市南大沢1-1		042-677-1411		042-677-1419		1971-04-01		2,878		28,780,000				2011-11-15		223-1

		46		3924		224		46		東京		和光学園生活協同組合		195-0071		東京都町田市金井町2160		044-988-1429		044-988-5685		1977-07-13		554		5,540,000				2011-11-25		224-1

		47		3925		225		47		東京		桜美林学園消費生活協同組合		194-0294		東京都町田市常盤町3758		042-797-0543		042-798-7088		1977-07-13		1,031		10,310,000				2011-11-25		225-1

		48		3926		226		48		東京		麻布大学生活協同組合		252-0206		神奈川県相模原市中央区淵野辺1-17-71		042-754-1380		042-753-7179		1978-03-29		609		6,090,000				2011-11-25		226-1

		49		3928		228		49		東京		宇宙科学研究所生活協同組合		252-5210		神奈川県相模原市中央区由野台3-1-1		042-751-0336		042-751-2289		1988-09-20		509		5,090,000				2011-11-25		228-1

		50		3929		229		50		東京		横浜国立大学生活協同組合		240-8501		神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台79-10		045-331-5217		045-339-5190		1978-06-30		3,130		31,300,000				2007-11-20		229-1

		51		3930		230		51		東京		横浜市立大学生活協同組合		236-0027		神奈川県横浜市金沢区瀬戸22-2		045-786-0199		045-783-6624		1978-06-22		1,517		15,170,000				2017-02-10		230-1

		52		3932		232		52		東京		星薬科大学生活協同組合		142-8501		東京都品川区荏原2-4-41		03-5498-6047		03-5498-5898		2001-02-08		529		5,290,000				2016-02-24		232-1

		53		3933		233		53		東京		東京工芸大学生活協同組合		243-0297		神奈川県厚木市飯山1583		046-242-8271		046-242-3412		1994-03-24		1,361		13,610,000				2011-11-25		233-1

		54		3934		234		54		東京		芝浦工業大学消費生活協同組合		135-8548		東京都江東区豊洲3-7-5		03-5859-7910		03-5859-7911		2003-07-01		2,503		25,030,000				2016-11-29		234-1

		55		3935		235		55		東京		日本赤十字看護大学生活協同組合		150-0012		東京都渋谷区広尾4-1-3		03-5468-5857		03-5468-5887		2005-01-22		253		2,530,000				2011-10-26		235-1

		56		3941		241		56		東京		お茶の水女子大学消費生活協同組合		112-8610		東京都文京区大塚2-1-1		03-3947-8333		03-3947-9922		1972-01-01		1,028		10,280,000				2016-07-21		241-1

		57		3942		242		57		東京		東京医科歯科大学生活協同組合		113-8510		東京都文京区湯島1-5-45		03-3818-5231		03-3818-5245		1972-01-01		1,006		10,060,000				2016-01-29		242-1

		58		3943		243		58		東京		東京外国語大学生活協同組合		183-8534		東京都府中市朝日町3-11-1		042-354-3061		042-354-3065		1972-01-01		1,200		12,000,000				2016-02-19		243-1

		59		3944		244		59		東京		武蔵学園生活協同組合		176-8534		東京都練馬区豊玉上1-26-1		03-3994-2363		03-3948-5843		1972-01-01		764		7,640,000				2008-10-24		244-1

		60		3945		245		60		東京		日本女子大学生活協同組合		112-0015		東京都文京区目白台2-8-1		03-3945-3601		03-3942-2339		1978-06-22		1,679		16,790,000				2016-12-22		245-1

		61		3946		246		61		東京		東洋大学生活協同組合		112-8606		東京都文京区白山5-28-20		03-3943-9603		03-3943-9605		1981-03-01		3,419		34,190,000				2016-01-27		246-1

		62		3947		247		62		東京		東京芸術大学生活協同組合		110-8714		東京都台東区上野公園12-8		03-3828-5669		03-3828-7291		1988-03-30		356		3,560,000				2011-11-25		247-1

		63		3948		248		63		東京		大東文化学園生活協同組合		355-0065		埼玉県東松山市岩殿560		0493-35-1521		0493-35-1524		1979-04-01		1,294		12,940,000				2008-10-24		248-1

		64		3949		249		64		東京		埼玉大学生活協同組合		338-8570		埼玉県さいたま市桜区下大久保255		048-853-1764		048-857-7721		1980-04-01		3,247		32,470,000				2016-12-28		249-1

		65		3950		250		65		東京		跡見学園女子大学生活協同組合		352-8501		埼玉県新座市中野1-9-6		048-481-0727		048-481-0764		1996-02-09		563		5,630,000				2017-01-06		250-1

		66		3951		251		66		東京		十文字学園生活協同組合		352-8510		埼玉県新座市菅沢2-1-28		048-489-1277		048-489-1276		1997-07-24		400		4,000,000				2012-01-25		251-1

		67		3952		252		67		東京		淑徳大学みずほ台生活協同組合		354-0041		埼玉県入間郡三芳町藤久保1150-1		049-259-5151		049-259-1308		1997-07-24		297		2,970,000				2012-01-25		252-1

		68		3955		255		68		東京		前橋工科大学生活協同組合		371-0816		群馬県前橋市上佐鳥町460番地1		027-287-4611		027-287-4622		2010-01-16		228		2,280,000				2016-02-23		255-1

		69		3960		260		69		東京		東京工業高等専門学校生活協同組合		193-0942		東京都八王子市椚田町1220番2号		042-669-5016		042-669-5017		2005-01-22		238		2,380,000				2016-02-25		260-1

		70		3961		261		70		東京		東京経済大学生活協同組合		185-0021		東京都国分寺市南町1-7-34		042-321-0627		042-327-5231		1971-04-01		1,124		11,240,000				2012-01-25		261-1

		71		3962		262		71		東京		一橋大学消費生活協同組合		186-8601		東京都国立市中2-1		042-572-7818		042-572-7829		1971-04-01		1,971		19,710,000				2011-11-25		262-1

		72		3963		263		72		東京		東京学芸大学生活協同組合		184-8501		東京都小金井市貫井北町4-1-1		042-324-6225		042-322-3953		1971-04-01		1,949		19,490,000				2016-01-29		263-1

		73		3964		264		73		東京		電気通信大学生活協同組合		182-8585		東京都調布市調布ヶ丘1-5-1		042-487-2881		042-486-6610		1971-04-01		1,363		13,630,000				2011-11-25		264-1

		74		3965		265		74		東京		東京農工大学消費生活協同組合		183-0054		東京都府中市幸町3-5-8		042-366-0762		042-352-7222		1971-04-01		1,945		19,450,000				2011-10-24		265-1

		75		3966		266		75		東京		津田塾大学生活協同組合		187-8577		東京都小平市津田町2-1-1		042-343-7349		042-344-7465		1972-07-01		858		8,580,000				2011-11-15		266-1

		76		3967		267		76		東京		東京薬科大学生活協同組合		192-0392		東京都八王子市堀之内1432-1 ノ		042-676-6368		0426-76-6166		1976-04-01		1,821		18,210,000				2016-02-25		267-1

		77		3968		268		77		東京		白梅学園生活協同組合		187-8570		東京都小平市小川町1-830		042-343-1728		042-342-2821		1980-04-01		324		3,240,000				2007-10-22		268-1

		78		3969		269		78		東京		日本社会事業大学生活協同組合		204-8555		東京都清瀬市竹丘3丁目1番30号		042-492-5506		042-492-5505		1981-03-01		330		3,300,000				2007-11-20		269-1

		79		3970		270		79		東京		日本獣医生命科学大学生活協同組合		180-0023		東京都武蔵野市境南町1-7-1		0422-31-6252		0422-31-6252		1983-03-01		355		3,550,000				2017-01-24		270-1

		80		3971		271		80		東京		清泉女学院生活協同組合		381-0085		長野県長野市上野2-120-8		026-295-3460		026-295-3458		2005-09-14		121		1,210,000				2016-02-05		271-1

		81		3972		272		81		東京		山梨県立大学生活協同組合		400-0035		山梨県甲府市飯田5-11-1		055-236-2177		055-236-2178		2006-12-27		217		2,170,000				2011-10-27		272-1

		82		3973		273		82		東京		明治薬科大学生活協同組合		204-8588		東京都清瀬市野塩2-522-1		042-495-8446		042-495-8451		1997-10-27		884		8,840,000				2007-12-12		273-1

		83		3974		274		83		東京		新潟青陵大学・短期大学生活協同組合		951-8121		新潟県新潟市中央区水道町1丁目5939番地27		025-266-0690		025-266-0526		1997-11-25		425		4,250,000				2011-10-31		274-1

		84		3975		275		84		東京		長野県立大学生活協同組合 タ		380-0803		長野県長野市三輪8-49-7		026-235-3716		026-233-2128		1998-06-01		241		2,410,000				2016-01-29		275-1

		85		3976		276		85		東京		新潟大学生活協同組合		950-2181		新潟県新潟市西区五十嵐２の町8050		025-262-6204		025-262-6205		1989-03-01		4,351		43,510,000				2011-11-25		276-1

		86		3977		277		86		東京		信州大学生活協同組合		390-0802		長野県松本市旭3-1-1		0263-37-2982		0263-36-7441		1989-03-01		4,516		45,160,000				2011-11-25		277-1

		87		3978		278		87		東京		長野大学生活協同組合		386-1214		長野県上田市下之郷乙646		0268-38-7238		0268-38-8294		1989-03-01		293		2,930,000				2016-02-01		278-1

		88		3979		279		88		東京		山梨大学生活協同組合		400-8510		山梨県甲府市武田4-4-37		055-252-4757		055-252-9593		1989-03-01		991		9,910,000				2011-11-05		279-1

		89		3980		280		89		東京		群馬大学生活協同組合		371-8510		群馬県前橋市荒牧町4-2		027-232-1599		027-231-9552		1989-03-01		1,837		18,370,000				2016-02-16		280-1

		90		3981		281		90		東京		足利大学生活協同組合		326-8558		栃木県足利市大前町268-1		0284-62-5882		0284-62-6971		1989-03-01		294		2,940,000				2011-11-25		281-1

		91		3982		282		91		東京		宇都宮大学消費生活協同組合		321-8505		栃木県宇都宮市峰町350		028-636-1995		028-632-9244		1989-03-01		1,328		13,280,000				2011-11-25		282-1

		92		3983		283		92		東京		茨城大学生活協同組合		310-8512		茨城県水戸市文京2-1-1		029-225-3384		029-228-2750		1989-03-01		2,475		24,750,000				2011-11-25		283-1

		93		3984		284		93		東京		高崎経済大学生活協同組合		370-0801		群馬県高崎市上並榎町1300		027-343-2024		027-343-2794		1990-06-01		917		9,170,000				2016-02-17		284-1

		94		3985		285		94		東京		茨城キリスト教学園生活協同組合		319-1295		茨城県日立市大みか町6-11-1		0294-25-5285		0294-25-5287		1999-08-31		411		4,110,000				2011-11-25		285-1

		95		3986		286		95		東京		松本大学生活協同組合		390-1295		長野県松本市新村2095-1		0263-48-7280		0263-48-7281		2001-08-23		360		3,600,000				2017-01-13		286-1

		96		3987		287		96		東京		新潟県立大学生活協同組合		950-8680		新潟県新潟市東区海老ヶ瀬471		025-270-1730		025-270-1730		1996-11-15		220		2,200,000				2012-01-25		287-1

		97		3988		288		97		東京		長野県看護大学生活協同組合		399-4117		長野県駒ヶ根市赤穂1694番地		0265-81-7095		0265-81-7095		1998-03-10		199		1,990,000				2016-02-18		288-1

		98		3989		289		98		東京		太田情報・医療・自動車専門学校生活協同組合		373-0812		群馬県太田市東長岡町1361		0276-22-1718		0276-22-1720		1997-02-25		206		2,060,000				2016-02-22		289-1

		99		5101		301		99		東海		静岡大学生活協同組合		422-8017		静岡県静岡市駿河区大谷836		054-237-2712		054-237-3205		2018-11-01		1,625		16,250,000				2018-11-01		301-1

		100		5103		303		100		東海		愛知大学生活協同組合		441-8522		愛知県豊橋市町畑町1-1　愛知大学内		0532-47-5931		0532-46-6141		2018-11-01		1,451		14,510,000				2018-11-01		303-1

		101		5105		305		101		東海		名古屋大学消費生活協同組合		464-0814		愛知県名古屋市千種区不老町1		052-781-1111		052-782-1946		2018-11-01		3,951		39,510,000				2018-11-01		305-1

		102		5106		306		102		東海		愛知教育大学生活協同組合		448-8543		愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢1		0566-36-2404		0566-36-4830		2018-11-01		948		9,480,000				2018-11-01		306-1

		103		5107		307		103		東海		名古屋工業大学生活協同組合		466-8555		愛知県名古屋市昭和区御器所町		052-731-1600		052-731-8726		2018-11-01		1,600		16,000,000				2018-11-01		307-1

		104		5108		308		104		東海		名古屋市立大学生活協同組合		467-0802		愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町山の畑1		052-881-5906		052-881-5921		2018-11-01		736		7,360,000				2018-11-01		308-1

		105		5109		309		105		東海		愛知県公立大学生活協同組合 コウリツ		480-1342		愛知県長久手市茨ヶ廻間1522-3		0561-61-0134		0561-61-1210		2018-11-01		498		4,980,000				2018-11-01		309-1

		106		5110		310		106		東海		日本福祉大学生活協同組合		470-3296		愛知県知多郡美浜町奥田会下前35-6		0569-87-2301		0569-87-2305		2018-11-01		1,063		10,630,000				2018-11-01		310-1

		107		5112		312		107		東海		岐阜大学消費生活協同組合		501-1112		岐阜県岐阜市柳戸1-1		058-230-1166		058-230-1167		2018-11-01		1,584		15,840,000				2018-11-01		312-1

		108		5113		313		108		東海		三重大学生活協同組合		514-8507		三重県津市栗真町屋町1577番地		059-231-1103		059-231-3852		2018-11-01		1,516		15,160,000				2018-11-01		313-1

		109		5114		314		109		東海		三重短期大学生活協同組合		514-0112		三重県津市一身田中野181-1		059-232-4959		059-231-4113		2018-11-01		113		1,130,000				2018-11-01		314-1

		110		5115		315		110		東海		中京大学生活協同組合		466-0825		愛知県名古屋市昭和区八事本町101-2		052-831-2460		052-835-3249		2018-11-01		1,962		19,620,000				2018-11-01		315-1

		111		5116		316		111		東海		名城大学生活協同組合		468-0073		愛知県名古屋市天白区塩釜口1丁目501番地		052-831-4068		052-831-7948		2018-11-01		866		8,660,000				2018-11-01		316-1

		112		5118		318		112		東海		岐阜市立女子短期大学生活協同組合		501-0102		岐阜県岐阜市一日市場北町7番1号		058-296-3129		058-232-4341		2018-11-01		77		770,000				2018-11-01		318-1

		113		5119		319		113		東海		自然科学研究機構岡崎生活協同組合		444-8585		愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38		0564-58-9210		0564-58-9219		2018-11-01		101		1,010,000				2018-11-01		319-1

		114		5120		320		114		東海		金城学院大学生活協同組合		463-8521		愛知県名古屋市守山区大森2丁目1723		052-799-1190		052-799-1196		2018-11-01		580		5,800,000				2018-11-01		320-1

		115		5121		321		115		東海		三重県立看護大学生活協同組合		514-0116		三重県津市夢が丘1-1-1		059-236-5010		059-236-5012		2018-11-01		64		640,000				2018-11-01		321-1

		117		5123		323		116		東海		生活協同組合インターカレッジコープ愛知		466-8657		愛知県名古屋市昭和区山手通2-16-1 大学生協東海会館1階		052-839-2898		052-839-2894		2018-11-01		50		500,000				2018-11-01		323-1

		118		5124		324		117		東海		静岡文化芸術大学生活協同組合		430-8533		静岡県浜松市中区中央二丁目１番１号		053-453-5702		053-415-8266		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		324-1

		119		5125		325		118		東海		日本赤十字豊田看護大学生活協同組合		471-0056		愛知県豊田市白山町七曲12番33						2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		325-1

		120		6603		411		119		関西北陸		大学生活協同組合大阪インターカレッジコープ		532-0004		大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-15 大学生協大阪会館		06-6395-3161		06-7659-9794		2018-11-01		122		1,220,000				2018-11-01		411-1

		121		6611		412		120		関西北陸		近畿大学生活協同組合		577-0818		大阪府東大阪市小若江3-4-1		06-6725-3311		06-6723-4455		2018-11-01		3,299		32,990,000				2018-11-01		412-1

		122		6613		413		121		関西北陸		大阪経済大学生活協同組合		533-0011		大阪府大阪市東淀川区大桐3丁目16番10号 大阪経済大学内		06-6379-2230		06-6379-2232		2018-11-01		702		7,020,000				2018-11-01		413-1

		123		6614		414		122		関西北陸		阪南大学生活協同組合		580-0032		大阪府松原市天美東5-4-33		072-334-2954		072-334-3810		2018-11-01		616		6,160,000				2018-11-01		414-1

		124		6615		415		123		関西北陸		大阪電気通信大学生活協同組合		572-8530		大阪府寝屋川市初町18-8		072-822-1231		072-820-5662		2018-11-01		1,066		10,660,000				2018-11-01		415-1

		125		6617		416		124		関西北陸		大阪千代田短期大学生活協同組合		586-0094		大阪府河内長野市小山田町1685番地		0721-54-0652		0721-54-0654		2018-11-01		39		390,000				2018-11-01		416-1

		126		6622		417		125		関西北陸		千里金蘭大学生活協同組合		565-0873		大阪府吹田市藤白台5-25-1		06-6872-3610		06-6872-3710		2018-11-01		187		1,870,000				2018-11-01		417-1

		127		6621		418		126		関西北陸		大阪樟蔭女子大学生活協同組合		577-0807		大阪府東大阪市菱屋西4丁目2番地26号		06-6730-6577		06-6724-5264		2018-11-01		352		3,520,000				2018-11-01		418-1

		128		6631		419		127		関西北陸		大阪府立大学生活協同組合		599-8531		大阪府堺市中区学園町1-1　大阪府立大学内		072-259-4466		072-252-2187		2018-11-01		1,932		19,320,000				2018-11-01		419-1

		129		6632		420		128		関西北陸		大阪大学生活協同組合		560-0043		大阪府豊中市待兼山町1-9		06-6841-3326		06-6841-9644		2018-11-01		9,786		97,860,000				2018-11-01		420-1

		130		6633		421		129		関西北陸		大阪教育大学生活協同組合		582-8582		大阪府柏原市旭ヶ丘4-698-1		072-976-3636		072-976-3637		2018-11-01		1,332		13,320,000				2018-11-01		421-1

		131		6634		422		130		関西北陸		和歌山大学消費生活協同組合		640-8441		和歌山県和歌山市栄谷930		073-452-8497		073-455-6358		2018-11-01		947		9,470,000				2018-11-01		422-1

		132		6636		423		131		関西北陸		大阪市立大学生活協同組合		558-8585		大阪府大阪市住吉区杉本3-3-138		06-6605-3011		06-6699-1093		2018-11-01		2,756		27,560,000				2018-11-01		423-1

		133		6637		424		132		関西北陸		和歌山県立医科大学生活協同組合		641-0012		和歌山県和歌山市紀三井寺811-1		073-448-1161		073-448-2413		2018-11-01		443		4,430,000				2018-11-01		424-1

		134		6771		426		133		関西北陸		神戸大学生活協同組合		657-0013		兵庫県神戸市灘区六甲台町		078-871-3691		078-882-5740		2018-11-01		5,406		54,060,000				2018-11-01		426-1

		135		6772		427		134		関西北陸		関西学院大学生活協同組合		662-0891		兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155		0798-53-7001		0798-53-5755		2018-11-01		6,569		65,690,000				2018-11-01		427-1

		136		6774		428		135		関西北陸		神戸市外国語大学消費生活協同組合		651-2187		兵庫県神戸市西区学園東町9-1		078-794-8191		078-797-2464		2018-11-01		779		7,790,000				2018-11-01		428-1

		137		6775		429		136		関西北陸		甲南大学生活協同組合		658-0072		兵庫県神戸市東灘区岡本9-6-4		078-451-1371		078-451-8647		2018-11-01		2,260		22,600,000				2018-11-01		429-1

		138		6776		430		137		関西北陸		兵庫県立大学生活協同組合		671-2201		兵庫県姫路市書写2167		079-266-0998		079-266-9699		2018-11-01		2,058		20,580,000				2018-11-01		430-1

		139		6777		431		138		関西北陸		神戸薬科大学生活協同組合		658-0003		兵庫県神戸市東灘区本山北町4-19-1		078-441-7521		078-453-3568		2018-11-01		623		6,230,000				2018-11-01		431-1

		140		6778		432		139		関西北陸		神戸親和女子大学生活協同組合		651-1111		兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町7-13-1		078-595-0303		078-595-0565		2018-11-01		233		2,330,000				2018-11-01		432-1

		141		6780		433		140		関西北陸		園田学園女子大学生活協同組合		661-0012		兵庫県尼崎市南塚口町7丁目29-1		06-6422-5794		06-6422-5889		2018-11-01		488		4,880,000				2018-11-01		433-1

		142		6781		434		141		関西北陸		大手前大学生活協同組合		662-0961		兵庫県西宮市御茶家所町6番地42号		0798-33-4900		0798-33-4140		2018-11-01		186		1,860,000				2018-11-01		434-1

		143		6782		435		142		関西北陸		甲南女子大学生活協同組合		658-0001		兵庫県神戸市東灘区森北町6-2-23		078-435-5270		078-435-5271		2018-11-01		621		6,210,000				2018-11-01		435-1

		144		6783		436		143		関西北陸		神戸市立工業高等専門学校生活協同組合		651-2194		兵庫県神戸市西区学園東町8-3		078-795-4051		078-795-4052		2018-11-01		257		2,570,000				2018-11-01		436-1

		145		6171		438		144		関西北陸		富山大学生活協同組合		930-0887		富山県富山市五福3190		076-431-4249		076-431-5008		2018-11-01		3,303		33,030,000				2018-11-01		438-1

		146		6172		439		145		関西北陸		金沢大学生活協同組合		920-1192		石川県金沢市角間町		076-231-2855		076-262-0359		2018-11-01		4,094		40,940,000				2018-11-01		439-1

		147		6173		440		146		関西北陸		福井大学生活協同組合		910-8525		福井県福井市文京3-9-1		0776-21-2956		0776-21-2990		2018-11-01		1,574		15,740,000				2018-11-01		440-1

		148		6174		441		147		関西北陸		石川工業高等専門学校生活協同組合		929-0342		石川県河北郡津幡町字北中条夕1		076-288-5638		076-288-6587		2018-11-01		261		2,610,000				2018-11-01		441-1

		149		6175		442		148		関西北陸		富山県立大学生活協同組合		939-0392		富山県射水市黒河5180		0766-56-8824		0766-56-8827		2018-11-01		459		4,590,000				2018-11-01		442-1

		150		6176		443		149		関西北陸		富山高等専門学校生活協同組合		933-0293		富山県射水市海老江練合1の2		0766-86-5870		0766-86-5871		2018-11-01		349		3,490,000				2018-11-01		443-1

		151		6501		445		150		関西北陸		京都大学生活協同組合		606-8316		京都府京都市左京区吉田二本松町　京都大学内		075-753-7640		075-761-0046		2018-11-01		11,982		119,820,000				2018-11-01		445-1

		152		6502		446		151		関西北陸		同志社生活協同組合		602-0893		京都府京都市上京区烏丸今出川上ル玄武町601		075-251-4421		075-256-1631		2018-11-01		10,159		101,590,000				2018-11-01		446-1

		153		6503		447		152		関西北陸		立命館生活協同組合		603-8577		京都府京都市北区等持院北町56-1		075-465-8280		075-463-1393		2018-11-01		11,934		119,340,000				2018-11-01		447-1

		154		6504		448		153		関西北陸		京都府立医科大学・京都府立大学生活協同組合 ガク キョウト ガク		602-0841		京都府京都市上京区河原町広小路梶井町465		075-251-5952		075-213-3591		2018-11-01		1,679		16,790,000				2018-11-01		448-1

		155		6505		449		154		関西北陸		龍谷大学生活協同組合		612-0021		京都府京都市伏見区深草塚本町67 龍谷大学2号館内		075-642-0213		075-643-7774		2018-11-01		4,394		43,940,000				2018-11-01		449-1

		156		6506		450		155		関西北陸		京都教育大学生活協同組合		612-0863		京都府京都市伏見区深草藤森町1		075-644-8355		075-643-3313		2018-11-01		478		4,780,000				2018-11-01		450-1

		157		6507		451		156		関西北陸		京都工芸繊維大学生活協同組合		606-0962		京都府京都市左京区松ケ崎御所海道町		075-781-5359		075-702-3347		2018-11-01		1,213		12,130,000				2018-11-01		451-1

		158		6509		452		157		関西北陸		京都橘学園生活協同組合		607-8175		京都府京都市山科区大宅山田町34		075-571-7505		075-571-8641		2018-11-01		1,297		12,970,000				2018-11-01		452-1

		159		6890		453		158		関西北陸		京都経済短期大学生活協同組合		610-1111		京都府京都市西京区大枝東長町3-1		075-331-3348		075-331-3354		2018-11-01		55		550,000				2018-11-01		453-1

		160		6577		454		159		関西北陸		奈良女子大学生活協同組合		630-8263		奈良県奈良市北魚屋西町		0742-23-5016		0742-26-2038		2018-11-01		878		8,780,000				2018-11-01		454-1

		161		6578		455		160		関西北陸		奈良教育大学生活協同組合		630-8528		奈良県奈良市高畑町		0742-26-1406		0742-26-1405		2018-11-01		350		3,500,000				2018-11-01		455-1

		162		6887		456		161		関西北陸		奈良県立大学生活協同組合		630-8258		奈良県奈良市船橋町10番地		0742-24-3303		0742-24-3303		2018-11-01		118		1,180,000				2018-11-01		456-1

		163		6889		457		162		関西北陸		奈良工業高等専門学校生活協同組合		639-1058		奈良県大和郡山市矢田町22番地		0743-55-2466		0743-55-2466		2018-11-01		227		2,270,000				2018-11-01		457-1

		164		6574		458		163		関西北陸		滋賀県立大学生活協同組合		522-8533		滋賀県彦根市八坂町2500		0749-25-4830		0749-25-4839		2018-11-01		852		8,520,000				2018-11-01		458-1

		165		6576		459		164		関西北陸		滋賀大学彦根地区生活協同組合		522-8522		滋賀県彦根市馬場1-1-1		0749-24-3256		0749-26-3012		2018-11-01		625		6,250,000				2018-11-01		459-1

		166		6575		460		165		関西北陸		滋賀大学大津地区生活協同組合		520-0862		滋賀県大津市平津2-5-1		077-537-0024		077-531-2060		2018-11-01		258		2,580,000				2018-11-01		460-1

		167		6580		461		166		関西北陸		滋賀医科大学生活協同組合		520-2192		滋賀県大津市瀬田月輪町滋賀医科大学福利棟内		077-548-2091		077-547-3151		2018-11-01		426		4,260,000				2018-11-01		461-1

		168		9101		601		167		九州		生活協同組合福岡インターカレッジコープ		812-0044		福岡県福岡市博多区千代2-21-1　公団ビル1階		092-631-5140		092-651-1708		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		601-1

		169		9172		672		168		九州		福岡教育大学生活協同組合		811-4192		福岡県宗像市赤間文教町1番1号		0940-32-0024		0940-35-0490		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		672-1

		170		9173		673		169		九州		九州工業大学生活協同組合		804-8550		福岡県北九州市戸畑区仙水町1-1		093-883-0498		093-873-1370		2018-11-01		740		7,400,000				2018-11-01		673-1

		171		9174		674		170		九州		北九州市立大学生活協同組合		802-0841		福岡県北九州市小倉南区北方4-2-1		093-961-4430		093-961-5944		2018-11-01		540		5,400,000				2018-11-01		674-1

		172		9175		675		171		九州		佐賀大学生活協同組合		840-0027		佐賀県佐賀市本庄町本庄1　かささぎホール2F		0952-25-4450		0952-25-4287		2018-11-01		730		7,300,000				2018-11-01		675-1

		173		9176		676		172		九州		宮崎大学生活協同組合		889-2155		宮崎県宮崎市学園木花台西1-1		0985-58-0612		0985-55-3020		2018-11-01		600		6,000,000				2018-11-01		676-1

		174		9177		677		173		九州		鹿児島大学生活協同組合		890-0065		鹿児島県鹿児島市郡元1-21-24		099-255-0131		099-286-0095		2018-11-01		2,110		21,100,000				2018-11-01		677-1

		175		9178		678		174		九州		琉球大学生活協同組合		903-0129		沖縄県中頭郡西原町字千原1番地		098-895-2620		098-895-4041		2018-11-01		900		9,000,000				2018-11-01		678-1

		176		9181		681		175		九州		鹿児島県立短期大学生活協同組合		890-0005		鹿児島県鹿児島市下伊敷1-52-1		099-229-0172		099-220-2602		2018-11-01		70		700,000				2018-11-01		681-1

		177		9182		682		176		九州		沖縄大学生活協同組合		902-0075		沖縄県那覇市国場555		098-855-9806		098-855-9815		2018-11-01		80		800,000				2018-11-01		682-1

		178		9183		683		177		九州		福岡女子大学生活協同組合		813-0003		福岡県福岡市東区香住ヶ丘1-1-1		092-661-7736		092-673-0789		2018-11-01		70		700,000				2018-11-01		683-1

		179		9184		684		178		九州		九州大学生活協同組合		819-0385		福岡県福岡市西区元岡744　ウエスト５号館 ニシク モトオカ ゴウカン		092-834-2135		092-834-2778		2018-11-01		2,510		25,100,000				2018-11-01		684-1

		191		9185		685		179		九州		西南学院大学生活協同組合		814-0002		福岡県福岡市早良区西新7-4-63		092-285-6051		092-822-5429		2018-11-01		550		5,500,000				2018-11-01		685-1

		181		9186		686		180		九州		長崎県立大学佐世保校生活協同組合		858-0914		長崎県佐世保市川下町123		0956-48-3732		0956-48-3722		2018-11-01		190		1,900,000				2018-11-01		686-1

		182		9187		687		181		九州		長崎大学生活協同組合		852-8131		長崎県長崎市文教町1-14		095-845-5887		095-845-5819		2018-11-01		1,150		11,500,000				2018-11-01		687-1

		183		9188		688		182		九州		熊本大学生活協同組合		860-0862		熊本県熊本市中央区黒髪2-40-1		096-343-4422		096-343-4897		2018-11-01		1,010		10,100,000				2018-11-01		688-1

		184		9189		689		183		九州		大分大学生活協同組合		870-1192		大分県大分市旦野原700番地		097-569-0016		097-569-2340		2018-11-01		600		6,000,000				2018-11-01		689-1

		185		9190		690		184		九州		福岡県立大学生活協同組合		825-8585		福岡県田川市伊田4395		0947-44-3399		0947-44-4003		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		690-1

		186		9191		691		185		九州		純心大学生活協同組合		852-8142		長崎県長崎市三ツ山町235		095-842-1015		095-842-0551		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		691-1

		187		9193		693		186		九州		南九州学園生活協同組合		880-0032		宮崎県宮崎市霧島5-1-2		0985-35-0456		0985-32-0222		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		693-1

		188		9195		695		187		九州		九州国際大学生活協同組合		805-0062		福岡県北九州市八幡東区平野1丁目6-1		093-663-5385		093-663-5386		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		695-1

		189		9196		696		188		九州		長崎県立大学シーボルト校生活協同組合		851-2130		長崎県西彼杵郡長与町まなび野1-1-1		095-887-5552		095-887-4681		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		696-1

		190		9198		698		189		九州		生活協同組合熊本インターカレッジコープアカデミア		860-0862		熊本県熊本市中央区黒髪6-8-41		096-343-6515		096-343-6540		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		698-1

		180		9199		699		190		九州		西南女学院大学生活協同組合		803-0835		福岡県北九州市小倉北区井堀1-3-5		093-563-2232		093-592-0121		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		699-1
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議案書用 (游) (縦配列)

								北海道地区 ホッカイドウ チク

				会員CD カイイン		補助CD ホジョ						郵便番号		所在地		電話番号		FAX番号		連合加入年月日 レンゴウ カニュウ ネンガッピ		口数 クチ スウ		出資金額 シュッシ キンガク				最終払込日 サイシュウ ハライコミビ		証券番号 ショウケン バンゴウ

		1		1101		001				北海道大学生活協同組合		060-0808		北海道札幌市北区北8条西7丁目		011-746-6218		011-746-2341		2018-11-01		3,900		39,000,000				2018-11-01		001-1

		2		1102		002				北海学園生活協同組合		062-0911		北海道札幌市豊平区旭町4-1-40		011-831-8195		011-815-4335		2018-11-01		900		9,000,000				2018-11-01		002-1

		3		1103		003				酪農学園生活協同組合		069-0836		北海道江別市文京台緑町569-47		011-386-7281		011-386-7298		2018-11-01		700		7,000,000				2018-11-01		003-1

		4		1104		004				札幌学院大学生活協同組合		069-0833		北海道江別市文京台11番地		011-386-2970		011-387-1784		2018-11-01		500		5,000,000				2018-11-01		004-1

		5		1105		005				北星学園生活協同組合		004-0042		北海道札幌市厚別区大谷地西2-3-1		011-891-2313		011-891-2349		2018-11-01		500		5,000,000				2018-11-01		005-1

		6		1106		006				北海道教育大学生活協同組合		002-8075		北海道札幌市北区あいの里5条3丁目1番		011-778-8861		011-778-8862		2018-11-01		800		8,000,000				2018-11-01		006-1

		7		1173		073				札幌大学生活協同組合		062-0033		北海道札幌市豊平区西岡3条7丁目3-1		011-852-1528		011-852-1540		2018-11-01		200		2,000,000				2018-11-01		073-1

		8		1174		074				小樽商科大学生活協同組合		047-8503		北海道小樽市緑3丁目5番21号		0134-23-2298		0134-25-5985		2018-11-01		200		2,000,000				2018-11-01		074-1

		9		1175		075				室蘭工業大学生活協同組合		050-0071		北海道室蘭市水元町36-8		0143-44-2994		0143-45-2757		2018-11-01		1,000		10,000,000				2018-11-01		075-1

		10		1176		076				帯広畜産大学生活協同組合		080-0834		北海道帯広市稲田西２線11番地		0155-48-2284		0155-48-2733		2018-11-01		400		4,000,000				2018-11-01		076-1

		11		1177		077				北見工業大学生活協同組合		090-0015		北海道北見市公園町165		0157-24-5581		0157-24-6968		2018-11-01		400		4,000,000				2018-11-01		077-1

		12		1179		079				釧路公立大学生活協同組合		085-8585		北海道釧路市芦野4丁目1番1号		0154-37-4155		0154-37-4277		2018-11-01		100		1,000,000				2018-11-01		079-1

		13		1180		080				公立はこだて未来大学生活協同組合		041-0803		北海道函館市亀田中野町116番地2		0138-83-6061		0138-83-6065		2018-11-01		100		1,000,000				2018-11-01		080-1

								東北地区 トウホク チク

				会員CD カイイン		補助CD ホジョ						郵便番号		所在地		電話番号		FAX番号		連合加入年月日 レンゴウ カニュウ ネンガッピ		口数 クチ スウ		出資金額 シュッシ キンガク				最終払込日 サイシュウ ハライコミビ		証券番号 ショウケン バンゴウ

		14		2101		101				弘前大学生活協同組合		036-8224		青森県弘前市文京町1		0172-34-4806		0172-36-6965		2018-11-01		2,094		20,940,000				2018-11-01		101-1

		15		2102		102				岩手大学生活協同組合		020-0066		岩手県盛岡市上田3-18-34		019-652-3533		019-624-5750		2018-11-01		1,330		13,300,000				2018-11-01		102-1

		16		2103		103				盛岡大学生活協同組合		020-0605		岩手県滝沢市砂込808		019-688-5565		019-688-5877		2018-11-01		223		2,230,000				2018-11-01		103-1

		17		2104		104				秋田大学生活協同組合		010-0854		秋田県秋田市手形山崎町12-14		018-832-7141		018-832-1105		2018-11-01		1,155		11,550,000				2018-11-01		104-1

		18		2105		105				東北大学生活協同組合		980-0845 		宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468-1 東北大学青葉山みどり厚生会館内2階		022-262-8023		022-262-9889		2018-11-01		6,556		65,560,000				2018-11-01		105-1

		19		2106		106				東北学院大学生活協同組合		980-8511		宮城県仙台市青葉区土樋1-3-1		022-264-6331		022-213-5412		2018-11-01		1,414		14,140,000				2018-11-01		106-1

		20		2107		107				東北工業大学生活協同組合		982-0846		宮城県仙台市太白区二ツ沢6番		022-246-3317		022-246-2346		2018-11-01		293		2,930,000				2018-11-01		107-1

		21		2108		108				宮城教育大学生活協同組合		980-0845		宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉149		022-265-7266		022-265-7268		2018-11-01		342		3,420,000				2018-11-01		108-1

		22		2109		109				宮城大学生活協同組合		981-3271		宮城県黒川郡大和町学苑1番		022-772-1766		022-772-1733		2018-11-01		69		690,000				2018-11-01		109-1

		23		2110		110				尚絅学院大学生活協同組合		981-1245		宮城県名取市ゆりが丘4丁目10-1		022-386-2608		022-381-2633		2018-11-01		137		1,370,000				2018-11-01		110-1

		24		2111		111				山形大学生活協同組合		990-0021		山形県山形市小白川町1-4-12		023-632-3533		023-641-5680		2018-11-01		2,230		22,300,000				2018-11-01		111-1

		25		2112		112				福島大学生活協同組合		960-1296		福島県福島市金谷川1番地		024-548-5141		024-548-3477		2018-11-01		864		8,640,000				2018-11-01		112-1

		26		2113		113				宮城学院生活協同組合		981-8557		宮城県仙台市青葉区桜ケ丘9-1-1		022-278-1613		022-278-1938		2018-11-01		400		4,000,000				2018-11-01		113-1

		27		2114		114				弘前学院生活協同組合		036-8231		青森県弘前市稔町13-1		0172-38-0933		0172-38-0935		2018-11-01		80		800,000				2018-11-01		114-1

		28		2115		115				大学生活協同組合みやぎインターカレッジコープ		981-0933		宮城県仙台市青葉区柏木1-1-41 大学生協仙台会館		022-717-4747		022-717-4869		2018-11-01		25		250,000				2018-11-01		115-1

		29		2116		116				岩手県立大学生活協同組合		020-0611		岩手県滝沢市巣子152番地52		019-688-9571		019-688-9572		2018-11-01		350		3,500,000				2018-11-01		116-1

				会員CD カイイン		補助CD ホジョ		東京地区 トウキョウ チク				郵便番号		所在地		電話番号		FAX番号		連合加入年月日 レンゴウ カニュウ ネンガッピ		口数 クチ スウ		出資金額 シュッシ キンガク				最終払込日 サイシュウ ハライコミビ		証券番号 ショウケン バンゴウ



		30		3901		201				東京大学消費生活協同組合		113-0033		東京都文京区本郷7-3-1		03-3814-1541		03-3818-3304		1969-12-19		18,718		187,180,000				2011-11-25		201-1

		31		3902		202				早稲田大学生活協同組合		169-0051		東京都新宿区西早稲田1-6-1		03-3207-8611		03-3207-8614		1969-12-19		14,423		144,230,000				2012-01-25		202-1

		32		3903		203				慶應義塾生活協同組合		223-0061		神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1		045-563-8489		045-562-6433		1969-12-19		11,371		113,710,000				2011-11-25		203-1

		33		3904		204				法政大学生活協同組合		102-0071		東京都千代田区富士見2-17-1法政大学内		03-6380-9499		03-5275-6391		1972-01-01		5,218		52,180,000				2007-10-22		204-1

		34		3909		209				生活協同組合東京インターカレッジコープ		150-0001		東京都渋谷区神宮前6－24－4		03-3486-6611		03-3486-6622		1993-12-07		1,098		10,980,000				2016-02-05		209-1

		35		3911		211				東京理科大学消費生活協同組合		162-0825		東京都新宿区神楽坂1-3		03-3267-1001		03-3267-1003		1969-12-19		4,574		45,740,000				2007-11-20		211-1

		36		3912		212				工学院大学学園生活協同組合		192-0015		東京都八王子市中野町2665-1 マチ		042-633-9012		042-624-5387		1976-04-01		1,796		17,960,000				2016-02-19		212-1

		37		3913		213				東京電機大学生活協同組合		120-8551		東京都足立区千住旭町5番　3号館3階		03-3870-8681		03-3870-8682		1980-04-01		1,533		15,330,000				2017-01-12		213-1

		38		3914		214				東京海洋大学生活協同組合		108-8477		東京都港区港南4-5-7		03-3471-7441		03-3471-8086		1978-06-22		820		8,200,000				2016-12-30		214-1

		39		3915		215				千葉商科大学生活協同組合		272-0827		千葉県市川市国府台1-3-1		047-372-0189		047-300-5181		1978-06-22		417		4,170,000				2012-01-25		215-1

		40		3916		216				千葉大学生活協同組合		263-0022		千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33		043-252-1810		043-252-1124		1979-06-01		4,224		42,240,000				2011-11-25		216-1

		41		3917		217				東京農業大学生活協同組合		156-0054		東京都世田谷区桜丘1-1-1		03-3427-5711		03-3427-6683		1990-03-01		3,410		34,100,000				2011-10-11		217-1

		42		3918		218				東邦大学消費生活協同組合		274-0072		千葉県船橋市三山2-2-1		047-470-2090		047-470-2093		1997-09-01		1,025		10,250,000				2011-10-20		218-1

		43		3921		221				東京工業大学生活協同組合		152-8550		東京都目黒区大岡山2-12-1		03-3728-8023		03-3728-1317		1971-04-01		4,141		41,410,000				2012-02-24		221-1

		44		3922		222				明治学院消費生活協同組合		108-0071		東京都港区白金台1-2-37		03-3447-1740		03-3447-2163		1971-04-01		2,101		21,010,000				2011-10-28		222-1

		45		3923		223				首都大学東京生活協同組合		192-0397		東京都八王子市南大沢1-1		042-677-1411		042-677-1419		1971-04-01		2,878		28,780,000				2011-11-15		223-1

		46		3924		224				和光学園生活協同組合		195-0071		東京都町田市金井町2160		044-988-1429		044-988-5685		1977-07-13		554		5,540,000				2011-11-25		224-1

		47		3925		225				桜美林学園消費生活協同組合		194-0294		東京都町田市常盤町3758		042-797-0543		042-798-7088		1977-07-13		1,031		10,310,000				2011-11-25		225-1

		48		3926		226				麻布大学生活協同組合		252-0206		神奈川県相模原市中央区淵野辺1-17-71		042-754-1380		042-753-7179		1978-03-29		609		6,090,000				2011-11-25		226-1

		49		3928		228				宇宙科学研究所生活協同組合		252-5210		神奈川県相模原市中央区由野台3-1-1		042-751-0336		042-751-2289		1988-09-20		509		5,090,000				2011-11-25		228-1

		50		3929		229				横浜国立大学生活協同組合		240-8501		神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台79-10		045-331-5217		045-339-5190		1978-06-30		3,130		31,300,000				2007-11-20		229-1

		51		3930		230				横浜市立大学生活協同組合		236-0027		神奈川県横浜市金沢区瀬戸22-2		045-786-0199		045-783-6624		1978-06-22		1,517		15,170,000				2017-02-10		230-1

		52		3932		232				星薬科大学生活協同組合		142-8501		東京都品川区荏原2-4-41		03-5498-6047		03-5498-5898		2001-02-08		529		5,290,000				2016-02-24		232-1

		53		3933		233				東京工芸大学生活協同組合		243-0297		神奈川県厚木市飯山1583		046-242-8271		046-242-3412		1994-03-24		1,361		13,610,000				2011-11-25		233-1

		54		3934		234				芝浦工業大学消費生活協同組合		135-8548		東京都江東区豊洲3-7-5		03-5859-7910		03-5859-7911		2003-07-01		2,503		25,030,000				2016-11-29		234-1

		55		3935		235				日本赤十字看護大学生活協同組合		150-0012		東京都渋谷区広尾4-1-3		03-5468-5857		03-5468-5887		2005-01-22		253		2,530,000				2011-10-26		235-1

		56		3941		241				お茶の水女子大学消費生活協同組合		112-8610		東京都文京区大塚2-1-1		03-3947-8333		03-3947-9922		1972-01-01		1,028		10,280,000				2016-07-21		241-1

		57		3942		242				東京医科歯科大学生活協同組合		113-8510		東京都文京区湯島1-5-45		03-3818-5231		03-3818-5245		1972-01-01		1,006		10,060,000				2016-01-29		242-1

		58		3943		243				東京外国語大学生活協同組合		183-8534		東京都府中市朝日町3-11-1		042-354-3061		042-354-3065		1972-01-01		1,200		12,000,000				2016-02-19		243-1

		59		3944		244				武蔵学園生活協同組合		176-8534		東京都練馬区豊玉上1-26-1		03-3994-2363		03-3948-5843		1972-01-01		764		7,640,000				2008-10-24		244-1

		60		3945		245				日本女子大学生活協同組合		112-0015		東京都文京区目白台2-8-1		03-3945-3601		03-3942-2339		1978-06-22		1,679		16,790,000				2016-12-22		245-1

		61		3946		246				東洋大学生活協同組合		112-8606		東京都文京区白山5-28-20		03-3943-9603		03-3943-9605		1981-03-01		3,419		34,190,000				2016-01-27		246-1

		62		3947		247				東京芸術大学生活協同組合		110-8714		東京都台東区上野公園12-8		03-3828-5669		03-3828-7291		1988-03-30		356		3,560,000				2011-11-25		247-1

		63		3948		248				大東文化学園生活協同組合		355-0065		埼玉県東松山市岩殿560		0493-35-1521		0493-35-1524		1979-04-01		1,294		12,940,000				2008-10-24		248-1

		64		3949		249				埼玉大学生活協同組合		338-8570		埼玉県さいたま市桜区下大久保255		048-853-1764		048-857-7721		1980-04-01		3,247		32,470,000				2016-12-28		249-1

		65		3950		250				跡見学園女子大学生活協同組合		352-8501		埼玉県新座市中野1-9-6		048-481-0727		048-481-0764		1996-02-09		563		5,630,000				2017-01-06		250-1

		66		3951		251				十文字学園生活協同組合		352-8510		埼玉県新座市菅沢2-1-28		048-489-1277		048-489-1276		1997-07-24		400		4,000,000				2012-01-25		251-1

		67		3952		252				淑徳大学みずほ台生活協同組合		354-0041		埼玉県入間郡三芳町藤久保1150-1		049-259-5151		049-259-1308		1997-07-24		297		2,970,000				2012-01-25		252-1

		68		3955		255				前橋工科大学生活協同組合		371-0816		群馬県前橋市上佐鳥町460番地1		027-287-4611		027-287-4622		2010-01-16		228		2,280,000				2016-02-23		255-1

		69		3960		260				東京工業高等専門学校生活協同組合		193-0942		東京都八王子市椚田町1220番2号		042-669-5016		042-669-5017		2005-01-22		238		2,380,000				2016-02-25		260-1

		70		3961		261				東京経済大学生活協同組合		185-0021		東京都国分寺市南町1-7-34		042-321-0627		042-327-5231		1971-04-01		1,124		11,240,000				2012-01-25		261-1

		71		3962		262				一橋大学消費生活協同組合		186-8601		東京都国立市中2-1		042-572-7818		042-572-7829		1971-04-01		1,971		19,710,000				2011-11-25		262-1

		72		3963		263				東京学芸大学生活協同組合		184-8501		東京都小金井市貫井北町4-1-1		042-324-6225		042-322-3953		1971-04-01		1,949		19,490,000				2016-01-29		263-1

		73		3964		264				電気通信大学生活協同組合		182-8585		東京都調布市調布ヶ丘1-5-1		042-487-2881		042-486-6610		1971-04-01		1,363		13,630,000				2011-11-25		264-1

		74		3965		265				東京農工大学消費生活協同組合		183-0054		東京都府中市幸町3-5-8		042-366-0762		042-352-7222		1971-04-01		1,945		19,450,000				2011-10-24		265-1

		75		3966		266				津田塾大学生活協同組合		187-8577		東京都小平市津田町2-1-1		042-343-7349		042-344-7465		1972-07-01		858		8,580,000				2011-11-15		266-1

		76		3967		267				東京薬科大学生活協同組合		192-0392		東京都八王子市堀之内1432-1 ノ		042-676-6368		0426-76-6166		1976-04-01		1,821		18,210,000				2016-02-25		267-1

		77		3968		268				白梅学園生活協同組合		187-8570		東京都小平市小川町1-830		042-343-1728		042-342-2821		1980-04-01		324		3,240,000				2007-10-22		268-1

		78		3969		269				日本社会事業大学生活協同組合		204-8555		東京都清瀬市竹丘3丁目1番30号		042-492-5506		042-492-5505		1981-03-01		330		3,300,000				2007-11-20		269-1

		79		3970		270				日本獣医生命科学大学生活協同組合		180-0023		東京都武蔵野市境南町1-7-1		0422-31-6252		0422-31-6252		1983-03-01		355		3,550,000				2017-01-24		270-1

		80		3971		271				清泉女学院生活協同組合		381-0085		長野県長野市上野2-120-8		026-295-3460		026-295-3458		2005-09-14		121		1,210,000				2016-02-05		271-1

		81		3972		272				山梨県立大学生活協同組合		400-0035		山梨県甲府市飯田5-11-1		055-236-2177		055-236-2178		2006-12-27		217		2,170,000				2011-10-27		272-1

		82		3973		273				明治薬科大学生活協同組合		204-8588		東京都清瀬市野塩2-522-1		042-495-8446		042-495-8451		1997-10-27		884		8,840,000				2007-12-12		273-1

		83		3974		274				新潟青陵大学・短期大学生活協同組合		951-8121		新潟県新潟市中央区水道町1丁目5939番地27		025-266-0690		025-266-0526		1997-11-25		425		4,250,000				2011-10-31		274-1

		84		3975		275				長野県立大学生活協同組合 タ		380-0803		長野県長野市三輪8-49-7		026-235-3716		026-233-2128		1998-06-01		241		2,410,000				2016-01-29		275-1

		85		3976		276				新潟大学生活協同組合		950-2181		新潟県新潟市西区五十嵐２の町8050		025-262-6204		025-262-6205		1989-03-01		4,351		43,510,000				2011-11-25		276-1

		86		3977		277				信州大学生活協同組合		390-0802		長野県松本市旭3-1-1		0263-37-2982		0263-36-7441		1989-03-01		4,516		45,160,000				2011-11-25		277-1

		87		3978		278				長野大学生活協同組合		386-1214		長野県上田市下之郷乙646		0268-38-7238		0268-38-8294		1989-03-01		293		2,930,000				2016-02-01		278-1

		88		3979		279				山梨大学生活協同組合		400-8510		山梨県甲府市武田4-4-37		055-252-4757		055-252-9593		1989-03-01		991		9,910,000				2011-11-05		279-1

		89		3980		280				群馬大学生活協同組合		371-8510		群馬県前橋市荒牧町4-2		027-232-1599		027-231-9552		1989-03-01		1,837		18,370,000				2016-02-16		280-1

		90		3981		281				足利大学生活協同組合		326-8558		栃木県足利市大前町268-1		0284-62-5882		0284-62-6971		1989-03-01		294		2,940,000				2011-11-25		281-1

		91		3982		282				宇都宮大学消費生活協同組合		321-8505		栃木県宇都宮市峰町350		028-636-1995		028-632-9244		1989-03-01		1,328		13,280,000				2011-11-25		282-1

		92		3983		283				茨城大学生活協同組合		310-8512		茨城県水戸市文京2-1-1		029-225-3384		029-228-2750		1989-03-01		2,475		24,750,000				2011-11-25		283-1

		93		3984		284				高崎経済大学生活協同組合		370-0801		群馬県高崎市上並榎町1300		027-343-2024		027-343-2794		1990-06-01		917		9,170,000				2016-02-17		284-1

		94		3985		285				茨城キリスト教学園生活協同組合		319-1295		茨城県日立市大みか町6-11-1		0294-25-5285		0294-25-5287		1999-08-31		411		4,110,000				2011-11-25		285-1

		95		3986		286				松本大学生活協同組合		390-1295		長野県松本市新村2095-1		0263-48-7280		0263-48-7281		2001-08-23		360		3,600,000				2017-01-13		286-1

		96		3987		287				新潟県立大学生活協同組合		950-8680		新潟県新潟市東区海老ヶ瀬471		025-270-1730		025-270-1730		1996-11-15		220		2,200,000				2012-01-25		287-1

		97		3988		288				長野県看護大学生活協同組合		399-4117		長野県駒ヶ根市赤穂1694番地		0265-81-7095		0265-81-7095		1998-03-10		199		1,990,000				2016-02-18		288-1

		98		3989		289				太田情報・医療・自動車専門学校生活協同組合		373-0812		群馬県太田市東長岡町1361		0276-22-1718		0276-22-1720		1997-02-25		206		2,060,000				2016-02-22		289-1
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		99		5101		301				静岡大学生活協同組合		422-8017		静岡県静岡市駿河区大谷836		054-237-2712		054-237-3205		2018-11-01		1,625		16,250,000				2018-11-01		301-1

		100		5103		303				愛知大学生活協同組合		441-8522		愛知県豊橋市町畑町1-1　愛知大学内		0532-47-5931		0532-46-6141		2018-11-01		1,451		14,510,000				2018-11-01		303-1

		101		5105		305				名古屋大学消費生活協同組合		464-0814		愛知県名古屋市千種区不老町1		052-781-1111		052-782-1946		2018-11-01		3,951		39,510,000				2018-11-01		305-1

		102		5106		306				愛知教育大学生活協同組合		448-8543		愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢1		0566-36-2404		0566-36-4830		2018-11-01		948		9,480,000				2018-11-01		306-1

		103		5107		307				名古屋工業大学生活協同組合		466-8555		愛知県名古屋市昭和区御器所町		052-731-1600		052-731-8726		2018-11-01		1,600		16,000,000				2018-11-01		307-1

		104		5108		308				名古屋市立大学生活協同組合		467-0802		愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町山の畑1		052-881-5906		052-881-5921		2018-11-01		736		7,360,000				2018-11-01		308-1

		105		5109		309				愛知県公立大学生活協同組合 コウリツ		480-1342		愛知県長久手市茨ヶ廻間1522-3		0561-61-0134		0561-61-1210		2018-11-01		498		4,980,000				2018-11-01		309-1

		106		5110		310				日本福祉大学生活協同組合		470-3296		愛知県知多郡美浜町奥田会下前35-6		0569-87-2301		0569-87-2305		2018-11-01		1,063		10,630,000				2018-11-01		310-1

		107		5112		312				岐阜大学消費生活協同組合		501-1112		岐阜県岐阜市柳戸1-1		058-230-1166		058-230-1167		2018-11-01		1,584		15,840,000				2018-11-01		312-1

		108		5113		313				三重大学生活協同組合		514-8507		三重県津市栗真町屋町1577番地		059-231-1103		059-231-3852		2018-11-01		1,516		15,160,000				2018-11-01		313-1

		109		5114		314				三重短期大学生活協同組合		514-0112		三重県津市一身田中野181-1		059-232-4959		059-231-4113		2018-11-01		113		1,130,000				2018-11-01		314-1

		110		5115		315				中京大学生活協同組合		466-0825		愛知県名古屋市昭和区八事本町101-2		052-831-2460		052-835-3249		2018-11-01		1,962		19,620,000				2018-11-01		315-1

		111		5116		316				名城大学生活協同組合		468-0073		愛知県名古屋市天白区塩釜口1丁目501番地		052-831-4068		052-831-7948		2018-11-01		866		8,660,000				2018-11-01		316-1

		112		5118		318				岐阜市立女子短期大学生活協同組合		501-0102		岐阜県岐阜市一日市場北町7番1号		058-296-3129		058-232-4341		2018-11-01		77		770,000				2018-11-01		318-1

		113		5119		319				自然科学研究機構岡崎生活協同組合		444-8585		愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38		0564-58-9210		0564-58-9219		2018-11-01		101		1,010,000				2018-11-01		319-1

		114		5120		320				金城学院大学生活協同組合		463-8521		愛知県名古屋市守山区大森2丁目1723		052-799-1190		052-799-1196		2018-11-01		580		5,800,000				2018-11-01		320-1

		115		5121		321				三重県立看護大学生活協同組合		514-0116		三重県津市夢が丘1-1-1		059-236-5010		059-236-5012		2018-11-01		64		640,000				2018-11-01		321-1

		117		5123		323				生活協同組合インターカレッジコープ愛知		466-8657		愛知県名古屋市昭和区山手通2-16-1 大学生協東海会館1階		052-839-2898		052-839-2894		2018-11-01		50		500,000				2018-11-01		323-1

		118		5124		324				静岡文化芸術大学生活協同組合		430-8533		静岡県浜松市中区中央二丁目１番１号		053-453-5702		053-415-8266		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		324-1

		119		5125		325				日本赤十字豊田看護大学生活協同組合		471-0056		愛知県豊田市白山町七曲12番33						2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		325-1
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		120		6603		411				大学生活協同組合大阪インターカレッジコープ		532-0004		大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-15 大学生協大阪会館		06-6395-3161		06-7659-9794		2018-11-01		122		1,220,000				2018-11-01		411-1

		121		6611		412				近畿大学生活協同組合		577-0818		大阪府東大阪市小若江3-4-1		06-6725-3311		06-6723-4455		2018-11-01		3,299		32,990,000				2018-11-01		412-1

		122		6613		413				大阪経済大学生活協同組合		533-0011		大阪府大阪市東淀川区大桐3丁目16番10号 大阪経済大学内		06-6379-2230		06-6379-2232		2018-11-01		702		7,020,000				2018-11-01		413-1

		123		6614		414				阪南大学生活協同組合		580-0032		大阪府松原市天美東5-4-33		072-334-2954		072-334-3810		2018-11-01		616		6,160,000				2018-11-01		414-1

		124		6615		415				大阪電気通信大学生活協同組合		572-8530		大阪府寝屋川市初町18-8		072-822-1231		072-820-5662		2018-11-01		1,066		10,660,000				2018-11-01		415-1

		125		6617		416				大阪千代田短期大学生活協同組合		586-0094		大阪府河内長野市小山田町1685番地		0721-54-0652		0721-54-0654		2018-11-01		39		390,000				2018-11-01		416-1

		126		6622		417				千里金蘭大学生活協同組合		565-0873		大阪府吹田市藤白台5-25-1		06-6872-3610		06-6872-3710		2018-11-01		187		1,870,000				2018-11-01		417-1

		127		6621		418				大阪樟蔭女子大学生活協同組合		577-0807		大阪府東大阪市菱屋西4丁目2番地26号		06-6730-6577		06-6724-5264		2018-11-01		352		3,520,000				2018-11-01		418-1

		128		6631		419				大阪府立大学生活協同組合		599-8531		大阪府堺市中区学園町1-1　大阪府立大学内		072-259-4466		072-252-2187		2018-11-01		1,932		19,320,000				2018-11-01		419-1

		129		6632		420				大阪大学生活協同組合		560-0043		大阪府豊中市待兼山町1-9		06-6841-3326		06-6841-9644		2018-11-01		9,786		97,860,000				2018-11-01		420-1

		130		6633		421				大阪教育大学生活協同組合		582-8582		大阪府柏原市旭ヶ丘4-698-1		072-976-3636		072-976-3637		2018-11-01		1,332		13,320,000				2018-11-01		421-1

		131		6634		422				和歌山大学消費生活協同組合		640-8441		和歌山県和歌山市栄谷930		073-452-8497		073-455-6358		2018-11-01		947		9,470,000				2018-11-01		422-1

		132		6636		423				大阪市立大学生活協同組合		558-8585		大阪府大阪市住吉区杉本3-3-138		06-6605-3011		06-6699-1093		2018-11-01		2,756		27,560,000				2018-11-01		423-1

		133		6637		424				和歌山県立医科大学生活協同組合		641-0012		和歌山県和歌山市紀三井寺811-1		073-448-1161		073-448-2413		2018-11-01		443		4,430,000				2018-11-01		424-1

		134		6771		426				神戸大学生活協同組合		657-0013		兵庫県神戸市灘区六甲台町		078-871-3691		078-882-5740		2018-11-01		5,406		54,060,000				2018-11-01		426-1

		135		6772		427				関西学院大学生活協同組合		662-0891		兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155		0798-53-7001		0798-53-5755		2018-11-01		6,569		65,690,000				2018-11-01		427-1

		136		6774		428				神戸市外国語大学消費生活協同組合		651-2187		兵庫県神戸市西区学園東町9-1		078-794-8191		078-797-2464		2018-11-01		779		7,790,000				2018-11-01		428-1

		137		6775		429				甲南大学生活協同組合		658-0072		兵庫県神戸市東灘区岡本9-6-4		078-451-1371		078-451-8647		2018-11-01		2,260		22,600,000				2018-11-01		429-1

		138		6776		430				兵庫県立大学生活協同組合		671-2201		兵庫県姫路市書写2167		079-266-0998		079-266-9699		2018-11-01		2,058		20,580,000				2018-11-01		430-1

		139		6777		431				神戸薬科大学生活協同組合		658-0003		兵庫県神戸市東灘区本山北町4-19-1		078-441-7521		078-453-3568		2018-11-01		623		6,230,000				2018-11-01		431-1

		140		6778		432				神戸親和女子大学生活協同組合		651-1111		兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町7-13-1		078-595-0303		078-595-0565		2018-11-01		233		2,330,000				2018-11-01		432-1

		141		6780		433				園田学園女子大学生活協同組合		661-0012		兵庫県尼崎市南塚口町7丁目29-1		06-6422-5794		06-6422-5889		2018-11-01		488		4,880,000				2018-11-01		433-1

		142		6781		434				大手前大学生活協同組合		662-0961		兵庫県西宮市御茶家所町6番地42号		0798-33-4900		0798-33-4140		2018-11-01		186		1,860,000				2018-11-01		434-1

		143		6782		435				甲南女子大学生活協同組合		658-0001		兵庫県神戸市東灘区森北町6-2-23		078-435-5270		078-435-5271		2018-11-01		621		6,210,000				2018-11-01		435-1

		144		6783		436				神戸市立工業高等専門学校生活協同組合		651-2194		兵庫県神戸市西区学園東町8-3		078-795-4051		078-795-4052		2018-11-01		257		2,570,000				2018-11-01		436-1

		145		6171		438				富山大学生活協同組合		930-0887		富山県富山市五福3190		076-431-4249		076-431-5008		2018-11-01		3,303		33,030,000				2018-11-01		438-1

		146		6172		439				金沢大学生活協同組合		920-1192		石川県金沢市角間町		076-231-2855		076-262-0359		2018-11-01		4,094		40,940,000				2018-11-01		439-1

		147		6173		440				福井大学生活協同組合		910-8525		福井県福井市文京3-9-1		0776-21-2956		0776-21-2990		2018-11-01		1,574		15,740,000				2018-11-01		440-1

		148		6174		441				石川工業高等専門学校生活協同組合		929-0342		石川県河北郡津幡町字北中条夕1		076-288-5638		076-288-6587		2018-11-01		261		2,610,000				2018-11-01		441-1

		149		6175		442				富山県立大学生活協同組合		939-0392		富山県射水市黒河5180		0766-56-8824		0766-56-8827		2018-11-01		459		4,590,000				2018-11-01		442-1

		150		6176		443				富山高等専門学校生活協同組合		933-0293		富山県射水市海老江練合1の2		0766-86-5870		0766-86-5871		2018-11-01		349		3,490,000				2018-11-01		443-1

		151		6501		445				京都大学生活協同組合		606-8316		京都府京都市左京区吉田二本松町　京都大学内		075-753-7640		075-761-0046		2018-11-01		11,982		119,820,000				2018-11-01		445-1

		152		6502		446				同志社生活協同組合		602-0893		京都府京都市上京区烏丸今出川上ル玄武町601		075-251-4421		075-256-1631		2018-11-01		10,159		101,590,000				2018-11-01		446-1

		153		6503		447				立命館生活協同組合		603-8577		京都府京都市北区等持院北町56-1		075-465-8280		075-463-1393		2018-11-01		11,934		119,340,000				2018-11-01		447-1

		154		6504		448				京都府立医科大学・京都府立大学生活協同組合 ガク キョウト ガク		602-0841		京都府京都市上京区河原町広小路梶井町465		075-251-5952		075-213-3591		2018-11-01		1,679		16,790,000				2018-11-01		448-1

		155		6505		449				龍谷大学生活協同組合		612-0021		京都府京都市伏見区深草塚本町67 龍谷大学2号館内		075-642-0213		075-643-7774		2018-11-01		4,394		43,940,000				2018-11-01		449-1

		156		6506		450				京都教育大学生活協同組合		612-0863		京都府京都市伏見区深草藤森町1		075-644-8355		075-643-3313		2018-11-01		478		4,780,000				2018-11-01		450-1

		157		6507		451				京都工芸繊維大学生活協同組合		606-0962		京都府京都市左京区松ケ崎御所海道町		075-781-5359		075-702-3347		2018-11-01		1,213		12,130,000				2018-11-01		451-1

		158		6509		452				京都橘学園生活協同組合		607-8175		京都府京都市山科区大宅山田町34		075-571-7505		075-571-8641		2018-11-01		1,297		12,970,000				2018-11-01		452-1

		159		6890		453				京都経済短期大学生活協同組合		610-1111		京都府京都市西京区大枝東長町3-1		075-331-3348		075-331-3354		2018-11-01		55		550,000				2018-11-01		453-1

		160		6577		454				奈良女子大学生活協同組合		630-8263		奈良県奈良市北魚屋西町		0742-23-5016		0742-26-2038		2018-11-01		878		8,780,000				2018-11-01		454-1

		161		6578		455				奈良教育大学生活協同組合		630-8528		奈良県奈良市高畑町		0742-26-1406		0742-26-1405		2018-11-01		350		3,500,000				2018-11-01		455-1

		162		6887		456				奈良県立大学生活協同組合		630-8258		奈良県奈良市船橋町10番地		0742-24-3303		0742-24-3303		2018-11-01		118		1,180,000				2018-11-01		456-1

		163		6889		457				奈良工業高等専門学校生活協同組合		639-1058		奈良県大和郡山市矢田町22番地		0743-55-2466		0743-55-2466		2018-11-01		227		2,270,000				2018-11-01		457-1

		164		6574		458				滋賀県立大学生活協同組合		522-8533		滋賀県彦根市八坂町2500		0749-25-4830		0749-25-4839		2018-11-01		852		8,520,000				2018-11-01		458-1

		165		6576		459				滋賀大学彦根地区生活協同組合		522-8522		滋賀県彦根市馬場1-1-1		0749-24-3256		0749-26-3012		2018-11-01		625		6,250,000				2018-11-01		459-1

		166		6575		460				滋賀大学大津地区生活協同組合		520-0862		滋賀県大津市平津2-5-1		077-537-0024		077-531-2060		2018-11-01		258		2,580,000				2018-11-01		460-1

		167		6580		461				滋賀医科大学生活協同組合		520-2192		滋賀県大津市瀬田月輪町滋賀医科大学福利棟内		077-548-2091		077-547-3151		2018-11-01		426		4,260,000				2018-11-01		461-1

								九州地区 キュウシュウ チク



		168		9101		601				生活協同組合福岡インターカレッジコープ		812-0044		福岡県福岡市博多区千代2-21-1　公団ビル1階		092-631-5140		092-651-1708		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		601-1

		169		9172		672				福岡教育大学生活協同組合		811-4192		福岡県宗像市赤間文教町1番1号		0940-32-0024		0940-35-0490		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		672-1

		170		9173		673				九州工業大学生活協同組合		804-8550		福岡県北九州市戸畑区仙水町1-1		093-883-0498		093-873-1370		2018-11-01		740		7,400,000				2018-11-01		673-1

		171		9174		674				北九州市立大学生活協同組合		802-0841		福岡県北九州市小倉南区北方4-2-1		093-961-4430		093-961-5944		2018-11-01		540		5,400,000				2018-11-01		674-1

		172		9175		675				佐賀大学生活協同組合		840-0027		佐賀県佐賀市本庄町本庄1　かささぎホール2F		0952-25-4450		0952-25-4287		2018-11-01		730		7,300,000				2018-11-01		675-1

		173		9176		676				宮崎大学生活協同組合		889-2155		宮崎県宮崎市学園木花台西1-1		0985-58-0612		0985-55-3020		2018-11-01		600		6,000,000				2018-11-01		676-1

		174		9177		677				鹿児島大学生活協同組合		890-0065		鹿児島県鹿児島市郡元1-21-24		099-255-0131		099-286-0095		2018-11-01		2,110		21,100,000				2018-11-01		677-1

		175		9178		678				琉球大学生活協同組合		903-0129		沖縄県中頭郡西原町字千原1番地		098-895-2620		098-895-4041		2018-11-01		900		9,000,000				2018-11-01		678-1

		176		9181		681				鹿児島県立短期大学生活協同組合		890-0005		鹿児島県鹿児島市下伊敷1-52-1		099-229-0172		099-220-2602		2018-11-01		70		700,000				2018-11-01		681-1

		177		9182		682				沖縄大学生活協同組合		902-0075		沖縄県那覇市国場555		098-855-9806		098-855-9815		2018-11-01		80		800,000				2018-11-01		682-1

		178		9183		683				福岡女子大学生活協同組合		813-0003		福岡県福岡市東区香住ヶ丘1-1-1		092-661-7736		092-673-0789		2018-11-01		70		700,000				2018-11-01		683-1

		179		9184		684				九州大学生活協同組合		819-0385		福岡県福岡市西区元岡744　ウエスト５号館 ニシク モトオカ ゴウカン		092-834-2135		092-834-2778		2018-11-01		2,510		25,100,000				2018-11-01		684-1

		191		9185		685				西南学院大学生活協同組合		814-0002		福岡県福岡市早良区西新7-4-63		092-285-6051		092-822-5429		2018-11-01		550		5,500,000				2018-11-01		685-1

		181		9186		686				長崎県立大学佐世保校生活協同組合		858-0914		長崎県佐世保市川下町123		0956-48-3732		0956-48-3722		2018-11-01		190		1,900,000				2018-11-01		686-1

		182		9187		687				長崎大学生活協同組合		852-8131		長崎県長崎市文教町1-14		095-845-5887		095-845-5819		2018-11-01		1,150		11,500,000				2018-11-01		687-1

		183		9188		688				熊本大学生活協同組合		860-0862		熊本県熊本市中央区黒髪2-40-1		096-343-4422		096-343-4897		2018-11-01		1,010		10,100,000				2018-11-01		688-1

		184		9189		689				大分大学生活協同組合		870-1192		大分県大分市旦野原700番地		097-569-0016		097-569-2340		2018-11-01		600		6,000,000				2018-11-01		689-1

		185		9190		690				福岡県立大学生活協同組合		825-8585		福岡県田川市伊田4395		0947-44-3399		0947-44-4003		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		690-1

		186		9191		691				純心大学生活協同組合		852-8142		長崎県長崎市三ツ山町235		095-842-1015		095-842-0551		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		691-1

		187		9193		693				南九州学園生活協同組合		880-0032		宮崎県宮崎市霧島5-1-2		0985-35-0456		0985-32-0222		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		693-1

		188		9195		695				九州国際大学生活協同組合		805-0062		福岡県北九州市八幡東区平野1丁目6-1		093-663-5385		093-663-5386		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		695-1

		189		9196		696				長崎県立大学シーボルト校生活協同組合		851-2130		長崎県西彼杵郡長与町まなび野1-1-1		095-887-5552		095-887-4681		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		696-1

		190		9198		698				生活協同組合熊本インターカレッジコープアカデミア		860-0862		熊本県熊本市中央区黒髪6-8-41		096-343-6515		096-343-6540		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		698-1

		180		9199		699				西南女学院大学生活協同組合		803-0835		福岡県北九州市小倉北区井堀1-3-5		093-563-2232		093-592-0121		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		699-1
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議案書用 (游) (3)

																												2019年2月28日現在 ネン ガツ ニチ ゲンザイ

										2019年12月現在

				会員CD カイイン		補助CD ホジョ		北海道地区 ホッカイドウ チク				郵便番号		所在地		電話番号		FAX番号		連合加入年月日 レンゴウ カニュウ ネンガッピ		口数 クチ スウ		出資金額 シュッシ キンガク				最終払込日 サイシュウ ハライコミビ		証券番号 ショウケン バンゴウ

		1		1101		001				北海道大学生活協同組合		060-0808		北海道札幌市北区北8条西7丁目		011-746-6218		011-746-2341		2018-11-01		3,900		39,000,000				2018-11-01		001-1

		2		1102		002				北海学園生活協同組合		062-0911		北海道札幌市豊平区旭町4-1-40		011-831-8195		011-815-4335		2018-11-01		900		9,000,000				2018-11-01		002-1

		3		1103		003				酪農学園生活協同組合		069-0836		北海道江別市文京台緑町569-47		011-386-7281		011-386-7298		2018-11-01		700		7,000,000				2018-11-01		003-1

		4		1104		004				札幌学院大学生活協同組合		069-0833		北海道江別市文京台11番地		011-386-2970		011-387-1784		2018-11-01		500		5,000,000				2018-11-01		004-1

		5		1105		005				北星学園生活協同組合		004-0042		北海道札幌市厚別区大谷地西2-3-1		011-891-2313		011-891-2349		2018-11-01		500		5,000,000				2018-11-01		005-1

		6		1106		006				北海道教育大学生活協同組合		002-8075		北海道札幌市北区あいの里5条3丁目1番		011-778-8861		011-778-8862		2018-11-01		800		8,000,000				2018-11-01		006-1

		7		1173		073				札幌大学生活協同組合		062-0033		北海道札幌市豊平区西岡3条7丁目3-1		011-852-1528		011-852-1540		2018-11-01		200		2,000,000				2018-11-01		073-1

		8		1174		074				小樽商科大学生活協同組合		047-8503		北海道小樽市緑3丁目5番21号		0134-23-2298		0134-25-5985		2018-11-01		200		2,000,000				2018-11-01		074-1

		9		1175		075				室蘭工業大学生活協同組合		050-0071		北海道室蘭市水元町36-8		0143-44-2994		0143-45-2757		2018-11-01		1,000		10,000,000				2018-11-01		075-1

		10		1176		076				帯広畜産大学生活協同組合		080-0834		北海道帯広市稲田西２線11番地		0155-48-2284		0155-48-2733		2018-11-01		400		4,000,000				2018-11-01		076-1

		11		1177		077				北見工業大学生活協同組合		090-0015		北海道北見市公園町165		0157-24-5581		0157-24-6968		2018-11-01		400		4,000,000				2018-11-01		077-1

		12		1179		079				釧路公立大学生活協同組合		085-8585		北海道釧路市芦野4丁目1番1号		0154-37-4155		0154-37-4277		2018-11-01		100		1,000,000				2018-11-01		079-1

		13		1180		080				公立はこだて未来大学生活協同組合		041-0803		北海道函館市亀田中野町116番地2		0138-83-6061		0138-83-6065		2018-11-01		100		1,000,000				2018-11-01		080-1
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		14		2101		101				弘前大学生活協同組合		036-8224		青森県弘前市文京町1		0172-34-4806		0172-36-6965		2018-11-01		2,094		20,940,000				2018-11-01		101-1

		15		2102		102				岩手大学生活協同組合		020-0066		岩手県盛岡市上田3-18-34		019-652-3533		019-624-5750		2018-11-01		1,330		13,300,000				2018-11-01		102-1

		16		2103		103				盛岡大学生活協同組合		020-0605		岩手県滝沢市砂込808		019-688-5565		019-688-5877		2018-11-01		223		2,230,000				2018-11-01		103-1

		17		2104		104				秋田大学生活協同組合		010-0854		秋田県秋田市手形山崎町12-14		018-832-7141		018-832-1105		2018-11-01		1,155		11,550,000				2018-11-01		104-1

		18		2105		105				東北大学生活協同組合		980-0845 		宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468-1 東北大学青葉山みどり厚生会館内2階		022-262-8023		022-262-9889		2018-11-01		6,556		65,560,000				2018-11-01		105-1

		19		2106		106				東北学院大学生活協同組合		980-8511		宮城県仙台市青葉区土樋1-3-1		022-264-6331		022-213-5412		2018-11-01		1,414		14,140,000				2018-11-01		106-1

		20		2107		107				東北工業大学生活協同組合		982-0846		宮城県仙台市太白区二ツ沢6番		022-246-3317		022-246-2346		2018-11-01		293		2,930,000				2018-11-01		107-1

		21		2108		108				宮城教育大学生活協同組合		980-0845		宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉149		022-265-7266		022-265-7268		2018-11-01		342		3,420,000				2018-11-01		108-1

		22		2109		109				宮城大学生活協同組合		981-3271		宮城県黒川郡大和町学苑1番		022-772-1766		022-772-1733		2018-11-01		69		690,000				2018-11-01		109-1

		23		2110		110				尚絅学院大学生活協同組合		981-1245		宮城県名取市ゆりが丘4丁目10-1		022-386-2608		022-381-2633		2018-11-01		137		1,370,000				2018-11-01		110-1

		24		2111		111				山形大学生活協同組合		990-0021		山形県山形市小白川町1-4-12		023-632-3533		023-641-5680		2018-11-01		2,230		22,300,000				2018-11-01		111-1

		25		2112		112				福島大学生活協同組合		960-1296		福島県福島市金谷川1番地		024-548-5141		024-548-3477		2018-11-01		864		8,640,000				2018-11-01		112-1

		26		2113		113				宮城学院生活協同組合		981-8557		宮城県仙台市青葉区桜ケ丘9-1-1		022-278-1613		022-278-1938		2018-11-01		400		4,000,000				2018-11-01		113-1

		27		2114		114				弘前学院生活協同組合		036-8231		青森県弘前市稔町13-1		0172-38-0933		0172-38-0935		2018-11-01		80		800,000				2018-11-01		114-1

		28		2115		115				大学生活協同組合みやぎインターカレッジコープ		981-0933		宮城県仙台市青葉区柏木1-1-41 大学生協仙台会館		022-717-4747		022-717-4869		2018-11-01		25		250,000				2018-11-01		115-1

		29		2116		116				岩手県立大学生活協同組合		020-0611		岩手県滝沢市巣子152番地52		019-688-9571		019-688-9572		2018-11-01		350		3,500,000				2018-11-01		116-1
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		30		3901		201				東京大学消費生活協同組合		113-0033		東京都文京区本郷7-3-1		03-3814-1541		03-3818-3304		1969-12-19		18,718		187,180,000				2011-11-25		201-1

		31		3902		202				早稲田大学生活協同組合		169-0051		東京都新宿区西早稲田1-6-1		03-3207-8611		03-3207-8614		1969-12-19		14,423		144,230,000				2012-01-25		202-1

		32		3903		203				慶應義塾生活協同組合		223-0061		神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1		045-563-8489		045-562-6433		1969-12-19		11,371		113,710,000				2011-11-25		203-1

		33		3904		204				法政大学生活協同組合		102-0071		東京都千代田区富士見2-17-1法政大学内		03-6380-9499		03-5275-6391		1972-01-01		5,218		52,180,000				2007-10-22		204-1

		34		3909		209				生活協同組合東京インターカレッジコープ		150-0001		東京都渋谷区神宮前6－24－4		03-3486-6611		03-3486-6622		1993-12-07		1,098		10,980,000				2016-02-05		209-1

		35		3911		211				東京理科大学消費生活協同組合		162-0825		東京都新宿区神楽坂1-3		03-3267-1001		03-3267-1003		1969-12-19		4,574		45,740,000				2007-11-20		211-1

		36		3912		212				工学院大学学園生活協同組合		192-0015		東京都八王子市中野町2665-1 マチ		042-633-9012		042-624-5387		1976-04-01		1,796		17,960,000				2016-02-19		212-1

		37		3913		213				東京電機大学生活協同組合		120-8551		東京都足立区千住旭町5番　3号館3階		03-3870-8681		03-3870-8682		1980-04-01		1,533		15,330,000				2017-01-12		213-1

		38		3914		214				東京海洋大学生活協同組合		108-8477		東京都港区港南4-5-7		03-3471-7441		03-3471-8086		1978-06-22		820		8,200,000				2016-12-30		214-1

		39		3915		215				千葉商科大学生活協同組合		272-0827		千葉県市川市国府台1-3-1		047-372-0189		047-300-5181		1978-06-22		417		4,170,000				2012-01-25		215-1

		40		3916		216				千葉大学生活協同組合		263-0022		千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33		043-252-1810		043-252-1124		1979-06-01		4,224		42,240,000				2011-11-25		216-1

		41		3917		217				東京農業大学生活協同組合		156-0054		東京都世田谷区桜丘1-1-1		03-3427-5711		03-3427-6683		1990-03-01		3,410		34,100,000				2011-10-11		217-1

		42		3918		218				東邦大学消費生活協同組合		274-0072		千葉県船橋市三山2-2-1		047-470-2090		047-470-2093		1997-09-01		1,025		10,250,000				2011-10-20		218-1

		43		3921		221				東京工業大学生活協同組合		152-8550		東京都目黒区大岡山2-12-1		03-3728-8023		03-3728-1317		1971-04-01		4,141		41,410,000				2012-02-24		221-1

		44		3922		222				明治学院消費生活協同組合		108-0071		東京都港区白金台1-2-37		03-3447-1740		03-3447-2163		1971-04-01		2,101		21,010,000				2011-10-28		222-1

		45		3923		223				首都大学東京生活協同組合		192-0397		東京都八王子市南大沢1-1		042-677-1411		042-677-1419		1971-04-01		2,878		28,780,000				2011-11-15		223-1

		46		3924		224				和光学園生活協同組合		195-0071		東京都町田市金井町2160		044-988-1429		044-988-5685		1977-07-13		554		5,540,000				2011-11-25		224-1

		47		3925		225				桜美林学園消費生活協同組合		194-0294		東京都町田市常盤町3758		042-797-0543		042-798-7088		1977-07-13		1,031		10,310,000				2011-11-25		225-1

		48		3926		226				麻布大学生活協同組合		252-0206		神奈川県相模原市中央区淵野辺1-17-71		042-754-1380		042-753-7179		1978-03-29		609		6,090,000				2011-11-25		226-1

		49		3928		228				宇宙科学研究所生活協同組合		252-5210		神奈川県相模原市中央区由野台3-1-1		042-751-0336		042-751-2289		1988-09-20		509		5,090,000				2011-11-25		228-1

		50		3929		229				横浜国立大学生活協同組合		240-8501		神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台79-10		045-331-5217		045-339-5190		1978-06-30		3,130		31,300,000				2007-11-20		229-1

		51		3930		230				横浜市立大学生活協同組合		236-0027		神奈川県横浜市金沢区瀬戸22-2		045-786-0199		045-783-6624		1978-06-22		1,517		15,170,000				2017-02-10		230-1

		52		3932		232				星薬科大学生活協同組合		142-8501		東京都品川区荏原2-4-41		03-5498-6047		03-5498-5898		2001-02-08		529		5,290,000				2016-02-24		232-1

		53		3933		233				東京工芸大学生活協同組合		243-0297		神奈川県厚木市飯山1583		046-242-8271		046-242-3412		1994-03-24		1,361		13,610,000				2011-11-25		233-1

		54		3934		234				芝浦工業大学消費生活協同組合		135-8548		東京都江東区豊洲3-7-5		03-5859-7910		03-5859-7911		2003-07-01		2,503		25,030,000				2016-11-29		234-1

		55		3935		235				日本赤十字看護大学生活協同組合		150-0012		東京都渋谷区広尾4-1-3		03-5468-5857		03-5468-5887		2005-01-22		253		2,530,000				2011-10-26		235-1

		56		3941		241				お茶の水女子大学消費生活協同組合		112-8610		東京都文京区大塚2-1-1		03-3947-8333		03-3947-9922		1972-01-01		1,028		10,280,000				2016-07-21		241-1

		57		3942		242				東京医科歯科大学生活協同組合		113-8510		東京都文京区湯島1-5-45		03-3818-5231		03-3818-5245		1972-01-01		1,006		10,060,000				2016-01-29		242-1

		58		3943		243				東京外国語大学生活協同組合		183-8534		東京都府中市朝日町3-11-1		042-354-3061		042-354-3065		1972-01-01		1,200		12,000,000				2016-02-19		243-1

		59		3944		244				武蔵学園生活協同組合		176-8534		東京都練馬区豊玉上1-26-1		03-3994-2363		03-3948-5843		1972-01-01		764		7,640,000				2008-10-24		244-1

		60		3945		245				日本女子大学生活協同組合		112-0015		東京都文京区目白台2-8-1		03-3945-3601		03-3942-2339		1978-06-22		1,679		16,790,000				2016-12-22		245-1

		61		3946		246				東洋大学生活協同組合		112-8606		東京都文京区白山5-28-20		03-3943-9603		03-3943-9605		1981-03-01		3,419		34,190,000				2016-01-27		246-1

		62		3947		247				東京芸術大学生活協同組合		110-8714		東京都台東区上野公園12-8		03-3828-5669		03-3828-7291		1988-03-30		356		3,560,000				2011-11-25		247-1

		63		3948		248				大東文化学園生活協同組合		355-0065		埼玉県東松山市岩殿560		0493-35-1521		0493-35-1524		1979-04-01		1,294		12,940,000				2008-10-24		248-1

		64		3949		249				埼玉大学生活協同組合		338-8570		埼玉県さいたま市桜区下大久保255		048-853-1764		048-857-7721		1980-04-01		3,247		32,470,000				2016-12-28		249-1

		65		3950		250				跡見学園女子大学生活協同組合		352-8501		埼玉県新座市中野1-9-6		048-481-0727		048-481-0764		1996-02-09		563		5,630,000				2017-01-06		250-1

		66		3951		251				十文字学園生活協同組合		352-8510		埼玉県新座市菅沢2-1-28		048-489-1277		048-489-1276		1997-07-24		400		4,000,000				2012-01-25		251-1

		67		3952		252				淑徳大学みずほ台生活協同組合		354-0041		埼玉県入間郡三芳町藤久保1150-1		049-259-5151		049-259-1308		1997-07-24		297		2,970,000				2012-01-25		252-1

		68		3955		255				前橋工科大学生活協同組合		371-0816		群馬県前橋市上佐鳥町460番地1		027-287-4611		027-287-4622		2010-01-16		228		2,280,000				2016-02-23		255-1

		69		3960		260				東京工業高等専門学校生活協同組合		193-0942		東京都八王子市椚田町1220番2号		042-669-5016		042-669-5017		2005-01-22		238		2,380,000				2016-02-25		260-1

		70		3961		261				東京経済大学生活協同組合		185-0021		東京都国分寺市南町1-7-34		042-321-0627		042-327-5231		1971-04-01		1,124		11,240,000				2012-01-25		261-1

		71		3962		262				一橋大学消費生活協同組合		186-8601		東京都国立市中2-1		042-572-7818		042-572-7829		1971-04-01		1,971		19,710,000				2011-11-25		262-1

		72		3963		263				東京学芸大学生活協同組合		184-8501		東京都小金井市貫井北町4-1-1		042-324-6225		042-322-3953		1971-04-01		1,949		19,490,000				2016-01-29		263-1

		73		3964		264				電気通信大学生活協同組合		182-8585		東京都調布市調布ヶ丘1-5-1		042-487-2881		042-486-6610		1971-04-01		1,363		13,630,000				2011-11-25		264-1

		74		3965		265				東京農工大学消費生活協同組合		183-0054		東京都府中市幸町3-5-8		042-366-0762		042-352-7222		1971-04-01		1,945		19,450,000				2011-10-24		265-1

		75		3966		266				津田塾大学生活協同組合		187-8577		東京都小平市津田町2-1-1		042-343-7349		042-344-7465		1972-07-01		858		8,580,000				2011-11-15		266-1

		76		3967		267				東京薬科大学生活協同組合		192-0392		東京都八王子市堀之内1432-1 ノ		042-676-6368		0426-76-6166		1976-04-01		1,821		18,210,000				2016-02-25		267-1

		77		3968		268				白梅学園生活協同組合		187-8570		東京都小平市小川町1-830		042-343-1728		042-342-2821		1980-04-01		324		3,240,000				2007-10-22		268-1

		78		3969		269				日本社会事業大学生活協同組合		204-8555		東京都清瀬市竹丘3丁目1番30号		042-492-5506		042-492-5505		1981-03-01		330		3,300,000				2007-11-20		269-1

		79		3970		270				日本獣医生命科学大学生活協同組合		180-0023		東京都武蔵野市境南町1-7-1		0422-31-6252		0422-31-6252		1983-03-01		355		3,550,000				2017-01-24		270-1

		80		3971		271				清泉女学院生活協同組合		381-0085		長野県長野市上野2-120-8		026-295-3460		026-295-3458		2005-09-14		121		1,210,000				2016-02-05		271-1

		81		3972		272				山梨県立大学生活協同組合		400-0035		山梨県甲府市飯田5-11-1		055-236-2177		055-236-2178		2006-12-27		217		2,170,000				2011-10-27		272-1

		82		3973		273				明治薬科大学生活協同組合		204-8588		東京都清瀬市野塩2-522-1		042-495-8446		042-495-8451		1997-10-27		884		8,840,000				2007-12-12		273-1

		83		3974		274				新潟青陵大学・短期大学生活協同組合		951-8121		新潟県新潟市中央区水道町1丁目5939番地27		025-266-0690		025-266-0526		1997-11-25		425		4,250,000				2011-10-31		274-1

		84		3975		275				長野県立大学生活協同組合 タ		380-0803		長野県長野市三輪8-49-7		026-235-3716		026-233-2128		1998-06-01		241		2,410,000				2016-01-29		275-1

		85		3976		276				新潟大学生活協同組合		950-2181		新潟県新潟市西区五十嵐２の町8050		025-262-6204		025-262-6205		1989-03-01		4,351		43,510,000				2011-11-25		276-1

		86		3977		277				信州大学生活協同組合		390-0802		長野県松本市旭3-1-1		0263-37-2982		0263-36-7441		1989-03-01		4,516		45,160,000				2011-11-25		277-1

		87		3978		278				長野大学生活協同組合		386-1214		長野県上田市下之郷乙646		0268-38-7238		0268-38-8294		1989-03-01		293		2,930,000				2016-02-01		278-1

		88		3979		279				山梨大学生活協同組合		400-8510		山梨県甲府市武田4-4-37		055-252-4757		055-252-9593		1989-03-01		991		9,910,000				2011-11-05		279-1

		89		3980		280				群馬大学生活協同組合		371-8510		群馬県前橋市荒牧町4-2		027-232-1599		027-231-9552		1989-03-01		1,837		18,370,000				2016-02-16		280-1

		90		3981		281				足利大学生活協同組合		326-8558		栃木県足利市大前町268-1		0284-62-5882		0284-62-6971		1989-03-01		294		2,940,000				2011-11-25		281-1

		91		3982		282				宇都宮大学消費生活協同組合		321-8505		栃木県宇都宮市峰町350		028-636-1995		028-632-9244		1989-03-01		1,328		13,280,000				2011-11-25		282-1

		92		3983		283				茨城大学生活協同組合		310-8512		茨城県水戸市文京2-1-1		029-225-3384		029-228-2750		1989-03-01		2,475		24,750,000				2011-11-25		283-1

		93		3984		284				高崎経済大学生活協同組合		370-0801		群馬県高崎市上並榎町1300		027-343-2024		027-343-2794		1990-06-01		917		9,170,000				2016-02-17		284-1

		94		3985		285				茨城キリスト教学園生活協同組合		319-1295		茨城県日立市大みか町6-11-1		0294-25-5285		0294-25-5287		1999-08-31		411		4,110,000				2011-11-25		285-1

		95		3986		286				松本大学生活協同組合		390-1295		長野県松本市新村2095-1		0263-48-7280		0263-48-7281		2001-08-23		360		3,600,000				2017-01-13		286-1

		96		3987		287				新潟県立大学生活協同組合		950-8680		新潟県新潟市東区海老ヶ瀬471		025-270-1730		025-270-1730		1996-11-15		220		2,200,000				2012-01-25		287-1

		97		3988		288				長野県看護大学生活協同組合		399-4117		長野県駒ヶ根市赤穂1694番地		0265-81-7095		0265-81-7095		1998-03-10		199		1,990,000				2016-02-18		288-1

		98		3989		289				太田情報・医療・自動車専門学校生活協同組合		373-0812		群馬県太田市東長岡町1361		0276-22-1718		0276-22-1720		1997-02-25		206		2,060,000				2016-02-22		289-1

				会員CD カイイン		補助CD ホジョ		東海地区 トウカイ チク				郵便番号		所在地		電話番号		FAX番号		連合加入年月日 レンゴウ カニュウ ネンガッピ		口数 クチ スウ		出資金額 シュッシ キンガク				最終払込日 サイシュウ ハライコミビ		証券番号 ショウケン バンゴウ

		99		5101		301				静岡大学生活協同組合		422-8017		静岡県静岡市駿河区大谷836		054-237-2712		054-237-3205		2018-11-01		1,625		16,250,000				2018-11-01		301-1

		100		5103		303				愛知大学生活協同組合		441-8522		愛知県豊橋市町畑町1-1　愛知大学内		0532-47-5931		0532-46-6141		2018-11-01		1,451		14,510,000				2018-11-01		303-1

		101		5105		305				名古屋大学消費生活協同組合		464-0814		愛知県名古屋市千種区不老町1		052-781-1111		052-782-1946		2018-11-01		3,951		39,510,000				2018-11-01		305-1

		102		5106		306				愛知教育大学生活協同組合		448-8543		愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢1		0566-36-2404		0566-36-4830		2018-11-01		948		9,480,000				2018-11-01		306-1

		103		5107		307				名古屋工業大学生活協同組合		466-8555		愛知県名古屋市昭和区御器所町		052-731-1600		052-731-8726		2018-11-01		1,600		16,000,000				2018-11-01		307-1

		104		5108		308				名古屋市立大学生活協同組合		467-0802		愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町山の畑1		052-881-5906		052-881-5921		2018-11-01		736		7,360,000				2018-11-01		308-1

		105		5109		309				愛知県公立大学生活協同組合 コウリツ		480-1342		愛知県長久手市茨ヶ廻間1522-3		0561-61-0134		0561-61-1210		2018-11-01		498		4,980,000				2018-11-01		309-1

		106		5110		310				日本福祉大学生活協同組合		470-3296		愛知県知多郡美浜町奥田会下前35-6		0569-87-2301		0569-87-2305		2018-11-01		1,063		10,630,000				2018-11-01		310-1

		107		5112		312				岐阜大学消費生活協同組合		501-1112		岐阜県岐阜市柳戸1-1		058-230-1166		058-230-1167		2018-11-01		1,584		15,840,000				2018-11-01		312-1

		108		5113		313				三重大学生活協同組合		514-8507		三重県津市栗真町屋町1577番地		059-231-1103		059-231-3852		2018-11-01		1,516		15,160,000				2018-11-01		313-1

		109		5114		314				三重短期大学生活協同組合		514-0112		三重県津市一身田中野181-1		059-232-4959		059-231-4113		2018-11-01		113		1,130,000				2018-11-01		314-1

		110		5115		315				中京大学生活協同組合		466-0825		愛知県名古屋市昭和区八事本町101-2		052-831-2460		052-835-3249		2018-11-01		1,962		19,620,000				2018-11-01		315-1

		111		5116		316				名城大学生活協同組合		468-0073		愛知県名古屋市天白区塩釜口1丁目501番地		052-831-4068		052-831-7948		2018-11-01		866		8,660,000				2018-11-01		316-1

		112		5118		318				岐阜市立女子短期大学生活協同組合		501-0102		岐阜県岐阜市一日市場北町7番1号		058-296-3129		058-232-4341		2018-11-01		77		770,000				2018-11-01		318-1

		113		5119		319				自然科学研究機構岡崎生活協同組合		444-8585		愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38		0564-58-9210		0564-58-9219		2018-11-01		101		1,010,000				2018-11-01		319-1

		114		5120		320				金城学院大学生活協同組合		463-8521		愛知県名古屋市守山区大森2丁目1723		052-799-1190		052-799-1196		2018-11-01		580		5,800,000				2018-11-01		320-1

		115		5121		321				三重県立看護大学生活協同組合		514-0116		三重県津市夢が丘1-1-1		059-236-5010		059-236-5012		2018-11-01		64		640,000				2018-11-01		321-1

		117		5123		323				生活協同組合インターカレッジコープ愛知		466-8657		愛知県名古屋市昭和区山手通2-16-1 大学生協東海会館1階		052-839-2898		052-839-2894		2018-11-01		50		500,000				2018-11-01		323-1

		118		5124		324				静岡文化芸術大学生活協同組合		430-8533		静岡県浜松市中区中央二丁目１番１号		053-453-5702		053-415-8266		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		324-1

		119		5125		325				日本赤十字豊田看護大学生活協同組合		471-0056		愛知県豊田市白山町七曲12番33						2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		325-1

				会員CD カイイン		補助CD ホジョ		関西北陸地区 カンサイ ホクリク チク				郵便番号		所在地		電話番号		FAX番号		連合加入年月日 レンゴウ カニュウ ネンガッピ		口数 クチ スウ		出資金額 シュッシ キンガク				最終払込日 サイシュウ ハライコミビ		証券番号 ショウケン バンゴウ

		120		6603		411				大学生活協同組合大阪インターカレッジコープ		532-0004		大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-15 大学生協大阪会館		06-6395-3161		06-7659-9794		2018-11-01		122		1,220,000				2018-11-01		411-1

		121		6611		412				近畿大学生活協同組合		577-0818		大阪府東大阪市小若江3-4-1		06-6725-3311		06-6723-4455		2018-11-01		3,299		32,990,000				2018-11-01		412-1

		122		6613		413				大阪経済大学生活協同組合		533-0011		大阪府大阪市東淀川区大桐3丁目16番10号 大阪経済大学内		06-6379-2230		06-6379-2232		2018-11-01		702		7,020,000				2018-11-01		413-1

		123		6614		414				阪南大学生活協同組合		580-0032		大阪府松原市天美東5-4-33		072-334-2954		072-334-3810		2018-11-01		616		6,160,000				2018-11-01		414-1

		124		6615		415				大阪電気通信大学生活協同組合		572-8530		大阪府寝屋川市初町18-8		072-822-1231		072-820-5662		2018-11-01		1,066		10,660,000				2018-11-01		415-1

		125		6617		416				大阪千代田短期大学生活協同組合		586-0094		大阪府河内長野市小山田町1685番地		0721-54-0652		0721-54-0654		2018-11-01		39		390,000				2018-11-01		416-1

		126		6622		417				千里金蘭大学生活協同組合		565-0873		大阪府吹田市藤白台5-25-1		06-6872-3610		06-6872-3710		2018-11-01		187		1,870,000				2018-11-01		417-1

		127		6621		418				大阪樟蔭女子大学生活協同組合		577-0807		大阪府東大阪市菱屋西4丁目2番地26号		06-6730-6577		06-6724-5264		2018-11-01		352		3,520,000				2018-11-01		418-1

		128		6631		419				大阪府立大学生活協同組合		599-8531		大阪府堺市中区学園町1-1　大阪府立大学内		072-259-4466		072-252-2187		2018-11-01		1,932		19,320,000				2018-11-01		419-1

		129		6632		420				大阪大学生活協同組合		560-0043		大阪府豊中市待兼山町1-9		06-6841-3326		06-6841-9644		2018-11-01		9,786		97,860,000				2018-11-01		420-1

		130		6633		421				大阪教育大学生活協同組合		582-8582		大阪府柏原市旭ヶ丘4-698-1		072-976-3636		072-976-3637		2018-11-01		1,332		13,320,000				2018-11-01		421-1

		131		6634		422				和歌山大学消費生活協同組合		640-8441		和歌山県和歌山市栄谷930		073-452-8497		073-455-6358		2018-11-01		947		9,470,000				2018-11-01		422-1

		132		6636		423				大阪市立大学生活協同組合		558-8585		大阪府大阪市住吉区杉本3-3-138		06-6605-3011		06-6699-1093		2018-11-01		2,756		27,560,000				2018-11-01		423-1

		133		6637		424				和歌山県立医科大学生活協同組合		641-0012		和歌山県和歌山市紀三井寺811-1		073-448-1161		073-448-2413		2018-11-01		443		4,430,000				2018-11-01		424-1

		134		6771		426				神戸大学生活協同組合		657-0013		兵庫県神戸市灘区六甲台町		078-871-3691		078-882-5740		2018-11-01		5,406		54,060,000				2018-11-01		426-1

		135		6772		427				関西学院大学生活協同組合		662-0891		兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155		0798-53-7001		0798-53-5755		2018-11-01		6,569		65,690,000				2018-11-01		427-1

		136		6774		428				神戸市外国語大学消費生活協同組合		651-2187		兵庫県神戸市西区学園東町9-1		078-794-8191		078-797-2464		2018-11-01		779		7,790,000				2018-11-01		428-1

		137		6775		429				甲南大学生活協同組合		658-0072		兵庫県神戸市東灘区岡本9-6-4		078-451-1371		078-451-8647		2018-11-01		2,260		22,600,000				2018-11-01		429-1

		138		6776		430				兵庫県立大学生活協同組合		671-2201		兵庫県姫路市書写2167		079-266-0998		079-266-9699		2018-11-01		2,058		20,580,000				2018-11-01		430-1

		139		6777		431				神戸薬科大学生活協同組合		658-0003		兵庫県神戸市東灘区本山北町4-19-1		078-441-7521		078-453-3568		2018-11-01		623		6,230,000				2018-11-01		431-1

		140		6778		432				神戸親和女子大学生活協同組合		651-1111		兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町7-13-1		078-595-0303		078-595-0565		2018-11-01		233		2,330,000				2018-11-01		432-1

		141		6780		433				園田学園女子大学生活協同組合		661-0012		兵庫県尼崎市南塚口町7丁目29-1		06-6422-5794		06-6422-5889		2018-11-01		488		4,880,000				2018-11-01		433-1

		142		6781		434				大手前大学生活協同組合		662-0961		兵庫県西宮市御茶家所町6番地42号		0798-33-4900		0798-33-4140		2018-11-01		186		1,860,000				2018-11-01		434-1

		143		6782		435				甲南女子大学生活協同組合		658-0001		兵庫県神戸市東灘区森北町6-2-23		078-435-5270		078-435-5271		2018-11-01		621		6,210,000				2018-11-01		435-1

		144		6783		436				神戸市立工業高等専門学校生活協同組合		651-2194		兵庫県神戸市西区学園東町8-3		078-795-4051		078-795-4052		2018-11-01		257		2,570,000				2018-11-01		436-1

		145		6171		438				富山大学生活協同組合		930-0887		富山県富山市五福3190		076-431-4249		076-431-5008		2018-11-01		3,303		33,030,000				2018-11-01		438-1

		146		6172		439				金沢大学生活協同組合		920-1192		石川県金沢市角間町		076-231-2855		076-262-0359		2018-11-01		4,094		40,940,000				2018-11-01		439-1

		147		6173		440				福井大学生活協同組合		910-8525		福井県福井市文京3-9-1		0776-21-2956		0776-21-2990		2018-11-01		1,574		15,740,000				2018-11-01		440-1

		148		6174		441				石川工業高等専門学校生活協同組合		929-0342		石川県河北郡津幡町字北中条夕1		076-288-5638		076-288-6587		2018-11-01		261		2,610,000				2018-11-01		441-1

		149		6175		442				富山県立大学生活協同組合		939-0392		富山県射水市黒河5180		0766-56-8824		0766-56-8827		2018-11-01		459		4,590,000				2018-11-01		442-1

		150		6176		443				富山高等専門学校生活協同組合		933-0293		富山県射水市海老江練合1の2		0766-86-5870		0766-86-5871		2018-11-01		349		3,490,000				2018-11-01		443-1

		151		6501		445				京都大学生活協同組合		606-8316		京都府京都市左京区吉田二本松町　京都大学内		075-753-7640		075-761-0046		2018-11-01		11,982		119,820,000				2018-11-01		445-1

		152		6502		446				同志社生活協同組合		602-0893		京都府京都市上京区烏丸今出川上ル玄武町601		075-251-4421		075-256-1631		2018-11-01		10,159		101,590,000				2018-11-01		446-1

		153		6503		447				立命館生活協同組合		603-8577		京都府京都市北区等持院北町56-1		075-465-8280		075-463-1393		2018-11-01		11,934		119,340,000				2018-11-01		447-1

		154		6504		448				京都府立医科大学・京都府立大学生活協同組合 ガク キョウト ガク		602-0841		京都府京都市上京区河原町広小路梶井町465		075-251-5952		075-213-3591		2018-11-01		1,679		16,790,000				2018-11-01		448-1

		155		6505		449				龍谷大学生活協同組合		612-0021		京都府京都市伏見区深草塚本町67 龍谷大学2号館内		075-642-0213		075-643-7774		2018-11-01		4,394		43,940,000				2018-11-01		449-1

		156		6506		450				京都教育大学生活協同組合		612-0863		京都府京都市伏見区深草藤森町1		075-644-8355		075-643-3313		2018-11-01		478		4,780,000				2018-11-01		450-1

		157		6507		451				京都工芸繊維大学生活協同組合		606-0962		京都府京都市左京区松ケ崎御所海道町		075-781-5359		075-702-3347		2018-11-01		1,213		12,130,000				2018-11-01		451-1

		158		6509		452				京都橘学園生活協同組合		607-8175		京都府京都市山科区大宅山田町34		075-571-7505		075-571-8641		2018-11-01		1,297		12,970,000				2018-11-01		452-1

		159		6890		453				京都経済短期大学生活協同組合		610-1111		京都府京都市西京区大枝東長町3-1		075-331-3348		075-331-3354		2018-11-01		55		550,000				2018-11-01		453-1

		160		6577		454				奈良女子大学生活協同組合		630-8263		奈良県奈良市北魚屋西町		0742-23-5016		0742-26-2038		2018-11-01		878		8,780,000				2018-11-01		454-1

		161		6578		455				奈良教育大学生活協同組合		630-8528		奈良県奈良市高畑町		0742-26-1406		0742-26-1405		2018-11-01		350		3,500,000				2018-11-01		455-1

		162		6887		456				奈良県立大学生活協同組合		630-8258		奈良県奈良市船橋町10番地		0742-24-3303		0742-24-3303		2018-11-01		118		1,180,000				2018-11-01		456-1

		163		6889		457				奈良工業高等専門学校生活協同組合		639-1058		奈良県大和郡山市矢田町22番地		0743-55-2466		0743-55-2466		2018-11-01		227		2,270,000				2018-11-01		457-1

		164		6574		458				滋賀県立大学生活協同組合		522-8533		滋賀県彦根市八坂町2500		0749-25-4830		0749-25-4839		2018-11-01		852		8,520,000				2018-11-01		458-1

		165		6576		459				滋賀大学彦根地区生活協同組合		522-8522		滋賀県彦根市馬場1-1-1		0749-24-3256		0749-26-3012		2018-11-01		625		6,250,000				2018-11-01		459-1

		166		6575		460				滋賀大学大津地区生活協同組合		520-0862		滋賀県大津市平津2-5-1		077-537-0024		077-531-2060		2018-11-01		258		2,580,000				2018-11-01		460-1

		167		6580		461				滋賀医科大学生活協同組合		520-2192		滋賀県大津市瀬田月輪町滋賀医科大学福利棟内		077-548-2091		077-547-3151		2018-11-01		426		4,260,000				2018-11-01		461-1

								九州地区 キュウシュウ チク

		168		9101		601				生活協同組合福岡インターカレッジコープ		812-0044		福岡県福岡市博多区千代2-21-1　公団ビル1階		092-631-5140		092-651-1708		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		601-1

		169		9172		672				福岡教育大学生活協同組合		811-4192		福岡県宗像市赤間文教町1番1号		0940-32-0024		0940-35-0490		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		672-1

		170		9173		673				九州工業大学生活協同組合		804-8550		福岡県北九州市戸畑区仙水町1-1		093-883-0498		093-873-1370		2018-11-01		740		7,400,000				2018-11-01		673-1

		171		9174		674				北九州市立大学生活協同組合		802-0841		福岡県北九州市小倉南区北方4-2-1		093-961-4430		093-961-5944		2018-11-01		540		5,400,000				2018-11-01		674-1

		172		9175		675				佐賀大学生活協同組合		840-0027		佐賀県佐賀市本庄町本庄1　かささぎホール2F		0952-25-4450		0952-25-4287		2018-11-01		730		7,300,000				2018-11-01		675-1

		173		9176		676				宮崎大学生活協同組合		889-2155		宮崎県宮崎市学園木花台西1-1		0985-58-0612		0985-55-3020		2018-11-01		600		6,000,000				2018-11-01		676-1

		174		9177		677				鹿児島大学生活協同組合		890-0065		鹿児島県鹿児島市郡元1-21-24		099-255-0131		099-286-0095		2018-11-01		2,110		21,100,000				2018-11-01		677-1

		175		9178		678				琉球大学生活協同組合		903-0129		沖縄県中頭郡西原町字千原1番地		098-895-2620		098-895-4041		2018-11-01		900		9,000,000				2018-11-01		678-1

		176		9181		681				鹿児島県立短期大学生活協同組合		890-0005		鹿児島県鹿児島市下伊敷1-52-1		099-229-0172		099-220-2602		2018-11-01		70		700,000				2018-11-01		681-1

		177		9182		682				沖縄大学生活協同組合		902-0075		沖縄県那覇市国場555		098-855-9806		098-855-9815		2018-11-01		80		800,000				2018-11-01		682-1

		178		9183		683				福岡女子大学生活協同組合		813-0003		福岡県福岡市東区香住ヶ丘1-1-1		092-661-7736		092-673-0789		2018-11-01		70		700,000				2018-11-01		683-1

		179		9184		684				九州大学生活協同組合		819-0385		福岡県福岡市西区元岡744　ウエスト５号館 ニシク モトオカ ゴウカン		092-834-2135		092-834-2778		2018-11-01		2,510		25,100,000				2018-11-01		684-1

		191		9185		685				西南学院大学生活協同組合		814-0002		福岡県福岡市早良区西新7-4-63		092-285-6051		092-822-5429		2018-11-01		550		5,500,000				2018-11-01		685-1

		181		9186		686				長崎県立大学佐世保校生活協同組合		858-0914		長崎県佐世保市川下町123		0956-48-3732		0956-48-3722		2018-11-01		190		1,900,000				2018-11-01		686-1

		182		9187		687				長崎大学生活協同組合		852-8131		長崎県長崎市文教町1-14		095-845-5887		095-845-5819		2018-11-01		1,150		11,500,000				2018-11-01		687-1

		183		9188		688				熊本大学生活協同組合		860-0862		熊本県熊本市中央区黒髪2-40-1		096-343-4422		096-343-4897		2018-11-01		1,010		10,100,000				2018-11-01		688-1

		184		9189		689				大分大学生活協同組合		870-1192		大分県大分市旦野原700番地		097-569-0016		097-569-2340		2018-11-01		600		6,000,000				2018-11-01		689-1

		185		9190		690				福岡県立大学生活協同組合		825-8585		福岡県田川市伊田4395		0947-44-3399		0947-44-4003		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		690-1

		186		9191		691				純心大学生活協同組合		852-8142		長崎県長崎市三ツ山町235		095-842-1015		095-842-0551		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		691-1

		187		9193		693				南九州学園生活協同組合		880-0032		宮崎県宮崎市霧島5-1-2		0985-35-0456		0985-32-0222		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		693-1

		188		9195		695				九州国際大学生活協同組合		805-0062		福岡県北九州市八幡東区平野1丁目6-1		093-663-5385		093-663-5386		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		695-1

		189		9196		696				長崎県立大学シーボルト校生活協同組合		851-2130		長崎県西彼杵郡長与町まなび野1-1-1		095-887-5552		095-887-4681		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		696-1

		190		9198		698				生活協同組合熊本インターカレッジコープアカデミア		860-0862		熊本県熊本市中央区黒髪6-8-41		096-343-6515		096-343-6540		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		698-1

		180		9199		699				西南女学院大学生活協同組合		803-0835		福岡県北九州市小倉北区井堀1-3-5		093-563-2232		093-592-0121		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		699-1
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議案書用 (游) (2)

								会員生協名簿 カイイン セイキョウ メイボ																						2019年2月28日現在 ネン ガツ ニチ ゲンザイ

												2019年12月現在

				会員CD カイイン		補助CD ホジョ				所属地区 ショゾク チク		会員生協名		郵便番号		所在地		電話番号		FAX番号		連合加入年月日 レンゴウ カニュウ ネンガッピ		口数 クチ スウ		出資金額 シュッシ キンガク				最終払込日 サイシュウ ハライコミビ		証券番号 ショウケン バンゴウ

		1		1101		001		1		北海道		北海道大学生活協同組合		060-0808		北海道札幌市北区北8条西7丁目		011-746-6218		011-746-2341		2018-11-01		3,900		39,000,000				2018-11-01		001-1

		2		1102		002		2		北海道		北海学園生活協同組合		062-0911		北海道札幌市豊平区旭町4-1-40		011-831-8195		011-815-4335		2018-11-01		900		9,000,000				2018-11-01		002-1

		3		1103		003		3		北海道		酪農学園生活協同組合		069-0836		北海道江別市文京台緑町569-47		011-386-7281		011-386-7298		2018-11-01		700		7,000,000				2018-11-01		003-1

		4		1104		004		4		北海道		札幌学院大学生活協同組合		069-0833		北海道江別市文京台11番地		011-386-2970		011-387-1784		2018-11-01		500		5,000,000				2018-11-01		004-1

		5		1105		005		5		北海道		北星学園生活協同組合		004-0042		北海道札幌市厚別区大谷地西2-3-1		011-891-2313		011-891-2349		2018-11-01		500		5,000,000				2018-11-01		005-1

		6		1106		006		6		北海道		北海道教育大学生活協同組合		002-8075		北海道札幌市北区あいの里5条3丁目1番		011-778-8861		011-778-8862		2018-11-01		800		8,000,000				2018-11-01		006-1

		7		1173		073		7		北海道		札幌大学生活協同組合		062-0033		北海道札幌市豊平区西岡3条7丁目3-1		011-852-1528		011-852-1540		2018-11-01		200		2,000,000				2018-11-01		073-1

		8		1174		074		8		北海道		小樽商科大学生活協同組合		047-8503		北海道小樽市緑3丁目5番21号		0134-23-2298		0134-25-5985		2018-11-01		200		2,000,000				2018-11-01		074-1

		9		1175		075		9		北海道		室蘭工業大学生活協同組合		050-0071		北海道室蘭市水元町36-8		0143-44-2994		0143-45-2757		2018-11-01		1,000		10,000,000				2018-11-01		075-1

		10		1176		076		10		北海道		帯広畜産大学生活協同組合		080-0834		北海道帯広市稲田西２線11番地		0155-48-2284		0155-48-2733		2018-11-01		400		4,000,000				2018-11-01		076-1

		11		1177		077		11		北海道		北見工業大学生活協同組合		090-0015		北海道北見市公園町165		0157-24-5581		0157-24-6968		2018-11-01		400		4,000,000				2018-11-01		077-1

		12		1179		079		12		北海道		釧路公立大学生活協同組合		085-8585		北海道釧路市芦野4丁目1番1号		0154-37-4155		0154-37-4277		2018-11-01		100		1,000,000				2018-11-01		079-1

		13		1180		080		13		北海道		公立はこだて未来大学生活協同組合		041-0803		北海道函館市亀田中野町116番地2		0138-83-6061		0138-83-6065		2018-11-01		100		1,000,000				2018-11-01		080-1

		14		2101		101		14		東北		弘前大学生活協同組合		036-8224		青森県弘前市文京町1		0172-34-4806		0172-36-6965		2018-11-01		2,094		20,940,000				2018-11-01		101-1

		15		2102		102		15		東北		岩手大学生活協同組合		020-0066		岩手県盛岡市上田3-18-34		019-652-3533		019-624-5750		2018-11-01		1,330		13,300,000				2018-11-01		102-1

		16		2103		103		16		東北		盛岡大学生活協同組合		020-0605		岩手県滝沢市砂込808		019-688-5565		019-688-5877		2018-11-01		223		2,230,000				2018-11-01		103-1

		17		2104		104		17		東北		秋田大学生活協同組合		010-0854		秋田県秋田市手形山崎町12-14		018-832-7141		018-832-1105		2018-11-01		1,155		11,550,000				2018-11-01		104-1

		18		2105		105		18		東北		東北大学生活協同組合		980-0845 		宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468-1 東北大学青葉山みどり厚生会館内2階		022-262-8023		022-262-9889		2018-11-01		6,556		65,560,000				2018-11-01		105-1

		19		2106		106		19		東北		東北学院大学生活協同組合		980-8511		宮城県仙台市青葉区土樋1-3-1		022-264-6331		022-213-5412		2018-11-01		1,414		14,140,000				2018-11-01		106-1

		20		2107		107		20		東北		東北工業大学生活協同組合		982-0846		宮城県仙台市太白区二ツ沢6番		022-246-3317		022-246-2346		2018-11-01		293		2,930,000				2018-11-01		107-1

		21		2108		108		21		東北		宮城教育大学生活協同組合		980-0845		宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉149		022-265-7266		022-265-7268		2018-11-01		342		3,420,000				2018-11-01		108-1

		22		2109		109		22		東北		宮城大学生活協同組合		981-3271		宮城県黒川郡大和町学苑1番		022-772-1766		022-772-1733		2018-11-01		69		690,000				2018-11-01		109-1

		23		2110		110		23		東北		尚絅学院大学生活協同組合		981-1245		宮城県名取市ゆりが丘4丁目10-1		022-386-2608		022-381-2633		2018-11-01		137		1,370,000				2018-11-01		110-1

		24		2111		111		24		東北		山形大学生活協同組合		990-0021		山形県山形市小白川町1-4-12		023-632-3533		023-641-5680		2018-11-01		2,230		22,300,000				2018-11-01		111-1

		25		2112		112		25		東北		福島大学生活協同組合		960-1296		福島県福島市金谷川1番地		024-548-5141		024-548-3477		2018-11-01		864		8,640,000				2018-11-01		112-1

		26		2113		113		26		東北		宮城学院生活協同組合		981-8557		宮城県仙台市青葉区桜ケ丘9-1-1		022-278-1613		022-278-1938		2018-11-01		400		4,000,000				2018-11-01		113-1

		27		2114		114		27		東北		弘前学院生活協同組合		036-8231		青森県弘前市稔町13-1		0172-38-0933		0172-38-0935		2018-11-01		80		800,000				2018-11-01		114-1

		28		2115		115		28		東北		大学生活協同組合みやぎインターカレッジコープ		981-0933		宮城県仙台市青葉区柏木1-1-41 大学生協仙台会館		022-717-4747		022-717-4869		2018-11-01		25		250,000				2018-11-01		115-1

		29		2116		116		29		東北		岩手県立大学生活協同組合		020-0611		岩手県滝沢市巣子152番地52		019-688-9571		019-688-9572		2018-11-01		350		3,500,000				2018-11-01		116-1

		30		3901		201		30		東京		東京大学消費生活協同組合		113-0033		東京都文京区本郷7-3-1		03-3814-1541		03-3818-3304		1969-12-19		18,718		187,180,000				2011-11-25		201-1

		31		3902		202		31		東京		早稲田大学生活協同組合		169-0051		東京都新宿区西早稲田1-6-1		03-3207-8611		03-3207-8614		1969-12-19		14,423		144,230,000				2012-01-25		202-1

		32		3903		203		32		東京		慶應義塾生活協同組合		223-0061		神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1		045-563-8489		045-562-6433		1969-12-19		11,371		113,710,000				2011-11-25		203-1

		33		3904		204		33		東京		法政大学生活協同組合		102-0071		東京都千代田区富士見2-17-1法政大学内		03-6380-9499		03-5275-6391		1972-01-01		5,218		52,180,000				2007-10-22		204-1

		34		3909		209		34		東京		生活協同組合東京インターカレッジコープ		150-0001		東京都渋谷区神宮前6－24－4		03-3486-6611		03-3486-6622		1993-12-07		1,098		10,980,000				2016-02-05		209-1

		35		3911		211		35		東京		東京理科大学消費生活協同組合		162-0825		東京都新宿区神楽坂1-3		03-3267-1001		03-3267-1003		1969-12-19		4,574		45,740,000				2007-11-20		211-1

		36		3912		212		36		東京		工学院大学学園生活協同組合		192-0015		東京都八王子市中野町2665-1 マチ		042-633-9012		042-624-5387		1976-04-01		1,796		17,960,000				2016-02-19		212-1

		37		3913		213		37		東京		東京電機大学生活協同組合		120-8551		東京都足立区千住旭町5番　3号館3階		03-3870-8681		03-3870-8682		1980-04-01		1,533		15,330,000				2017-01-12		213-1

		38		3914		214		38		東京		東京海洋大学生活協同組合		108-8477		東京都港区港南4-5-7		03-3471-7441		03-3471-8086		1978-06-22		820		8,200,000				2016-12-30		214-1

		39		3915		215		39		東京		千葉商科大学生活協同組合		272-0827		千葉県市川市国府台1-3-1		047-372-0189		047-300-5181		1978-06-22		417		4,170,000				2012-01-25		215-1

		40		3916		216		40		東京		千葉大学生活協同組合		263-0022		千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33		043-252-1810		043-252-1124		1979-06-01		4,224		42,240,000				2011-11-25		216-1

		41		3917		217		41		東京		東京農業大学生活協同組合		156-0054		東京都世田谷区桜丘1-1-1		03-3427-5711		03-3427-6683		1990-03-01		3,410		34,100,000				2011-10-11		217-1

		42		3918		218		42		東京		東邦大学消費生活協同組合		274-0072		千葉県船橋市三山2-2-1		047-470-2090		047-470-2093		1997-09-01		1,025		10,250,000				2011-10-20		218-1

		43		3921		221		43		東京		東京工業大学生活協同組合		152-8550		東京都目黒区大岡山2-12-1		03-3728-8023		03-3728-1317		1971-04-01		4,141		41,410,000				2012-02-24		221-1

		44		3922		222		44		東京		明治学院消費生活協同組合		108-0071		東京都港区白金台1-2-37		03-3447-1740		03-3447-2163		1971-04-01		2,101		21,010,000				2011-10-28		222-1

		45		3923		223		45		東京		首都大学東京生活協同組合		192-0397		東京都八王子市南大沢1-1		042-677-1411		042-677-1419		1971-04-01		2,878		28,780,000				2011-11-15		223-1

		46		3924		224		46		東京		和光学園生活協同組合		195-0071		東京都町田市金井町2160		044-988-1429		044-988-5685		1977-07-13		554		5,540,000				2011-11-25		224-1

		47		3925		225		47		東京		桜美林学園消費生活協同組合		194-0294		東京都町田市常盤町3758		042-797-0543		042-798-7088		1977-07-13		1,031		10,310,000				2011-11-25		225-1

		48		3926		226		48		東京		麻布大学生活協同組合		252-0206		神奈川県相模原市中央区淵野辺1-17-71		042-754-1380		042-753-7179		1978-03-29		609		6,090,000				2011-11-25		226-1

		49		3928		228		49		東京		宇宙科学研究所生活協同組合		252-5210		神奈川県相模原市中央区由野台3-1-1		042-751-0336		042-751-2289		1988-09-20		509		5,090,000				2011-11-25		228-1

		50		3929		229		50		東京		横浜国立大学生活協同組合		240-8501		神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台79-10		045-331-5217		045-339-5190		1978-06-30		3,130		31,300,000				2007-11-20		229-1

		51		3930		230		51		東京		横浜市立大学生活協同組合		236-0027		神奈川県横浜市金沢区瀬戸22-2		045-786-0199		045-783-6624		1978-06-22		1,517		15,170,000				2017-02-10		230-1

		52		3932		232		52		東京		星薬科大学生活協同組合		142-8501		東京都品川区荏原2-4-41		03-5498-6047		03-5498-5898		2001-02-08		529		5,290,000				2016-02-24		232-1

		53		3933		233		53		東京		東京工芸大学生活協同組合		243-0297		神奈川県厚木市飯山1583		046-242-8271		046-242-3412		1994-03-24		1,361		13,610,000				2011-11-25		233-1

		54		3934		234		54		東京		芝浦工業大学消費生活協同組合		135-8548		東京都江東区豊洲3-7-5		03-5859-7910		03-5859-7911		2003-07-01		2,503		25,030,000				2016-11-29		234-1

		55		3935		235		55		東京		日本赤十字看護大学生活協同組合		150-0012		東京都渋谷区広尾4-1-3		03-5468-5857		03-5468-5887		2005-01-22		253		2,530,000				2011-10-26		235-1

		56		3941		241		56		東京		お茶の水女子大学消費生活協同組合		112-8610		東京都文京区大塚2-1-1		03-3947-8333		03-3947-9922		1972-01-01		1,028		10,280,000				2016-07-21		241-1

		57		3942		242		57		東京		東京医科歯科大学生活協同組合		113-8510		東京都文京区湯島1-5-45		03-3818-5231		03-3818-5245		1972-01-01		1,006		10,060,000				2016-01-29		242-1

		58		3943		243		58		東京		東京外国語大学生活協同組合		183-8534		東京都府中市朝日町3-11-1		042-354-3061		042-354-3065		1972-01-01		1,200		12,000,000				2016-02-19		243-1

		59		3944		244		59		東京		武蔵学園生活協同組合		176-8534		東京都練馬区豊玉上1-26-1		03-3994-2363		03-3948-5843		1972-01-01		764		7,640,000				2008-10-24		244-1

		60		3945		245		60		東京		日本女子大学生活協同組合		112-0015		東京都文京区目白台2-8-1		03-3945-3601		03-3942-2339		1978-06-22		1,679		16,790,000				2016-12-22		245-1

		61		3946		246		61		東京		東洋大学生活協同組合		112-8606		東京都文京区白山5-28-20		03-3943-9603		03-3943-9605		1981-03-01		3,419		34,190,000				2016-01-27		246-1

		62		3947		247		62		東京		東京芸術大学生活協同組合		110-8714		東京都台東区上野公園12-8		03-3828-5669		03-3828-7291		1988-03-30		356		3,560,000				2011-11-25		247-1

		63		3948		248		63		東京		大東文化学園生活協同組合		355-0065		埼玉県東松山市岩殿560		0493-35-1521		0493-35-1524		1979-04-01		1,294		12,940,000				2008-10-24		248-1

		64		3949		249		64		東京		埼玉大学生活協同組合		338-8570		埼玉県さいたま市桜区下大久保255		048-853-1764		048-857-7721		1980-04-01		3,247		32,470,000				2016-12-28		249-1

		65		3950		250		65		東京		跡見学園女子大学生活協同組合		352-8501		埼玉県新座市中野1-9-6		048-481-0727		048-481-0764		1996-02-09		563		5,630,000				2017-01-06		250-1

		66		3951		251		66		東京		十文字学園生活協同組合		352-8510		埼玉県新座市菅沢2-1-28		048-489-1277		048-489-1276		1997-07-24		400		4,000,000				2012-01-25		251-1

		67		3952		252		67		東京		淑徳大学みずほ台生活協同組合		354-0041		埼玉県入間郡三芳町藤久保1150-1		049-259-5151		049-259-1308		1997-07-24		297		2,970,000				2012-01-25		252-1

		68		3955		255		68		東京		前橋工科大学生活協同組合		371-0816		群馬県前橋市上佐鳥町460番地1		027-287-4611		027-287-4622		2010-01-16		228		2,280,000				2016-02-23		255-1

		69		3960		260		69		東京		東京工業高等専門学校生活協同組合		193-0942		東京都八王子市椚田町1220番2号		042-669-5016		042-669-5017		2005-01-22		238		2,380,000				2016-02-25		260-1

		70		3961		261		70		東京		東京経済大学生活協同組合		185-0021		東京都国分寺市南町1-7-34		042-321-0627		042-327-5231		1971-04-01		1,124		11,240,000				2012-01-25		261-1

		71		3962		262		71		東京		一橋大学消費生活協同組合		186-8601		東京都国立市中2-1		042-572-7818		042-572-7829		1971-04-01		1,971		19,710,000				2011-11-25		262-1

		72		3963		263		72		東京		東京学芸大学生活協同組合		184-8501		東京都小金井市貫井北町4-1-1		042-324-6225		042-322-3953		1971-04-01		1,949		19,490,000				2016-01-29		263-1

		73		3964		264		73		東京		電気通信大学生活協同組合		182-8585		東京都調布市調布ヶ丘1-5-1		042-487-2881		042-486-6610		1971-04-01		1,363		13,630,000				2011-11-25		264-1

		74		3965		265		74		東京		東京農工大学消費生活協同組合		183-0054		東京都府中市幸町3-5-8		042-366-0762		042-352-7222		1971-04-01		1,945		19,450,000				2011-10-24		265-1

		75		3966		266		75		東京		津田塾大学生活協同組合		187-8577		東京都小平市津田町2-1-1		042-343-7349		042-344-7465		1972-07-01		858		8,580,000				2011-11-15		266-1

		76		3967		267		76		東京		東京薬科大学生活協同組合		192-0392		東京都八王子市堀之内1432-1 ノ		042-676-6368		0426-76-6166		1976-04-01		1,821		18,210,000				2016-02-25		267-1

		77		3968		268		77		東京		白梅学園生活協同組合		187-8570		東京都小平市小川町1-830		042-343-1728		042-342-2821		1980-04-01		324		3,240,000				2007-10-22		268-1

		78		3969		269		78		東京		日本社会事業大学生活協同組合		204-8555		東京都清瀬市竹丘3丁目1番30号		042-492-5506		042-492-5505		1981-03-01		330		3,300,000				2007-11-20		269-1

		79		3970		270		79		東京		日本獣医生命科学大学生活協同組合		180-0023		東京都武蔵野市境南町1-7-1		0422-31-6252		0422-31-6252		1983-03-01		355		3,550,000				2017-01-24		270-1

		80		3971		271		80		東京		清泉女学院生活協同組合		381-0085		長野県長野市上野2-120-8		026-295-3460		026-295-3458		2005-09-14		121		1,210,000				2016-02-05		271-1

		81		3972		272		81		東京		山梨県立大学生活協同組合		400-0035		山梨県甲府市飯田5-11-1		055-236-2177		055-236-2178		2006-12-27		217		2,170,000				2011-10-27		272-1

		82		3973		273		82		東京		明治薬科大学生活協同組合		204-8588		東京都清瀬市野塩2-522-1		042-495-8446		042-495-8451		1997-10-27		884		8,840,000				2007-12-12		273-1

		83		3974		274		83		東京		新潟青陵大学・短期大学生活協同組合		951-8121		新潟県新潟市中央区水道町1丁目5939番地27		025-266-0690		025-266-0526		1997-11-25		425		4,250,000				2011-10-31		274-1

		84		3975		275		84		東京		長野県立大学生活協同組合 タ		380-0803		長野県長野市三輪8-49-7		026-235-3716		026-233-2128		1998-06-01		241		2,410,000				2016-01-29		275-1

		85		3976		276		85		東京		新潟大学生活協同組合		950-2181		新潟県新潟市西区五十嵐２の町8050		025-262-6204		025-262-6205		1989-03-01		4,351		43,510,000				2011-11-25		276-1

		86		3977		277		86		東京		信州大学生活協同組合		390-0802		長野県松本市旭3-1-1		0263-37-2982		0263-36-7441		1989-03-01		4,516		45,160,000				2011-11-25		277-1

		87		3978		278		87		東京		長野大学生活協同組合		386-1214		長野県上田市下之郷乙646		0268-38-7238		0268-38-8294		1989-03-01		293		2,930,000				2016-02-01		278-1

		88		3979		279		88		東京		山梨大学生活協同組合		400-8510		山梨県甲府市武田4-4-37		055-252-4757		055-252-9593		1989-03-01		991		9,910,000				2011-11-05		279-1

		89		3980		280		89		東京		群馬大学生活協同組合		371-8510		群馬県前橋市荒牧町4-2		027-232-1599		027-231-9552		1989-03-01		1,837		18,370,000				2016-02-16		280-1

		90		3981		281		90		東京		足利大学生活協同組合		326-8558		栃木県足利市大前町268-1		0284-62-5882		0284-62-6971		1989-03-01		294		2,940,000				2011-11-25		281-1

		91		3982		282		91		東京		宇都宮大学消費生活協同組合		321-8505		栃木県宇都宮市峰町350		028-636-1995		028-632-9244		1989-03-01		1,328		13,280,000				2011-11-25		282-1

		92		3983		283		92		東京		茨城大学生活協同組合		310-8512		茨城県水戸市文京2-1-1		029-225-3384		029-228-2750		1989-03-01		2,475		24,750,000				2011-11-25		283-1

		93		3984		284		93		東京		高崎経済大学生活協同組合		370-0801		群馬県高崎市上並榎町1300		027-343-2024		027-343-2794		1990-06-01		917		9,170,000				2016-02-17		284-1

		94		3985		285		94		東京		茨城キリスト教学園生活協同組合		319-1295		茨城県日立市大みか町6-11-1		0294-25-5285		0294-25-5287		1999-08-31		411		4,110,000				2011-11-25		285-1

		95		3986		286		95		東京		松本大学生活協同組合		390-1295		長野県松本市新村2095-1		0263-48-7280		0263-48-7281		2001-08-23		360		3,600,000				2017-01-13		286-1

		96		3987		287		96		東京		新潟県立大学生活協同組合		950-8680		新潟県新潟市東区海老ヶ瀬471		025-270-1730		025-270-1730		1996-11-15		220		2,200,000				2012-01-25		287-1

		97		3988		288		97		東京		長野県看護大学生活協同組合		399-4117		長野県駒ヶ根市赤穂1694番地		0265-81-7095		0265-81-7095		1998-03-10		199		1,990,000				2016-02-18		288-1

		98		3989		289		98		東京		太田情報・医療・自動車専門学校生活協同組合		373-0812		群馬県太田市東長岡町1361		0276-22-1718		0276-22-1720		1997-02-25		206		2,060,000				2016-02-22		289-1

		99		5101		301		99		東海		静岡大学生活協同組合		422-8017		静岡県静岡市駿河区大谷836		054-237-2712		054-237-3205		2018-11-01		1,625		16,250,000				2018-11-01		301-1

		100		5103		303		100		東海		愛知大学生活協同組合		441-8522		愛知県豊橋市町畑町1-1　愛知大学内		0532-47-5931		0532-46-6141		2018-11-01		1,451		14,510,000				2018-11-01		303-1

		101		5105		305		101		東海		名古屋大学消費生活協同組合		464-0814		愛知県名古屋市千種区不老町1		052-781-1111		052-782-1946		2018-11-01		3,951		39,510,000				2018-11-01		305-1

		102		5106		306		102		東海		愛知教育大学生活協同組合		448-8543		愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢1		0566-36-2404		0566-36-4830		2018-11-01		948		9,480,000				2018-11-01		306-1

		103		5107		307		103		東海		名古屋工業大学生活協同組合		466-8555		愛知県名古屋市昭和区御器所町		052-731-1600		052-731-8726		2018-11-01		1,600		16,000,000				2018-11-01		307-1

		104		5108		308		104		東海		名古屋市立大学生活協同組合		467-0802		愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町山の畑1		052-881-5906		052-881-5921		2018-11-01		736		7,360,000				2018-11-01		308-1

		105		5109		309		105		東海		愛知県公立大学生活協同組合 コウリツ		480-1342		愛知県長久手市茨ヶ廻間1522-3		0561-61-0134		0561-61-1210		2018-11-01		498		4,980,000				2018-11-01		309-1

		106		5110		310		106		東海		日本福祉大学生活協同組合		470-3296		愛知県知多郡美浜町奥田会下前35-6		0569-87-2301		0569-87-2305		2018-11-01		1,063		10,630,000				2018-11-01		310-1

		107		5112		312		107		東海		岐阜大学消費生活協同組合		501-1112		岐阜県岐阜市柳戸1-1		058-230-1166		058-230-1167		2018-11-01		1,584		15,840,000				2018-11-01		312-1

		108		5113		313		108		東海		三重大学生活協同組合		514-8507		三重県津市栗真町屋町1577番地		059-231-1103		059-231-3852		2018-11-01		1,516		15,160,000				2018-11-01		313-1

		109		5114		314		109		東海		三重短期大学生活協同組合		514-0112		三重県津市一身田中野181-1		059-232-4959		059-231-4113		2018-11-01		113		1,130,000				2018-11-01		314-1

		110		5115		315		110		東海		中京大学生活協同組合		466-0825		愛知県名古屋市昭和区八事本町101-2		052-831-2460		052-835-3249		2018-11-01		1,962		19,620,000				2018-11-01		315-1

		111		5116		316		111		東海		名城大学生活協同組合		468-0073		愛知県名古屋市天白区塩釜口1丁目501番地		052-831-4068		052-831-7948		2018-11-01		866		8,660,000				2018-11-01		316-1

		112		5118		318		112		東海		岐阜市立女子短期大学生活協同組合		501-0102		岐阜県岐阜市一日市場北町7番1号		058-296-3129		058-232-4341		2018-11-01		77		770,000				2018-11-01		318-1

		113		5119		319		113		東海		自然科学研究機構岡崎生活協同組合		444-8585		愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38		0564-58-9210		0564-58-9219		2018-11-01		101		1,010,000				2018-11-01		319-1

		114		5120		320		114		東海		金城学院大学生活協同組合		463-8521		愛知県名古屋市守山区大森2丁目1723		052-799-1190		052-799-1196		2018-11-01		580		5,800,000				2018-11-01		320-1

		115		5121		321		115		東海		三重県立看護大学生活協同組合		514-0116		三重県津市夢が丘1-1-1		059-236-5010		059-236-5012		2018-11-01		64		640,000				2018-11-01		321-1

		117		5123		323		116		東海		生活協同組合インターカレッジコープ愛知		466-8657		愛知県名古屋市昭和区山手通2-16-1 大学生協東海会館1階		052-839-2898		052-839-2894		2018-11-01		50		500,000				2018-11-01		323-1

		118		5124		324		117		東海		静岡文化芸術大学生活協同組合		430-8533		静岡県浜松市中区中央二丁目１番１号		053-453-5702		053-415-8266		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		324-1

		119		5125		325		118		東海		日本赤十字豊田看護大学生活協同組合		471-0056		愛知県豊田市白山町七曲12番33						2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		325-1

		120		6603		411		119		関西北陸		大学生活協同組合大阪インターカレッジコープ		532-0004		大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-15 大学生協大阪会館		06-6395-3161		06-7659-9794		2018-11-01		122		1,220,000				2018-11-01		411-1

		121		6611		412		120		関西北陸		近畿大学生活協同組合		577-0818		大阪府東大阪市小若江3-4-1		06-6725-3311		06-6723-4455		2018-11-01		3,299		32,990,000				2018-11-01		412-1

		122		6613		413		121		関西北陸		大阪経済大学生活協同組合		533-0011		大阪府大阪市東淀川区大桐3丁目16番10号 大阪経済大学内		06-6379-2230		06-6379-2232		2018-11-01		702		7,020,000				2018-11-01		413-1

		123		6614		414		122		関西北陸		阪南大学生活協同組合		580-0032		大阪府松原市天美東5-4-33		072-334-2954		072-334-3810		2018-11-01		616		6,160,000				2018-11-01		414-1

		124		6615		415		123		関西北陸		大阪電気通信大学生活協同組合		572-8530		大阪府寝屋川市初町18-8		072-822-1231		072-820-5662		2018-11-01		1,066		10,660,000				2018-11-01		415-1

		125		6617		416		124		関西北陸		大阪千代田短期大学生活協同組合		586-0094		大阪府河内長野市小山田町1685番地		0721-54-0652		0721-54-0654		2018-11-01		39		390,000				2018-11-01		416-1

		126		6622		417		125		関西北陸		千里金蘭大学生活協同組合		565-0873		大阪府吹田市藤白台5-25-1		06-6872-3610		06-6872-3710		2018-11-01		187		1,870,000				2018-11-01		417-1

		127		6621		418		126		関西北陸		大阪樟蔭女子大学生活協同組合		577-0807		大阪府東大阪市菱屋西4丁目2番地26号		06-6730-6577		06-6724-5264		2018-11-01		352		3,520,000				2018-11-01		418-1

		128		6631		419		127		関西北陸		大阪府立大学生活協同組合		599-8531		大阪府堺市中区学園町1-1　大阪府立大学内		072-259-4466		072-252-2187		2018-11-01		1,932		19,320,000				2018-11-01		419-1

		129		6632		420		128		関西北陸		大阪大学生活協同組合		560-0043		大阪府豊中市待兼山町1-9		06-6841-3326		06-6841-9644		2018-11-01		9,786		97,860,000				2018-11-01		420-1

		130		6633		421		129		関西北陸		大阪教育大学生活協同組合		582-8582		大阪府柏原市旭ヶ丘4-698-1		072-976-3636		072-976-3637		2018-11-01		1,332		13,320,000				2018-11-01		421-1

		131		6634		422		130		関西北陸		和歌山大学消費生活協同組合		640-8441		和歌山県和歌山市栄谷930		073-452-8497		073-455-6358		2018-11-01		947		9,470,000				2018-11-01		422-1

		132		6636		423		131		関西北陸		大阪市立大学生活協同組合		558-8585		大阪府大阪市住吉区杉本3-3-138		06-6605-3011		06-6699-1093		2018-11-01		2,756		27,560,000				2018-11-01		423-1

		133		6637		424		132		関西北陸		和歌山県立医科大学生活協同組合		641-0012		和歌山県和歌山市紀三井寺811-1		073-448-1161		073-448-2413		2018-11-01		443		4,430,000				2018-11-01		424-1

		134		6771		426		133		関西北陸		神戸大学生活協同組合		657-0013		兵庫県神戸市灘区六甲台町		078-871-3691		078-882-5740		2018-11-01		5,406		54,060,000				2018-11-01		426-1

		135		6772		427		134		関西北陸		関西学院大学生活協同組合		662-0891		兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155		0798-53-7001		0798-53-5755		2018-11-01		6,569		65,690,000				2018-11-01		427-1

		136		6774		428		135		関西北陸		神戸市外国語大学消費生活協同組合		651-2187		兵庫県神戸市西区学園東町9-1		078-794-8191		078-797-2464		2018-11-01		779		7,790,000				2018-11-01		428-1

		137		6775		429		136		関西北陸		甲南大学生活協同組合		658-0072		兵庫県神戸市東灘区岡本9-6-4		078-451-1371		078-451-8647		2018-11-01		2,260		22,600,000				2018-11-01		429-1

		138		6776		430		137		関西北陸		兵庫県立大学生活協同組合		671-2201		兵庫県姫路市書写2167		079-266-0998		079-266-9699		2018-11-01		2,058		20,580,000				2018-11-01		430-1

		139		6777		431		138		関西北陸		神戸薬科大学生活協同組合		658-0003		兵庫県神戸市東灘区本山北町4-19-1		078-441-7521		078-453-3568		2018-11-01		623		6,230,000				2018-11-01		431-1

		140		6778		432		139		関西北陸		神戸親和女子大学生活協同組合		651-1111		兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町7-13-1		078-595-0303		078-595-0565		2018-11-01		233		2,330,000				2018-11-01		432-1

		141		6780		433		140		関西北陸		園田学園女子大学生活協同組合		661-0012		兵庫県尼崎市南塚口町7丁目29-1		06-6422-5794		06-6422-5889		2018-11-01		488		4,880,000				2018-11-01		433-1

		142		6781		434		141		関西北陸		大手前大学生活協同組合		662-0961		兵庫県西宮市御茶家所町6番地42号		0798-33-4900		0798-33-4140		2018-11-01		186		1,860,000				2018-11-01		434-1

		143		6782		435		142		関西北陸		甲南女子大学生活協同組合		658-0001		兵庫県神戸市東灘区森北町6-2-23		078-435-5270		078-435-5271		2018-11-01		621		6,210,000				2018-11-01		435-1

		144		6783		436		143		関西北陸		神戸市立工業高等専門学校生活協同組合		651-2194		兵庫県神戸市西区学園東町8-3		078-795-4051		078-795-4052		2018-11-01		257		2,570,000				2018-11-01		436-1

		145		6171		438		144		関西北陸		富山大学生活協同組合		930-0887		富山県富山市五福3190		076-431-4249		076-431-5008		2018-11-01		3,303		33,030,000				2018-11-01		438-1

		146		6172		439		145		関西北陸		金沢大学生活協同組合		920-1192		石川県金沢市角間町		076-231-2855		076-262-0359		2018-11-01		4,094		40,940,000				2018-11-01		439-1

		147		6173		440		146		関西北陸		福井大学生活協同組合		910-8525		福井県福井市文京3-9-1		0776-21-2956		0776-21-2990		2018-11-01		1,574		15,740,000				2018-11-01		440-1

		148		6174		441		147		関西北陸		石川工業高等専門学校生活協同組合		929-0342		石川県河北郡津幡町字北中条夕1		076-288-5638		076-288-6587		2018-11-01		261		2,610,000				2018-11-01		441-1

		149		6175		442		148		関西北陸		富山県立大学生活協同組合		939-0392		富山県射水市黒河5180		0766-56-8824		0766-56-8827		2018-11-01		459		4,590,000				2018-11-01		442-1

		150		6176		443		149		関西北陸		富山高等専門学校生活協同組合		933-0293		富山県射水市海老江練合1の2		0766-86-5870		0766-86-5871		2018-11-01		349		3,490,000				2018-11-01		443-1

		151		6501		445		150		関西北陸		京都大学生活協同組合		606-8316		京都府京都市左京区吉田二本松町　京都大学内		075-753-7640		075-761-0046		2018-11-01		11,982		119,820,000				2018-11-01		445-1

		152		6502		446		151		関西北陸		同志社生活協同組合		602-0893		京都府京都市上京区烏丸今出川上ル玄武町601		075-251-4421		075-256-1631		2018-11-01		10,159		101,590,000				2018-11-01		446-1

		153		6503		447		152		関西北陸		立命館生活協同組合		603-8577		京都府京都市北区等持院北町56-1		075-465-8280		075-463-1393		2018-11-01		11,934		119,340,000				2018-11-01		447-1

		154		6504		448		153		関西北陸		京都府立医科大学・京都府立大学生活協同組合 ガク キョウト ガク		602-0841		京都府京都市上京区河原町広小路梶井町465		075-251-5952		075-213-3591		2018-11-01		1,679		16,790,000				2018-11-01		448-1

		155		6505		449		154		関西北陸		龍谷大学生活協同組合		612-0021		京都府京都市伏見区深草塚本町67 龍谷大学2号館内		075-642-0213		075-643-7774		2018-11-01		4,394		43,940,000				2018-11-01		449-1

		156		6506		450		155		関西北陸		京都教育大学生活協同組合		612-0863		京都府京都市伏見区深草藤森町1		075-644-8355		075-643-3313		2018-11-01		478		4,780,000				2018-11-01		450-1

		157		6507		451		156		関西北陸		京都工芸繊維大学生活協同組合		606-0962		京都府京都市左京区松ケ崎御所海道町		075-781-5359		075-702-3347		2018-11-01		1,213		12,130,000				2018-11-01		451-1

		158		6509		452		157		関西北陸		京都橘学園生活協同組合		607-8175		京都府京都市山科区大宅山田町34		075-571-7505		075-571-8641		2018-11-01		1,297		12,970,000				2018-11-01		452-1

		159		6890		453		158		関西北陸		京都経済短期大学生活協同組合		610-1111		京都府京都市西京区大枝東長町3-1		075-331-3348		075-331-3354		2018-11-01		55		550,000				2018-11-01		453-1

		160		6577		454		159		関西北陸		奈良女子大学生活協同組合		630-8263		奈良県奈良市北魚屋西町		0742-23-5016		0742-26-2038		2018-11-01		878		8,780,000				2018-11-01		454-1

		161		6578		455		160		関西北陸		奈良教育大学生活協同組合		630-8528		奈良県奈良市高畑町		0742-26-1406		0742-26-1405		2018-11-01		350		3,500,000				2018-11-01		455-1

		162		6887		456		161		関西北陸		奈良県立大学生活協同組合		630-8258		奈良県奈良市船橋町10番地		0742-24-3303		0742-24-3303		2018-11-01		118		1,180,000				2018-11-01		456-1

		163		6889		457		162		関西北陸		奈良工業高等専門学校生活協同組合		639-1058		奈良県大和郡山市矢田町22番地		0743-55-2466		0743-55-2466		2018-11-01		227		2,270,000				2018-11-01		457-1

		164		6574		458		163		関西北陸		滋賀県立大学生活協同組合		522-8533		滋賀県彦根市八坂町2500		0749-25-4830		0749-25-4839		2018-11-01		852		8,520,000				2018-11-01		458-1

		165		6576		459		164		関西北陸		滋賀大学彦根地区生活協同組合		522-8522		滋賀県彦根市馬場1-1-1		0749-24-3256		0749-26-3012		2018-11-01		625		6,250,000				2018-11-01		459-1

		166		6575		460		165		関西北陸		滋賀大学大津地区生活協同組合		520-0862		滋賀県大津市平津2-5-1		077-537-0024		077-531-2060		2018-11-01		258		2,580,000				2018-11-01		460-1

		167		6580		461		166		関西北陸		滋賀医科大学生活協同組合		520-2192		滋賀県大津市瀬田月輪町滋賀医科大学福利棟内		077-548-2091		077-547-3151		2018-11-01		426		4,260,000				2018-11-01		461-1

		168		9101		601		167		九州		生活協同組合福岡インターカレッジコープ		812-0044		福岡県福岡市博多区千代2-21-1　公団ビル1階		092-631-5140		092-651-1708		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		601-1

		169		9172		672		168		九州		福岡教育大学生活協同組合		811-4192		福岡県宗像市赤間文教町1番1号		0940-32-0024		0940-35-0490		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		672-1

		170		9173		673		169		九州		九州工業大学生活協同組合		804-8550		福岡県北九州市戸畑区仙水町1-1		093-883-0498		093-873-1370		2018-11-01		740		7,400,000				2018-11-01		673-1

		171		9174		674		170		九州		北九州市立大学生活協同組合		802-0841		福岡県北九州市小倉南区北方4-2-1		093-961-4430		093-961-5944		2018-11-01		540		5,400,000				2018-11-01		674-1

		172		9175		675		171		九州		佐賀大学生活協同組合		840-0027		佐賀県佐賀市本庄町本庄1　かささぎホール2F		0952-25-4450		0952-25-4287		2018-11-01		730		7,300,000				2018-11-01		675-1

		173		9176		676		172		九州		宮崎大学生活協同組合		889-2155		宮崎県宮崎市学園木花台西1-1		0985-58-0612		0985-55-3020		2018-11-01		600		6,000,000				2018-11-01		676-1

		174		9177		677		173		九州		鹿児島大学生活協同組合		890-0065		鹿児島県鹿児島市郡元1-21-24		099-255-0131		099-286-0095		2018-11-01		2,110		21,100,000				2018-11-01		677-1

		175		9178		678		174		九州		琉球大学生活協同組合		903-0129		沖縄県中頭郡西原町字千原1番地		098-895-2620		098-895-4041		2018-11-01		900		9,000,000				2018-11-01		678-1

		176		9181		681		175		九州		鹿児島県立短期大学生活協同組合		890-0005		鹿児島県鹿児島市下伊敷1-52-1		099-229-0172		099-220-2602		2018-11-01		70		700,000				2018-11-01		681-1

		177		9182		682		176		九州		沖縄大学生活協同組合		902-0075		沖縄県那覇市国場555		098-855-9806		098-855-9815		2018-11-01		80		800,000				2018-11-01		682-1

		178		9183		683		177		九州		福岡女子大学生活協同組合		813-0003		福岡県福岡市東区香住ヶ丘1-1-1		092-661-7736		092-673-0789		2018-11-01		70		700,000				2018-11-01		683-1

		179		9184		684		178		九州		九州大学生活協同組合		819-0385		福岡県福岡市西区元岡744　ウエスト５号館 ニシク モトオカ ゴウカン		092-834-2135		092-834-2778		2018-11-01		2,510		25,100,000				2018-11-01		684-1

		191		9185		685		179		九州		西南学院大学生活協同組合		814-0002		福岡県福岡市早良区西新7-4-63		092-285-6051		092-822-5429		2018-11-01		550		5,500,000				2018-11-01		685-1

		181		9186		686		180		九州		長崎県立大学佐世保校生活協同組合		858-0914		長崎県佐世保市川下町123		0956-48-3732		0956-48-3722		2018-11-01		190		1,900,000				2018-11-01		686-1

		182		9187		687		181		九州		長崎大学生活協同組合		852-8131		長崎県長崎市文教町1-14		095-845-5887		095-845-5819		2018-11-01		1,150		11,500,000				2018-11-01		687-1

		183		9188		688		182		九州		熊本大学生活協同組合		860-0862		熊本県熊本市中央区黒髪2-40-1		096-343-4422		096-343-4897		2018-11-01		1,010		10,100,000				2018-11-01		688-1

		184		9189		689		183		九州		大分大学生活協同組合		870-1192		大分県大分市旦野原700番地		097-569-0016		097-569-2340		2018-11-01		600		6,000,000				2018-11-01		689-1

		185		9190		690		184		九州		福岡県立大学生活協同組合		825-8585		福岡県田川市伊田4395		0947-44-3399		0947-44-4003		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		690-1

		186		9191		691		185		九州		純心大学生活協同組合		852-8142		長崎県長崎市三ツ山町235		095-842-1015		095-842-0551		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		691-1

		187		9193		693		186		九州		南九州学園生活協同組合		880-0032		宮崎県宮崎市霧島5-1-2		0985-35-0456		0985-32-0222		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		693-1

		188		9195		695		187		九州		九州国際大学生活協同組合		805-0062		福岡県北九州市八幡東区平野1丁目6-1		093-663-5385		093-663-5386		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		695-1

		189		9196		696		188		九州		長崎県立大学シーボルト校生活協同組合		851-2130		長崎県西彼杵郡長与町まなび野1-1-1		095-887-5552		095-887-4681		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		696-1

		190		9198		698		189		九州		生活協同組合熊本インターカレッジコープアカデミア		860-0862		熊本県熊本市中央区黒髪6-8-41		096-343-6515		096-343-6540		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		698-1

		180		9199		699		190		九州		西南女学院大学生活協同組合		803-0835		福岡県北九州市小倉北区井堀1-3-5		093-563-2232		093-592-0121		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		699-1
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松本大学生活協同組合
新潟県立大学生活協同組合
長野県看護大学生活協同組合
太田情報・医療・自動車専門学校生活協同組合

静岡大学生活協同組合
愛知大学生活協同組合
名古屋大学消費生活協同組合
愛知教育大学生活協同組合
名古屋工業大学生活協同組合
名古屋市立大学生活協同組合
愛知県公立大学生活協同組合
日本福祉大学生活協同組合
岐阜大学消費生活協同組合
三重大学生活協同組合
三重短期大学生活協同組合
中京大学生活協同組合
名城大学生活協同組合
岐阜市立女子短期大学生活協同組合
自然科学研究機構岡崎生活協同組合
金城学院大学生活協同組合
三重県立看護大学生活協同組合
生活協同組合インターカレッジコープ愛知
静岡文化芸術大学生活協同組合
日本赤十字豊田看護大学生活協同組合

大学生活協同組合大阪インターカレッジコープ
近畿大学生活協同組合
大阪経済大学生活協同組合
阪南大学生活協同組合
大阪電気通信大学生活協同組合
大阪千代田短期大学生活協同組合
千里金蘭大学生活協同組合
大阪樟蔭女子大学生活協同組合
大阪府立大学生活協同組合
大阪大学生活協同組合
大阪教育大学生活協同組合
和歌山大学消費生活協同組合
大阪市立大学生活協同組合
和歌山県立医科大学生活協同組合
神戸大学生活協同組合
関西学院大学生活協同組合
神戸市外国語大学消費生活協同組合
甲南大学生活協同組合
兵庫県立大学生活協同組合
神戸薬科大学生活協同組合
神戸親和女子大学生活協同組合
園田学園女子大学生活協同組合
大手前大学生活協同組合

東海地区

関西北陸地区

甲南女子大学生活協同組合
神戸市立工業高等専門学校生活協同組合
富山大学生活協同組合
金沢大学生活協同組合
福井大学生活協同組合
石川工業高等専門学校生活協同組合
富山県立大学生活協同組合
富山高等専門学校生活協同組合
京都大学生活協同組合
同志社生活協同組合
立命館生活協同組合
京都府立医科大学・京都府立大学生活協同組合
龍谷大学生活協同組合
京都教育大学生活協同組合
京都工芸繊維大学生活協同組合
京都橘学園生活協同組合
京都経済短期大学生活協同組合
奈良女子大学生活協同組合
奈良教育大学生活協同組合
奈良県立大学生活協同組合
奈良工業高等専門学校生活協同組合
滋賀県立大学生活協同組合
滋賀大学彦根地区生活協同組合
滋賀大学大津地区生活協同組合
滋賀医科大学生活協同組合

生活協同組合福岡インターカレッジコープ
福岡教育大学生活協同組合
九州工業大学生活協同組合
北九州市立大学生活協同組合
佐賀大学生活協同組合
宮崎大学生活協同組合
鹿児島大学生活協同組合
琉球大学生活協同組合
鹿児島県立短期大学生活協同組合
沖縄大学生活協同組合
福岡女子大学生活協同組合
九州大学生活協同組合
西南学院大学生活協同組合
長崎県立大学佐世保校生活協同組合
長崎大学生活協同組合
熊本大学生活協同組合
大分大学生活協同組合
福岡県立大学生活協同組合
純心大学生活協同組合
南九州学園生活協同組合
九州国際大学生活協同組合
長崎県立大学シーボルト校生活協同組合
生活協同組合熊本インターカレッジコープアカデミア

西南女学院大学生活協同組合

九州地区


議案書用 (游) (縦配列)

								北海道地区 ホッカイドウ チク

				会員CD カイイン		補助CD ホジョ						郵便番号		所在地		電話番号		FAX番号		連合加入年月日 レンゴウ カニュウ ネンガッピ		口数 クチ スウ		出資金額 シュッシ キンガク				最終払込日 サイシュウ ハライコミビ		証券番号 ショウケン バンゴウ

		1		1101		001				北海道大学生活協同組合		060-0808		北海道札幌市北区北8条西7丁目		011-746-6218		011-746-2341		2018-11-01		3,900		39,000,000				2018-11-01		001-1

		2		1102		002				北海学園生活協同組合		062-0911		北海道札幌市豊平区旭町4-1-40		011-831-8195		011-815-4335		2018-11-01		900		9,000,000				2018-11-01		002-1

		3		1103		003				酪農学園生活協同組合		069-0836		北海道江別市文京台緑町569-47		011-386-7281		011-386-7298		2018-11-01		700		7,000,000				2018-11-01		003-1

		4		1104		004				札幌学院大学生活協同組合		069-0833		北海道江別市文京台11番地		011-386-2970		011-387-1784		2018-11-01		500		5,000,000				2018-11-01		004-1

		5		1105		005				北星学園生活協同組合		004-0042		北海道札幌市厚別区大谷地西2-3-1		011-891-2313		011-891-2349		2018-11-01		500		5,000,000				2018-11-01		005-1

		6		1106		006				北海道教育大学生活協同組合		002-8075		北海道札幌市北区あいの里5条3丁目1番		011-778-8861		011-778-8862		2018-11-01		800		8,000,000				2018-11-01		006-1

		7		1173		073				札幌大学生活協同組合		062-0033		北海道札幌市豊平区西岡3条7丁目3-1		011-852-1528		011-852-1540		2018-11-01		200		2,000,000				2018-11-01		073-1

		8		1174		074				小樽商科大学生活協同組合		047-8503		北海道小樽市緑3丁目5番21号		0134-23-2298		0134-25-5985		2018-11-01		200		2,000,000				2018-11-01		074-1

		9		1175		075				室蘭工業大学生活協同組合		050-0071		北海道室蘭市水元町36-8		0143-44-2994		0143-45-2757		2018-11-01		1,000		10,000,000				2018-11-01		075-1

		10		1176		076				帯広畜産大学生活協同組合		080-0834		北海道帯広市稲田西２線11番地		0155-48-2284		0155-48-2733		2018-11-01		400		4,000,000				2018-11-01		076-1

		11		1177		077				北見工業大学生活協同組合		090-0015		北海道北見市公園町165		0157-24-5581		0157-24-6968		2018-11-01		400		4,000,000				2018-11-01		077-1

		12		1179		079				釧路公立大学生活協同組合		085-8585		北海道釧路市芦野4丁目1番1号		0154-37-4155		0154-37-4277		2018-11-01		100		1,000,000				2018-11-01		079-1

		13		1180		080				公立はこだて未来大学生活協同組合		041-0803		北海道函館市亀田中野町116番地2		0138-83-6061		0138-83-6065		2018-11-01		100		1,000,000				2018-11-01		080-1

								東北地区 トウホク チク

				会員CD カイイン		補助CD ホジョ						郵便番号		所在地		電話番号		FAX番号		連合加入年月日 レンゴウ カニュウ ネンガッピ		口数 クチ スウ		出資金額 シュッシ キンガク				最終払込日 サイシュウ ハライコミビ		証券番号 ショウケン バンゴウ

		14		2101		101				弘前大学生活協同組合		036-8224		青森県弘前市文京町1		0172-34-4806		0172-36-6965		2018-11-01		2,094		20,940,000				2018-11-01		101-1

		15		2102		102				岩手大学生活協同組合		020-0066		岩手県盛岡市上田3-18-34		019-652-3533		019-624-5750		2018-11-01		1,330		13,300,000				2018-11-01		102-1

		16		2103		103				盛岡大学生活協同組合		020-0605		岩手県滝沢市砂込808		019-688-5565		019-688-5877		2018-11-01		223		2,230,000				2018-11-01		103-1

		17		2104		104				秋田大学生活協同組合		010-0854		秋田県秋田市手形山崎町12-14		018-832-7141		018-832-1105		2018-11-01		1,155		11,550,000				2018-11-01		104-1

		18		2105		105				東北大学生活協同組合		980-0845 		宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468-1 東北大学青葉山みどり厚生会館内2階		022-262-8023		022-262-9889		2018-11-01		6,556		65,560,000				2018-11-01		105-1

		19		2106		106				東北学院大学生活協同組合		980-8511		宮城県仙台市青葉区土樋1-3-1		022-264-6331		022-213-5412		2018-11-01		1,414		14,140,000				2018-11-01		106-1

		20		2107		107				東北工業大学生活協同組合		982-0846		宮城県仙台市太白区二ツ沢6番		022-246-3317		022-246-2346		2018-11-01		293		2,930,000				2018-11-01		107-1

		21		2108		108				宮城教育大学生活協同組合		980-0845		宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉149		022-265-7266		022-265-7268		2018-11-01		342		3,420,000				2018-11-01		108-1

		22		2109		109				宮城大学生活協同組合		981-3271		宮城県黒川郡大和町学苑1番		022-772-1766		022-772-1733		2018-11-01		69		690,000				2018-11-01		109-1

		23		2110		110				尚絅学院大学生活協同組合		981-1245		宮城県名取市ゆりが丘4丁目10-1		022-386-2608		022-381-2633		2018-11-01		137		1,370,000				2018-11-01		110-1

		24		2111		111				山形大学生活協同組合		990-0021		山形県山形市小白川町1-4-12		023-632-3533		023-641-5680		2018-11-01		2,230		22,300,000				2018-11-01		111-1

		25		2112		112				福島大学生活協同組合		960-1296		福島県福島市金谷川1番地		024-548-5141		024-548-3477		2018-11-01		864		8,640,000				2018-11-01		112-1

		26		2113		113				宮城学院生活協同組合		981-8557		宮城県仙台市青葉区桜ケ丘9-1-1		022-278-1613		022-278-1938		2018-11-01		400		4,000,000				2018-11-01		113-1

		27		2114		114				弘前学院生活協同組合		036-8231		青森県弘前市稔町13-1		0172-38-0933		0172-38-0935		2018-11-01		80		800,000				2018-11-01		114-1

		28		2115		115				大学生活協同組合みやぎインターカレッジコープ		981-0933		宮城県仙台市青葉区柏木1-1-41 大学生協仙台会館		022-717-4747		022-717-4869		2018-11-01		25		250,000				2018-11-01		115-1

		29		2116		116				岩手県立大学生活協同組合		020-0611		岩手県滝沢市巣子152番地52		019-688-9571		019-688-9572		2018-11-01		350		3,500,000				2018-11-01		116-1

				会員CD カイイン		補助CD ホジョ		東京地区 トウキョウ チク				郵便番号		所在地		電話番号		FAX番号		連合加入年月日 レンゴウ カニュウ ネンガッピ		口数 クチ スウ		出資金額 シュッシ キンガク				最終払込日 サイシュウ ハライコミビ		証券番号 ショウケン バンゴウ



		30		3901		201				東京大学消費生活協同組合		113-0033		東京都文京区本郷7-3-1		03-3814-1541		03-3818-3304		1969-12-19		18,718		187,180,000				2011-11-25		201-1

		31		3902		202				早稲田大学生活協同組合		169-0051		東京都新宿区西早稲田1-6-1		03-3207-8611		03-3207-8614		1969-12-19		14,423		144,230,000				2012-01-25		202-1

		32		3903		203				慶應義塾生活協同組合		223-0061		神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1		045-563-8489		045-562-6433		1969-12-19		11,371		113,710,000				2011-11-25		203-1

		33		3904		204				法政大学生活協同組合		102-0071		東京都千代田区富士見2-17-1法政大学内		03-6380-9499		03-5275-6391		1972-01-01		5,218		52,180,000				2007-10-22		204-1

		34		3909		209				生活協同組合東京インターカレッジコープ		150-0001		東京都渋谷区神宮前6－24－4		03-3486-6611		03-3486-6622		1993-12-07		1,098		10,980,000				2016-02-05		209-1

		35		3911		211				東京理科大学消費生活協同組合		162-0825		東京都新宿区神楽坂1-3		03-3267-1001		03-3267-1003		1969-12-19		4,574		45,740,000				2007-11-20		211-1

		36		3912		212				工学院大学学園生活協同組合		192-0015		東京都八王子市中野町2665-1 マチ		042-633-9012		042-624-5387		1976-04-01		1,796		17,960,000				2016-02-19		212-1

		37		3913		213				東京電機大学生活協同組合		120-8551		東京都足立区千住旭町5番　3号館3階		03-3870-8681		03-3870-8682		1980-04-01		1,533		15,330,000				2017-01-12		213-1

		38		3914		214				東京海洋大学生活協同組合		108-8477		東京都港区港南4-5-7		03-3471-7441		03-3471-8086		1978-06-22		820		8,200,000				2016-12-30		214-1

		39		3915		215				千葉商科大学生活協同組合		272-0827		千葉県市川市国府台1-3-1		047-372-0189		047-300-5181		1978-06-22		417		4,170,000				2012-01-25		215-1

		40		3916		216				千葉大学生活協同組合		263-0022		千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33		043-252-1810		043-252-1124		1979-06-01		4,224		42,240,000				2011-11-25		216-1

		41		3917		217				東京農業大学生活協同組合		156-0054		東京都世田谷区桜丘1-1-1		03-3427-5711		03-3427-6683		1990-03-01		3,410		34,100,000				2011-10-11		217-1

		42		3918		218				東邦大学消費生活協同組合		274-0072		千葉県船橋市三山2-2-1		047-470-2090		047-470-2093		1997-09-01		1,025		10,250,000				2011-10-20		218-1

		43		3921		221				東京工業大学生活協同組合		152-8550		東京都目黒区大岡山2-12-1		03-3728-8023		03-3728-1317		1971-04-01		4,141		41,410,000				2012-02-24		221-1

		44		3922		222				明治学院消費生活協同組合		108-0071		東京都港区白金台1-2-37		03-3447-1740		03-3447-2163		1971-04-01		2,101		21,010,000				2011-10-28		222-1

		45		3923		223				首都大学東京生活協同組合		192-0397		東京都八王子市南大沢1-1		042-677-1411		042-677-1419		1971-04-01		2,878		28,780,000				2011-11-15		223-1

		46		3924		224				和光学園生活協同組合		195-0071		東京都町田市金井町2160		044-988-1429		044-988-5685		1977-07-13		554		5,540,000				2011-11-25		224-1

		47		3925		225				桜美林学園消費生活協同組合		194-0294		東京都町田市常盤町3758		042-797-0543		042-798-7088		1977-07-13		1,031		10,310,000				2011-11-25		225-1

		48		3926		226				麻布大学生活協同組合		252-0206		神奈川県相模原市中央区淵野辺1-17-71		042-754-1380		042-753-7179		1978-03-29		609		6,090,000				2011-11-25		226-1

		49		3928		228				宇宙科学研究所生活協同組合		252-5210		神奈川県相模原市中央区由野台3-1-1		042-751-0336		042-751-2289		1988-09-20		509		5,090,000				2011-11-25		228-1

		50		3929		229				横浜国立大学生活協同組合		240-8501		神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台79-10		045-331-5217		045-339-5190		1978-06-30		3,130		31,300,000				2007-11-20		229-1

		51		3930		230				横浜市立大学生活協同組合		236-0027		神奈川県横浜市金沢区瀬戸22-2		045-786-0199		045-783-6624		1978-06-22		1,517		15,170,000				2017-02-10		230-1

		52		3932		232				星薬科大学生活協同組合		142-8501		東京都品川区荏原2-4-41		03-5498-6047		03-5498-5898		2001-02-08		529		5,290,000				2016-02-24		232-1

		53		3933		233				東京工芸大学生活協同組合		243-0297		神奈川県厚木市飯山1583		046-242-8271		046-242-3412		1994-03-24		1,361		13,610,000				2011-11-25		233-1

		54		3934		234				芝浦工業大学消費生活協同組合		135-8548		東京都江東区豊洲3-7-5		03-5859-7910		03-5859-7911		2003-07-01		2,503		25,030,000				2016-11-29		234-1

		55		3935		235				日本赤十字看護大学生活協同組合		150-0012		東京都渋谷区広尾4-1-3		03-5468-5857		03-5468-5887		2005-01-22		253		2,530,000				2011-10-26		235-1

		56		3941		241				お茶の水女子大学消費生活協同組合		112-8610		東京都文京区大塚2-1-1		03-3947-8333		03-3947-9922		1972-01-01		1,028		10,280,000				2016-07-21		241-1

		57		3942		242				東京医科歯科大学生活協同組合		113-8510		東京都文京区湯島1-5-45		03-3818-5231		03-3818-5245		1972-01-01		1,006		10,060,000				2016-01-29		242-1

		58		3943		243				東京外国語大学生活協同組合		183-8534		東京都府中市朝日町3-11-1		042-354-3061		042-354-3065		1972-01-01		1,200		12,000,000				2016-02-19		243-1

		59		3944		244				武蔵学園生活協同組合		176-8534		東京都練馬区豊玉上1-26-1		03-3994-2363		03-3948-5843		1972-01-01		764		7,640,000				2008-10-24		244-1

		60		3945		245				日本女子大学生活協同組合		112-0015		東京都文京区目白台2-8-1		03-3945-3601		03-3942-2339		1978-06-22		1,679		16,790,000				2016-12-22		245-1

		61		3946		246				東洋大学生活協同組合		112-8606		東京都文京区白山5-28-20		03-3943-9603		03-3943-9605		1981-03-01		3,419		34,190,000				2016-01-27		246-1

		62		3947		247				東京芸術大学生活協同組合		110-8714		東京都台東区上野公園12-8		03-3828-5669		03-3828-7291		1988-03-30		356		3,560,000				2011-11-25		247-1

		63		3948		248				大東文化学園生活協同組合		355-0065		埼玉県東松山市岩殿560		0493-35-1521		0493-35-1524		1979-04-01		1,294		12,940,000				2008-10-24		248-1

		64		3949		249				埼玉大学生活協同組合		338-8570		埼玉県さいたま市桜区下大久保255		048-853-1764		048-857-7721		1980-04-01		3,247		32,470,000				2016-12-28		249-1

		65		3950		250				跡見学園女子大学生活協同組合		352-8501		埼玉県新座市中野1-9-6		048-481-0727		048-481-0764		1996-02-09		563		5,630,000				2017-01-06		250-1

		66		3951		251				十文字学園生活協同組合		352-8510		埼玉県新座市菅沢2-1-28		048-489-1277		048-489-1276		1997-07-24		400		4,000,000				2012-01-25		251-1

		67		3952		252				淑徳大学みずほ台生活協同組合		354-0041		埼玉県入間郡三芳町藤久保1150-1		049-259-5151		049-259-1308		1997-07-24		297		2,970,000				2012-01-25		252-1

		68		3955		255				前橋工科大学生活協同組合		371-0816		群馬県前橋市上佐鳥町460番地1		027-287-4611		027-287-4622		2010-01-16		228		2,280,000				2016-02-23		255-1

		69		3960		260				東京工業高等専門学校生活協同組合		193-0942		東京都八王子市椚田町1220番2号		042-669-5016		042-669-5017		2005-01-22		238		2,380,000				2016-02-25		260-1

		70		3961		261				東京経済大学生活協同組合		185-0021		東京都国分寺市南町1-7-34		042-321-0627		042-327-5231		1971-04-01		1,124		11,240,000				2012-01-25		261-1

		71		3962		262				一橋大学消費生活協同組合		186-8601		東京都国立市中2-1		042-572-7818		042-572-7829		1971-04-01		1,971		19,710,000				2011-11-25		262-1

		72		3963		263				東京学芸大学生活協同組合		184-8501		東京都小金井市貫井北町4-1-1		042-324-6225		042-322-3953		1971-04-01		1,949		19,490,000				2016-01-29		263-1

		73		3964		264				電気通信大学生活協同組合		182-8585		東京都調布市調布ヶ丘1-5-1		042-487-2881		042-486-6610		1971-04-01		1,363		13,630,000				2011-11-25		264-1

		74		3965		265				東京農工大学消費生活協同組合		183-0054		東京都府中市幸町3-5-8		042-366-0762		042-352-7222		1971-04-01		1,945		19,450,000				2011-10-24		265-1

		75		3966		266				津田塾大学生活協同組合		187-8577		東京都小平市津田町2-1-1		042-343-7349		042-344-7465		1972-07-01		858		8,580,000				2011-11-15		266-1

		76		3967		267				東京薬科大学生活協同組合		192-0392		東京都八王子市堀之内1432-1 ノ		042-676-6368		0426-76-6166		1976-04-01		1,821		18,210,000				2016-02-25		267-1

		77		3968		268				白梅学園生活協同組合		187-8570		東京都小平市小川町1-830		042-343-1728		042-342-2821		1980-04-01		324		3,240,000				2007-10-22		268-1

		78		3969		269				日本社会事業大学生活協同組合		204-8555		東京都清瀬市竹丘3丁目1番30号		042-492-5506		042-492-5505		1981-03-01		330		3,300,000				2007-11-20		269-1

		79		3970		270				日本獣医生命科学大学生活協同組合		180-0023		東京都武蔵野市境南町1-7-1		0422-31-6252		0422-31-6252		1983-03-01		355		3,550,000				2017-01-24		270-1

		80		3971		271				清泉女学院生活協同組合		381-0085		長野県長野市上野2-120-8		026-295-3460		026-295-3458		2005-09-14		121		1,210,000				2016-02-05		271-1

		81		3972		272				山梨県立大学生活協同組合		400-0035		山梨県甲府市飯田5-11-1		055-236-2177		055-236-2178		2006-12-27		217		2,170,000				2011-10-27		272-1

		82		3973		273				明治薬科大学生活協同組合		204-8588		東京都清瀬市野塩2-522-1		042-495-8446		042-495-8451		1997-10-27		884		8,840,000				2007-12-12		273-1

		83		3974		274				新潟青陵大学・短期大学生活協同組合		951-8121		新潟県新潟市中央区水道町1丁目5939番地27		025-266-0690		025-266-0526		1997-11-25		425		4,250,000				2011-10-31		274-1

		84		3975		275				長野県立大学生活協同組合 タ		380-0803		長野県長野市三輪8-49-7		026-235-3716		026-233-2128		1998-06-01		241		2,410,000				2016-01-29		275-1

		85		3976		276				新潟大学生活協同組合		950-2181		新潟県新潟市西区五十嵐２の町8050		025-262-6204		025-262-6205		1989-03-01		4,351		43,510,000				2011-11-25		276-1

		86		3977		277				信州大学生活協同組合		390-0802		長野県松本市旭3-1-1		0263-37-2982		0263-36-7441		1989-03-01		4,516		45,160,000				2011-11-25		277-1

		87		3978		278				長野大学生活協同組合		386-1214		長野県上田市下之郷乙646		0268-38-7238		0268-38-8294		1989-03-01		293		2,930,000				2016-02-01		278-1

		88		3979		279				山梨大学生活協同組合		400-8510		山梨県甲府市武田4-4-37		055-252-4757		055-252-9593		1989-03-01		991		9,910,000				2011-11-05		279-1

		89		3980		280				群馬大学生活協同組合		371-8510		群馬県前橋市荒牧町4-2		027-232-1599		027-231-9552		1989-03-01		1,837		18,370,000				2016-02-16		280-1

		90		3981		281				足利大学生活協同組合		326-8558		栃木県足利市大前町268-1		0284-62-5882		0284-62-6971		1989-03-01		294		2,940,000				2011-11-25		281-1

		91		3982		282				宇都宮大学消費生活協同組合		321-8505		栃木県宇都宮市峰町350		028-636-1995		028-632-9244		1989-03-01		1,328		13,280,000				2011-11-25		282-1

		92		3983		283				茨城大学生活協同組合		310-8512		茨城県水戸市文京2-1-1		029-225-3384		029-228-2750		1989-03-01		2,475		24,750,000				2011-11-25		283-1

		93		3984		284				高崎経済大学生活協同組合		370-0801		群馬県高崎市上並榎町1300		027-343-2024		027-343-2794		1990-06-01		917		9,170,000				2016-02-17		284-1

		94		3985		285				茨城キリスト教学園生活協同組合		319-1295		茨城県日立市大みか町6-11-1		0294-25-5285		0294-25-5287		1999-08-31		411		4,110,000				2011-11-25		285-1

		95		3986		286				松本大学生活協同組合		390-1295		長野県松本市新村2095-1		0263-48-7280		0263-48-7281		2001-08-23		360		3,600,000				2017-01-13		286-1

		96		3987		287				新潟県立大学生活協同組合		950-8680		新潟県新潟市東区海老ヶ瀬471		025-270-1730		025-270-1730		1996-11-15		220		2,200,000				2012-01-25		287-1

		97		3988		288				長野県看護大学生活協同組合		399-4117		長野県駒ヶ根市赤穂1694番地		0265-81-7095		0265-81-7095		1998-03-10		199		1,990,000				2016-02-18		288-1

		98		3989		289				太田情報・医療・自動車専門学校生活協同組合		373-0812		群馬県太田市東長岡町1361		0276-22-1718		0276-22-1720		1997-02-25		206		2,060,000				2016-02-22		289-1

				会員CD カイイン		補助CD ホジョ		東海地区 トウカイ チク				郵便番号		所在地		電話番号		FAX番号		連合加入年月日 レンゴウ カニュウ ネンガッピ		口数 クチ スウ		出資金額 シュッシ キンガク				最終払込日 サイシュウ ハライコミビ		証券番号 ショウケン バンゴウ



		99		5101		301				静岡大学生活協同組合		422-8017		静岡県静岡市駿河区大谷836		054-237-2712		054-237-3205		2018-11-01		1,625		16,250,000				2018-11-01		301-1

		100		5103		303				愛知大学生活協同組合		441-8522		愛知県豊橋市町畑町1-1　愛知大学内		0532-47-5931		0532-46-6141		2018-11-01		1,451		14,510,000				2018-11-01		303-1

		101		5105		305				名古屋大学消費生活協同組合		464-0814		愛知県名古屋市千種区不老町1		052-781-1111		052-782-1946		2018-11-01		3,951		39,510,000				2018-11-01		305-1

		102		5106		306				愛知教育大学生活協同組合		448-8543		愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢1		0566-36-2404		0566-36-4830		2018-11-01		948		9,480,000				2018-11-01		306-1

		103		5107		307				名古屋工業大学生活協同組合		466-8555		愛知県名古屋市昭和区御器所町		052-731-1600		052-731-8726		2018-11-01		1,600		16,000,000				2018-11-01		307-1

		104		5108		308				名古屋市立大学生活協同組合		467-0802		愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町山の畑1		052-881-5906		052-881-5921		2018-11-01		736		7,360,000				2018-11-01		308-1

		105		5109		309				愛知県公立大学生活協同組合 コウリツ		480-1342		愛知県長久手市茨ヶ廻間1522-3		0561-61-0134		0561-61-1210		2018-11-01		498		4,980,000				2018-11-01		309-1

		106		5110		310				日本福祉大学生活協同組合		470-3296		愛知県知多郡美浜町奥田会下前35-6		0569-87-2301		0569-87-2305		2018-11-01		1,063		10,630,000				2018-11-01		310-1

		107		5112		312				岐阜大学消費生活協同組合		501-1112		岐阜県岐阜市柳戸1-1		058-230-1166		058-230-1167		2018-11-01		1,584		15,840,000				2018-11-01		312-1

		108		5113		313				三重大学生活協同組合		514-8507		三重県津市栗真町屋町1577番地		059-231-1103		059-231-3852		2018-11-01		1,516		15,160,000				2018-11-01		313-1

		109		5114		314				三重短期大学生活協同組合		514-0112		三重県津市一身田中野181-1		059-232-4959		059-231-4113		2018-11-01		113		1,130,000				2018-11-01		314-1

		110		5115		315				中京大学生活協同組合		466-0825		愛知県名古屋市昭和区八事本町101-2		052-831-2460		052-835-3249		2018-11-01		1,962		19,620,000				2018-11-01		315-1

		111		5116		316				名城大学生活協同組合		468-0073		愛知県名古屋市天白区塩釜口1丁目501番地		052-831-4068		052-831-7948		2018-11-01		866		8,660,000				2018-11-01		316-1

		112		5118		318				岐阜市立女子短期大学生活協同組合		501-0102		岐阜県岐阜市一日市場北町7番1号		058-296-3129		058-232-4341		2018-11-01		77		770,000				2018-11-01		318-1

		113		5119		319				自然科学研究機構岡崎生活協同組合		444-8585		愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38		0564-58-9210		0564-58-9219		2018-11-01		101		1,010,000				2018-11-01		319-1

		114		5120		320				金城学院大学生活協同組合		463-8521		愛知県名古屋市守山区大森2丁目1723		052-799-1190		052-799-1196		2018-11-01		580		5,800,000				2018-11-01		320-1

		115		5121		321				三重県立看護大学生活協同組合		514-0116		三重県津市夢が丘1-1-1		059-236-5010		059-236-5012		2018-11-01		64		640,000				2018-11-01		321-1

		117		5123		323				生活協同組合インターカレッジコープ愛知		466-8657		愛知県名古屋市昭和区山手通2-16-1 大学生協東海会館1階		052-839-2898		052-839-2894		2018-11-01		50		500,000				2018-11-01		323-1

		118		5124		324				静岡文化芸術大学生活協同組合		430-8533		静岡県浜松市中区中央二丁目１番１号		053-453-5702		053-415-8266		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		324-1

		119		5125		325				日本赤十字豊田看護大学生活協同組合		471-0056		愛知県豊田市白山町七曲12番33						2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		325-1

				会員CD カイイン		補助CD ホジョ		関西北陸地区 カンサイ ホクリク チク				郵便番号		所在地		電話番号		FAX番号		連合加入年月日 レンゴウ カニュウ ネンガッピ		口数 クチ スウ		出資金額 シュッシ キンガク				最終払込日 サイシュウ ハライコミビ		証券番号 ショウケン バンゴウ



		120		6603		411				大学生活協同組合大阪インターカレッジコープ		532-0004		大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-15 大学生協大阪会館		06-6395-3161		06-7659-9794		2018-11-01		122		1,220,000				2018-11-01		411-1

		121		6611		412				近畿大学生活協同組合		577-0818		大阪府東大阪市小若江3-4-1		06-6725-3311		06-6723-4455		2018-11-01		3,299		32,990,000				2018-11-01		412-1

		122		6613		413				大阪経済大学生活協同組合		533-0011		大阪府大阪市東淀川区大桐3丁目16番10号 大阪経済大学内		06-6379-2230		06-6379-2232		2018-11-01		702		7,020,000				2018-11-01		413-1

		123		6614		414				阪南大学生活協同組合		580-0032		大阪府松原市天美東5-4-33		072-334-2954		072-334-3810		2018-11-01		616		6,160,000				2018-11-01		414-1

		124		6615		415				大阪電気通信大学生活協同組合		572-8530		大阪府寝屋川市初町18-8		072-822-1231		072-820-5662		2018-11-01		1,066		10,660,000				2018-11-01		415-1

		125		6617		416				大阪千代田短期大学生活協同組合		586-0094		大阪府河内長野市小山田町1685番地		0721-54-0652		0721-54-0654		2018-11-01		39		390,000				2018-11-01		416-1

		126		6622		417				千里金蘭大学生活協同組合		565-0873		大阪府吹田市藤白台5-25-1		06-6872-3610		06-6872-3710		2018-11-01		187		1,870,000				2018-11-01		417-1

		127		6621		418				大阪樟蔭女子大学生活協同組合		577-0807		大阪府東大阪市菱屋西4丁目2番地26号		06-6730-6577		06-6724-5264		2018-11-01		352		3,520,000				2018-11-01		418-1

		128		6631		419				大阪府立大学生活協同組合		599-8531		大阪府堺市中区学園町1-1　大阪府立大学内		072-259-4466		072-252-2187		2018-11-01		1,932		19,320,000				2018-11-01		419-1

		129		6632		420				大阪大学生活協同組合		560-0043		大阪府豊中市待兼山町1-9		06-6841-3326		06-6841-9644		2018-11-01		9,786		97,860,000				2018-11-01		420-1

		130		6633		421				大阪教育大学生活協同組合		582-8582		大阪府柏原市旭ヶ丘4-698-1		072-976-3636		072-976-3637		2018-11-01		1,332		13,320,000				2018-11-01		421-1

		131		6634		422				和歌山大学消費生活協同組合		640-8441		和歌山県和歌山市栄谷930		073-452-8497		073-455-6358		2018-11-01		947		9,470,000				2018-11-01		422-1

		132		6636		423				大阪市立大学生活協同組合		558-8585		大阪府大阪市住吉区杉本3-3-138		06-6605-3011		06-6699-1093		2018-11-01		2,756		27,560,000				2018-11-01		423-1

		133		6637		424				和歌山県立医科大学生活協同組合		641-0012		和歌山県和歌山市紀三井寺811-1		073-448-1161		073-448-2413		2018-11-01		443		4,430,000				2018-11-01		424-1

		134		6771		426				神戸大学生活協同組合		657-0013		兵庫県神戸市灘区六甲台町		078-871-3691		078-882-5740		2018-11-01		5,406		54,060,000				2018-11-01		426-1

		135		6772		427				関西学院大学生活協同組合		662-0891		兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155		0798-53-7001		0798-53-5755		2018-11-01		6,569		65,690,000				2018-11-01		427-1

		136		6774		428				神戸市外国語大学消費生活協同組合		651-2187		兵庫県神戸市西区学園東町9-1		078-794-8191		078-797-2464		2018-11-01		779		7,790,000				2018-11-01		428-1

		137		6775		429				甲南大学生活協同組合		658-0072		兵庫県神戸市東灘区岡本9-6-4		078-451-1371		078-451-8647		2018-11-01		2,260		22,600,000				2018-11-01		429-1

		138		6776		430				兵庫県立大学生活協同組合		671-2201		兵庫県姫路市書写2167		079-266-0998		079-266-9699		2018-11-01		2,058		20,580,000				2018-11-01		430-1

		139		6777		431				神戸薬科大学生活協同組合		658-0003		兵庫県神戸市東灘区本山北町4-19-1		078-441-7521		078-453-3568		2018-11-01		623		6,230,000				2018-11-01		431-1

		140		6778		432				神戸親和女子大学生活協同組合		651-1111		兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町7-13-1		078-595-0303		078-595-0565		2018-11-01		233		2,330,000				2018-11-01		432-1

		141		6780		433				園田学園女子大学生活協同組合		661-0012		兵庫県尼崎市南塚口町7丁目29-1		06-6422-5794		06-6422-5889		2018-11-01		488		4,880,000				2018-11-01		433-1

		142		6781		434				大手前大学生活協同組合		662-0961		兵庫県西宮市御茶家所町6番地42号		0798-33-4900		0798-33-4140		2018-11-01		186		1,860,000				2018-11-01		434-1

		143		6782		435				甲南女子大学生活協同組合		658-0001		兵庫県神戸市東灘区森北町6-2-23		078-435-5270		078-435-5271		2018-11-01		621		6,210,000				2018-11-01		435-1

		144		6783		436				神戸市立工業高等専門学校生活協同組合		651-2194		兵庫県神戸市西区学園東町8-3		078-795-4051		078-795-4052		2018-11-01		257		2,570,000				2018-11-01		436-1

		145		6171		438				富山大学生活協同組合		930-0887		富山県富山市五福3190		076-431-4249		076-431-5008		2018-11-01		3,303		33,030,000				2018-11-01		438-1

		146		6172		439				金沢大学生活協同組合		920-1192		石川県金沢市角間町		076-231-2855		076-262-0359		2018-11-01		4,094		40,940,000				2018-11-01		439-1

		147		6173		440				福井大学生活協同組合		910-8525		福井県福井市文京3-9-1		0776-21-2956		0776-21-2990		2018-11-01		1,574		15,740,000				2018-11-01		440-1

		148		6174		441				石川工業高等専門学校生活協同組合		929-0342		石川県河北郡津幡町字北中条夕1		076-288-5638		076-288-6587		2018-11-01		261		2,610,000				2018-11-01		441-1

		149		6175		442				富山県立大学生活協同組合		939-0392		富山県射水市黒河5180		0766-56-8824		0766-56-8827		2018-11-01		459		4,590,000				2018-11-01		442-1

		150		6176		443				富山高等専門学校生活協同組合		933-0293		富山県射水市海老江練合1の2		0766-86-5870		0766-86-5871		2018-11-01		349		3,490,000				2018-11-01		443-1

		151		6501		445				京都大学生活協同組合		606-8316		京都府京都市左京区吉田二本松町　京都大学内		075-753-7640		075-761-0046		2018-11-01		11,982		119,820,000				2018-11-01		445-1

		152		6502		446				同志社生活協同組合		602-0893		京都府京都市上京区烏丸今出川上ル玄武町601		075-251-4421		075-256-1631		2018-11-01		10,159		101,590,000				2018-11-01		446-1

		153		6503		447				立命館生活協同組合		603-8577		京都府京都市北区等持院北町56-1		075-465-8280		075-463-1393		2018-11-01		11,934		119,340,000				2018-11-01		447-1

		154		6504		448				京都府立医科大学・京都府立大学生活協同組合 ガク キョウト ガク		602-0841		京都府京都市上京区河原町広小路梶井町465		075-251-5952		075-213-3591		2018-11-01		1,679		16,790,000				2018-11-01		448-1

		155		6505		449				龍谷大学生活協同組合		612-0021		京都府京都市伏見区深草塚本町67 龍谷大学2号館内		075-642-0213		075-643-7774		2018-11-01		4,394		43,940,000				2018-11-01		449-1

		156		6506		450				京都教育大学生活協同組合		612-0863		京都府京都市伏見区深草藤森町1		075-644-8355		075-643-3313		2018-11-01		478		4,780,000				2018-11-01		450-1

		157		6507		451				京都工芸繊維大学生活協同組合		606-0962		京都府京都市左京区松ケ崎御所海道町		075-781-5359		075-702-3347		2018-11-01		1,213		12,130,000				2018-11-01		451-1

		158		6509		452				京都橘学園生活協同組合		607-8175		京都府京都市山科区大宅山田町34		075-571-7505		075-571-8641		2018-11-01		1,297		12,970,000				2018-11-01		452-1

		159		6890		453				京都経済短期大学生活協同組合		610-1111		京都府京都市西京区大枝東長町3-1		075-331-3348		075-331-3354		2018-11-01		55		550,000				2018-11-01		453-1

		160		6577		454				奈良女子大学生活協同組合		630-8263		奈良県奈良市北魚屋西町		0742-23-5016		0742-26-2038		2018-11-01		878		8,780,000				2018-11-01		454-1

		161		6578		455				奈良教育大学生活協同組合		630-8528		奈良県奈良市高畑町		0742-26-1406		0742-26-1405		2018-11-01		350		3,500,000				2018-11-01		455-1

		162		6887		456				奈良県立大学生活協同組合		630-8258		奈良県奈良市船橋町10番地		0742-24-3303		0742-24-3303		2018-11-01		118		1,180,000				2018-11-01		456-1

		163		6889		457				奈良工業高等専門学校生活協同組合		639-1058		奈良県大和郡山市矢田町22番地		0743-55-2466		0743-55-2466		2018-11-01		227		2,270,000				2018-11-01		457-1

		164		6574		458				滋賀県立大学生活協同組合		522-8533		滋賀県彦根市八坂町2500		0749-25-4830		0749-25-4839		2018-11-01		852		8,520,000				2018-11-01		458-1

		165		6576		459				滋賀大学彦根地区生活協同組合		522-8522		滋賀県彦根市馬場1-1-1		0749-24-3256		0749-26-3012		2018-11-01		625		6,250,000				2018-11-01		459-1

		166		6575		460				滋賀大学大津地区生活協同組合		520-0862		滋賀県大津市平津2-5-1		077-537-0024		077-531-2060		2018-11-01		258		2,580,000				2018-11-01		460-1

		167		6580		461				滋賀医科大学生活協同組合		520-2192		滋賀県大津市瀬田月輪町滋賀医科大学福利棟内		077-548-2091		077-547-3151		2018-11-01		426		4,260,000				2018-11-01		461-1

								九州地区 キュウシュウ チク



		168		9101		601				生活協同組合福岡インターカレッジコープ		812-0044		福岡県福岡市博多区千代2-21-1　公団ビル1階		092-631-5140		092-651-1708		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		601-1

		169		9172		672				福岡教育大学生活協同組合		811-4192		福岡県宗像市赤間文教町1番1号		0940-32-0024		0940-35-0490		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		672-1

		170		9173		673				九州工業大学生活協同組合		804-8550		福岡県北九州市戸畑区仙水町1-1		093-883-0498		093-873-1370		2018-11-01		740		7,400,000				2018-11-01		673-1

		171		9174		674				北九州市立大学生活協同組合		802-0841		福岡県北九州市小倉南区北方4-2-1		093-961-4430		093-961-5944		2018-11-01		540		5,400,000				2018-11-01		674-1

		172		9175		675				佐賀大学生活協同組合		840-0027		佐賀県佐賀市本庄町本庄1　かささぎホール2F		0952-25-4450		0952-25-4287		2018-11-01		730		7,300,000				2018-11-01		675-1

		173		9176		676				宮崎大学生活協同組合		889-2155		宮崎県宮崎市学園木花台西1-1		0985-58-0612		0985-55-3020		2018-11-01		600		6,000,000				2018-11-01		676-1

		174		9177		677				鹿児島大学生活協同組合		890-0065		鹿児島県鹿児島市郡元1-21-24		099-255-0131		099-286-0095		2018-11-01		2,110		21,100,000				2018-11-01		677-1

		175		9178		678				琉球大学生活協同組合		903-0129		沖縄県中頭郡西原町字千原1番地		098-895-2620		098-895-4041		2018-11-01		900		9,000,000				2018-11-01		678-1

		176		9181		681				鹿児島県立短期大学生活協同組合		890-0005		鹿児島県鹿児島市下伊敷1-52-1		099-229-0172		099-220-2602		2018-11-01		70		700,000				2018-11-01		681-1

		177		9182		682				沖縄大学生活協同組合		902-0075		沖縄県那覇市国場555		098-855-9806		098-855-9815		2018-11-01		80		800,000				2018-11-01		682-1

		178		9183		683				福岡女子大学生活協同組合		813-0003		福岡県福岡市東区香住ヶ丘1-1-1		092-661-7736		092-673-0789		2018-11-01		70		700,000				2018-11-01		683-1

		179		9184		684				九州大学生活協同組合		819-0385		福岡県福岡市西区元岡744　ウエスト５号館 ニシク モトオカ ゴウカン		092-834-2135		092-834-2778		2018-11-01		2,510		25,100,000				2018-11-01		684-1

		191		9185		685				西南学院大学生活協同組合		814-0002		福岡県福岡市早良区西新7-4-63		092-285-6051		092-822-5429		2018-11-01		550		5,500,000				2018-11-01		685-1

		181		9186		686				長崎県立大学佐世保校生活協同組合		858-0914		長崎県佐世保市川下町123		0956-48-3732		0956-48-3722		2018-11-01		190		1,900,000				2018-11-01		686-1

		182		9187		687				長崎大学生活協同組合		852-8131		長崎県長崎市文教町1-14		095-845-5887		095-845-5819		2018-11-01		1,150		11,500,000				2018-11-01		687-1

		183		9188		688				熊本大学生活協同組合		860-0862		熊本県熊本市中央区黒髪2-40-1		096-343-4422		096-343-4897		2018-11-01		1,010		10,100,000				2018-11-01		688-1

		184		9189		689				大分大学生活協同組合		870-1192		大分県大分市旦野原700番地		097-569-0016		097-569-2340		2018-11-01		600		6,000,000				2018-11-01		689-1

		185		9190		690				福岡県立大学生活協同組合		825-8585		福岡県田川市伊田4395		0947-44-3399		0947-44-4003		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		690-1

		186		9191		691				純心大学生活協同組合		852-8142		長崎県長崎市三ツ山町235		095-842-1015		095-842-0551		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		691-1

		187		9193		693				南九州学園生活協同組合		880-0032		宮崎県宮崎市霧島5-1-2		0985-35-0456		0985-32-0222		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		693-1

		188		9195		695				九州国際大学生活協同組合		805-0062		福岡県北九州市八幡東区平野1丁目6-1		093-663-5385		093-663-5386		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		695-1

		189		9196		696				長崎県立大学シーボルト校生活協同組合		851-2130		長崎県西彼杵郡長与町まなび野1-1-1		095-887-5552		095-887-4681		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		696-1

		190		9198		698				生活協同組合熊本インターカレッジコープアカデミア		860-0862		熊本県熊本市中央区黒髪6-8-41		096-343-6515		096-343-6540		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		698-1

		180		9199		699				西南女学院大学生活協同組合		803-0835		福岡県北九州市小倉北区井堀1-3-5		093-563-2232		093-592-0121		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		699-1
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議案書用 (游) (3)

																												2019年2月28日現在 ネン ガツ ニチ ゲンザイ

										2019年12月現在

				会員CD カイイン		補助CD ホジョ		北海道地区 ホッカイドウ チク				郵便番号		所在地		電話番号		FAX番号		連合加入年月日 レンゴウ カニュウ ネンガッピ		口数 クチ スウ		出資金額 シュッシ キンガク				最終払込日 サイシュウ ハライコミビ		証券番号 ショウケン バンゴウ

		1		1101		001				北海道大学生活協同組合		060-0808		北海道札幌市北区北8条西7丁目		011-746-6218		011-746-2341		2018-11-01		3,900		39,000,000				2018-11-01		001-1

		2		1102		002				北海学園生活協同組合		062-0911		北海道札幌市豊平区旭町4-1-40		011-831-8195		011-815-4335		2018-11-01		900		9,000,000				2018-11-01		002-1

		3		1103		003				酪農学園生活協同組合		069-0836		北海道江別市文京台緑町569-47		011-386-7281		011-386-7298		2018-11-01		700		7,000,000				2018-11-01		003-1

		4		1104		004				札幌学院大学生活協同組合		069-0833		北海道江別市文京台11番地		011-386-2970		011-387-1784		2018-11-01		500		5,000,000				2018-11-01		004-1

		5		1105		005				北星学園生活協同組合		004-0042		北海道札幌市厚別区大谷地西2-3-1		011-891-2313		011-891-2349		2018-11-01		500		5,000,000				2018-11-01		005-1

		6		1106		006				北海道教育大学生活協同組合		002-8075		北海道札幌市北区あいの里5条3丁目1番		011-778-8861		011-778-8862		2018-11-01		800		8,000,000				2018-11-01		006-1

		7		1173		073				札幌大学生活協同組合		062-0033		北海道札幌市豊平区西岡3条7丁目3-1		011-852-1528		011-852-1540		2018-11-01		200		2,000,000				2018-11-01		073-1

		8		1174		074				小樽商科大学生活協同組合		047-8503		北海道小樽市緑3丁目5番21号		0134-23-2298		0134-25-5985		2018-11-01		200		2,000,000				2018-11-01		074-1

		9		1175		075				室蘭工業大学生活協同組合		050-0071		北海道室蘭市水元町36-8		0143-44-2994		0143-45-2757		2018-11-01		1,000		10,000,000				2018-11-01		075-1

		10		1176		076				帯広畜産大学生活協同組合		080-0834		北海道帯広市稲田西２線11番地		0155-48-2284		0155-48-2733		2018-11-01		400		4,000,000				2018-11-01		076-1

		11		1177		077				北見工業大学生活協同組合		090-0015		北海道北見市公園町165		0157-24-5581		0157-24-6968		2018-11-01		400		4,000,000				2018-11-01		077-1

		12		1179		079				釧路公立大学生活協同組合		085-8585		北海道釧路市芦野4丁目1番1号		0154-37-4155		0154-37-4277		2018-11-01		100		1,000,000				2018-11-01		079-1

		13		1180		080				公立はこだて未来大学生活協同組合		041-0803		北海道函館市亀田中野町116番地2		0138-83-6061		0138-83-6065		2018-11-01		100		1,000,000				2018-11-01		080-1

				会員CD カイイン		補助CD ホジョ		東北地区 トウホク チク				郵便番号		所在地		電話番号		FAX番号		連合加入年月日 レンゴウ カニュウ ネンガッピ		口数 クチ スウ		出資金額 シュッシ キンガク				最終払込日 サイシュウ ハライコミビ		証券番号 ショウケン バンゴウ

		14		2101		101				弘前大学生活協同組合		036-8224		青森県弘前市文京町1		0172-34-4806		0172-36-6965		2018-11-01		2,094		20,940,000				2018-11-01		101-1

		15		2102		102				岩手大学生活協同組合		020-0066		岩手県盛岡市上田3-18-34		019-652-3533		019-624-5750		2018-11-01		1,330		13,300,000				2018-11-01		102-1

		16		2103		103				盛岡大学生活協同組合		020-0605		岩手県滝沢市砂込808		019-688-5565		019-688-5877		2018-11-01		223		2,230,000				2018-11-01		103-1

		17		2104		104				秋田大学生活協同組合		010-0854		秋田県秋田市手形山崎町12-14		018-832-7141		018-832-1105		2018-11-01		1,155		11,550,000				2018-11-01		104-1

		18		2105		105				東北大学生活協同組合		980-0845 		宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468-1 東北大学青葉山みどり厚生会館内2階		022-262-8023		022-262-9889		2018-11-01		6,556		65,560,000				2018-11-01		105-1

		19		2106		106				東北学院大学生活協同組合		980-8511		宮城県仙台市青葉区土樋1-3-1		022-264-6331		022-213-5412		2018-11-01		1,414		14,140,000				2018-11-01		106-1

		20		2107		107				東北工業大学生活協同組合		982-0846		宮城県仙台市太白区二ツ沢6番		022-246-3317		022-246-2346		2018-11-01		293		2,930,000				2018-11-01		107-1

		21		2108		108				宮城教育大学生活協同組合		980-0845		宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉149		022-265-7266		022-265-7268		2018-11-01		342		3,420,000				2018-11-01		108-1

		22		2109		109				宮城大学生活協同組合		981-3271		宮城県黒川郡大和町学苑1番		022-772-1766		022-772-1733		2018-11-01		69		690,000				2018-11-01		109-1

		23		2110		110				尚絅学院大学生活協同組合		981-1245		宮城県名取市ゆりが丘4丁目10-1		022-386-2608		022-381-2633		2018-11-01		137		1,370,000				2018-11-01		110-1

		24		2111		111				山形大学生活協同組合		990-0021		山形県山形市小白川町1-4-12		023-632-3533		023-641-5680		2018-11-01		2,230		22,300,000				2018-11-01		111-1

		25		2112		112				福島大学生活協同組合		960-1296		福島県福島市金谷川1番地		024-548-5141		024-548-3477		2018-11-01		864		8,640,000				2018-11-01		112-1

		26		2113		113				宮城学院生活協同組合		981-8557		宮城県仙台市青葉区桜ケ丘9-1-1		022-278-1613		022-278-1938		2018-11-01		400		4,000,000				2018-11-01		113-1

		27		2114		114				弘前学院生活協同組合		036-8231		青森県弘前市稔町13-1		0172-38-0933		0172-38-0935		2018-11-01		80		800,000				2018-11-01		114-1

		28		2115		115				大学生活協同組合みやぎインターカレッジコープ		981-0933		宮城県仙台市青葉区柏木1-1-41 大学生協仙台会館		022-717-4747		022-717-4869		2018-11-01		25		250,000				2018-11-01		115-1

		29		2116		116				岩手県立大学生活協同組合		020-0611		岩手県滝沢市巣子152番地52		019-688-9571		019-688-9572		2018-11-01		350		3,500,000				2018-11-01		116-1

				会員CD カイイン		補助CD ホジョ		東京地区 トウキョウ チク				郵便番号		所在地		電話番号		FAX番号		連合加入年月日 レンゴウ カニュウ ネンガッピ		口数 クチ スウ		出資金額 シュッシ キンガク				最終払込日 サイシュウ ハライコミビ		証券番号 ショウケン バンゴウ

		30		3901		201				東京大学消費生活協同組合		113-0033		東京都文京区本郷7-3-1		03-3814-1541		03-3818-3304		1969-12-19		18,718		187,180,000				2011-11-25		201-1

		31		3902		202				早稲田大学生活協同組合		169-0051		東京都新宿区西早稲田1-6-1		03-3207-8611		03-3207-8614		1969-12-19		14,423		144,230,000				2012-01-25		202-1

		32		3903		203				慶應義塾生活協同組合		223-0061		神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1		045-563-8489		045-562-6433		1969-12-19		11,371		113,710,000				2011-11-25		203-1

		33		3904		204				法政大学生活協同組合		102-0071		東京都千代田区富士見2-17-1法政大学内		03-6380-9499		03-5275-6391		1972-01-01		5,218		52,180,000				2007-10-22		204-1

		34		3909		209				生活協同組合東京インターカレッジコープ		150-0001		東京都渋谷区神宮前6－24－4		03-3486-6611		03-3486-6622		1993-12-07		1,098		10,980,000				2016-02-05		209-1

		35		3911		211				東京理科大学消費生活協同組合		162-0825		東京都新宿区神楽坂1-3		03-3267-1001		03-3267-1003		1969-12-19		4,574		45,740,000				2007-11-20		211-1

		36		3912		212				工学院大学学園生活協同組合		192-0015		東京都八王子市中野町2665-1 マチ		042-633-9012		042-624-5387		1976-04-01		1,796		17,960,000				2016-02-19		212-1

		37		3913		213				東京電機大学生活協同組合		120-8551		東京都足立区千住旭町5番　3号館3階		03-3870-8681		03-3870-8682		1980-04-01		1,533		15,330,000				2017-01-12		213-1

		38		3914		214				東京海洋大学生活協同組合		108-8477		東京都港区港南4-5-7		03-3471-7441		03-3471-8086		1978-06-22		820		8,200,000				2016-12-30		214-1

		39		3915		215				千葉商科大学生活協同組合		272-0827		千葉県市川市国府台1-3-1		047-372-0189		047-300-5181		1978-06-22		417		4,170,000				2012-01-25		215-1

		40		3916		216				千葉大学生活協同組合		263-0022		千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33		043-252-1810		043-252-1124		1979-06-01		4,224		42,240,000				2011-11-25		216-1

		41		3917		217				東京農業大学生活協同組合		156-0054		東京都世田谷区桜丘1-1-1		03-3427-5711		03-3427-6683		1990-03-01		3,410		34,100,000				2011-10-11		217-1

		42		3918		218				東邦大学消費生活協同組合		274-0072		千葉県船橋市三山2-2-1		047-470-2090		047-470-2093		1997-09-01		1,025		10,250,000				2011-10-20		218-1

		43		3921		221				東京工業大学生活協同組合		152-8550		東京都目黒区大岡山2-12-1		03-3728-8023		03-3728-1317		1971-04-01		4,141		41,410,000				2012-02-24		221-1

		44		3922		222				明治学院消費生活協同組合		108-0071		東京都港区白金台1-2-37		03-3447-1740		03-3447-2163		1971-04-01		2,101		21,010,000				2011-10-28		222-1

		45		3923		223				首都大学東京生活協同組合		192-0397		東京都八王子市南大沢1-1		042-677-1411		042-677-1419		1971-04-01		2,878		28,780,000				2011-11-15		223-1

		46		3924		224				和光学園生活協同組合		195-0071		東京都町田市金井町2160		044-988-1429		044-988-5685		1977-07-13		554		5,540,000				2011-11-25		224-1

		47		3925		225				桜美林学園消費生活協同組合		194-0294		東京都町田市常盤町3758		042-797-0543		042-798-7088		1977-07-13		1,031		10,310,000				2011-11-25		225-1

		48		3926		226				麻布大学生活協同組合		252-0206		神奈川県相模原市中央区淵野辺1-17-71		042-754-1380		042-753-7179		1978-03-29		609		6,090,000				2011-11-25		226-1

		49		3928		228				宇宙科学研究所生活協同組合		252-5210		神奈川県相模原市中央区由野台3-1-1		042-751-0336		042-751-2289		1988-09-20		509		5,090,000				2011-11-25		228-1

		50		3929		229				横浜国立大学生活協同組合		240-8501		神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台79-10		045-331-5217		045-339-5190		1978-06-30		3,130		31,300,000				2007-11-20		229-1

		51		3930		230				横浜市立大学生活協同組合		236-0027		神奈川県横浜市金沢区瀬戸22-2		045-786-0199		045-783-6624		1978-06-22		1,517		15,170,000				2017-02-10		230-1

		52		3932		232				星薬科大学生活協同組合		142-8501		東京都品川区荏原2-4-41		03-5498-6047		03-5498-5898		2001-02-08		529		5,290,000				2016-02-24		232-1

		53		3933		233				東京工芸大学生活協同組合		243-0297		神奈川県厚木市飯山1583		046-242-8271		046-242-3412		1994-03-24		1,361		13,610,000				2011-11-25		233-1

		54		3934		234				芝浦工業大学消費生活協同組合		135-8548		東京都江東区豊洲3-7-5		03-5859-7910		03-5859-7911		2003-07-01		2,503		25,030,000				2016-11-29		234-1

		55		3935		235				日本赤十字看護大学生活協同組合		150-0012		東京都渋谷区広尾4-1-3		03-5468-5857		03-5468-5887		2005-01-22		253		2,530,000				2011-10-26		235-1

		56		3941		241				お茶の水女子大学消費生活協同組合		112-8610		東京都文京区大塚2-1-1		03-3947-8333		03-3947-9922		1972-01-01		1,028		10,280,000				2016-07-21		241-1

		57		3942		242				東京医科歯科大学生活協同組合		113-8510		東京都文京区湯島1-5-45		03-3818-5231		03-3818-5245		1972-01-01		1,006		10,060,000				2016-01-29		242-1

		58		3943		243				東京外国語大学生活協同組合		183-8534		東京都府中市朝日町3-11-1		042-354-3061		042-354-3065		1972-01-01		1,200		12,000,000				2016-02-19		243-1

		59		3944		244				武蔵学園生活協同組合		176-8534		東京都練馬区豊玉上1-26-1		03-3994-2363		03-3948-5843		1972-01-01		764		7,640,000				2008-10-24		244-1

		60		3945		245				日本女子大学生活協同組合		112-0015		東京都文京区目白台2-8-1		03-3945-3601		03-3942-2339		1978-06-22		1,679		16,790,000				2016-12-22		245-1

		61		3946		246				東洋大学生活協同組合		112-8606		東京都文京区白山5-28-20		03-3943-9603		03-3943-9605		1981-03-01		3,419		34,190,000				2016-01-27		246-1

		62		3947		247				東京芸術大学生活協同組合		110-8714		東京都台東区上野公園12-8		03-3828-5669		03-3828-7291		1988-03-30		356		3,560,000				2011-11-25		247-1

		63		3948		248				大東文化学園生活協同組合		355-0065		埼玉県東松山市岩殿560		0493-35-1521		0493-35-1524		1979-04-01		1,294		12,940,000				2008-10-24		248-1

		64		3949		249				埼玉大学生活協同組合		338-8570		埼玉県さいたま市桜区下大久保255		048-853-1764		048-857-7721		1980-04-01		3,247		32,470,000				2016-12-28		249-1

		65		3950		250				跡見学園女子大学生活協同組合		352-8501		埼玉県新座市中野1-9-6		048-481-0727		048-481-0764		1996-02-09		563		5,630,000				2017-01-06		250-1

		66		3951		251				十文字学園生活協同組合		352-8510		埼玉県新座市菅沢2-1-28		048-489-1277		048-489-1276		1997-07-24		400		4,000,000				2012-01-25		251-1

		67		3952		252				淑徳大学みずほ台生活協同組合		354-0041		埼玉県入間郡三芳町藤久保1150-1		049-259-5151		049-259-1308		1997-07-24		297		2,970,000				2012-01-25		252-1

		68		3955		255				前橋工科大学生活協同組合		371-0816		群馬県前橋市上佐鳥町460番地1		027-287-4611		027-287-4622		2010-01-16		228		2,280,000				2016-02-23		255-1

		69		3960		260				東京工業高等専門学校生活協同組合		193-0942		東京都八王子市椚田町1220番2号		042-669-5016		042-669-5017		2005-01-22		238		2,380,000				2016-02-25		260-1

		70		3961		261				東京経済大学生活協同組合		185-0021		東京都国分寺市南町1-7-34		042-321-0627		042-327-5231		1971-04-01		1,124		11,240,000				2012-01-25		261-1

		71		3962		262				一橋大学消費生活協同組合		186-8601		東京都国立市中2-1		042-572-7818		042-572-7829		1971-04-01		1,971		19,710,000				2011-11-25		262-1

		72		3963		263				東京学芸大学生活協同組合		184-8501		東京都小金井市貫井北町4-1-1		042-324-6225		042-322-3953		1971-04-01		1,949		19,490,000				2016-01-29		263-1

		73		3964		264				電気通信大学生活協同組合		182-8585		東京都調布市調布ヶ丘1-5-1		042-487-2881		042-486-6610		1971-04-01		1,363		13,630,000				2011-11-25		264-1

		74		3965		265				東京農工大学消費生活協同組合		183-0054		東京都府中市幸町3-5-8		042-366-0762		042-352-7222		1971-04-01		1,945		19,450,000				2011-10-24		265-1

		75		3966		266				津田塾大学生活協同組合		187-8577		東京都小平市津田町2-1-1		042-343-7349		042-344-7465		1972-07-01		858		8,580,000				2011-11-15		266-1

		76		3967		267				東京薬科大学生活協同組合		192-0392		東京都八王子市堀之内1432-1 ノ		042-676-6368		0426-76-6166		1976-04-01		1,821		18,210,000				2016-02-25		267-1

		77		3968		268				白梅学園生活協同組合		187-8570		東京都小平市小川町1-830		042-343-1728		042-342-2821		1980-04-01		324		3,240,000				2007-10-22		268-1

		78		3969		269				日本社会事業大学生活協同組合		204-8555		東京都清瀬市竹丘3丁目1番30号		042-492-5506		042-492-5505		1981-03-01		330		3,300,000				2007-11-20		269-1

		79		3970		270				日本獣医生命科学大学生活協同組合		180-0023		東京都武蔵野市境南町1-7-1		0422-31-6252		0422-31-6252		1983-03-01		355		3,550,000				2017-01-24		270-1

		80		3971		271				清泉女学院生活協同組合		381-0085		長野県長野市上野2-120-8		026-295-3460		026-295-3458		2005-09-14		121		1,210,000				2016-02-05		271-1

		81		3972		272				山梨県立大学生活協同組合		400-0035		山梨県甲府市飯田5-11-1		055-236-2177		055-236-2178		2006-12-27		217		2,170,000				2011-10-27		272-1

		82		3973		273				明治薬科大学生活協同組合		204-8588		東京都清瀬市野塩2-522-1		042-495-8446		042-495-8451		1997-10-27		884		8,840,000				2007-12-12		273-1

		83		3974		274				新潟青陵大学・短期大学生活協同組合		951-8121		新潟県新潟市中央区水道町1丁目5939番地27		025-266-0690		025-266-0526		1997-11-25		425		4,250,000				2011-10-31		274-1

		84		3975		275				長野県立大学生活協同組合 タ		380-0803		長野県長野市三輪8-49-7		026-235-3716		026-233-2128		1998-06-01		241		2,410,000				2016-01-29		275-1

		85		3976		276				新潟大学生活協同組合		950-2181		新潟県新潟市西区五十嵐２の町8050		025-262-6204		025-262-6205		1989-03-01		4,351		43,510,000				2011-11-25		276-1

		86		3977		277				信州大学生活協同組合		390-0802		長野県松本市旭3-1-1		0263-37-2982		0263-36-7441		1989-03-01		4,516		45,160,000				2011-11-25		277-1

		87		3978		278				長野大学生活協同組合		386-1214		長野県上田市下之郷乙646		0268-38-7238		0268-38-8294		1989-03-01		293		2,930,000				2016-02-01		278-1

		88		3979		279				山梨大学生活協同組合		400-8510		山梨県甲府市武田4-4-37		055-252-4757		055-252-9593		1989-03-01		991		9,910,000				2011-11-05		279-1

		89		3980		280				群馬大学生活協同組合		371-8510		群馬県前橋市荒牧町4-2		027-232-1599		027-231-9552		1989-03-01		1,837		18,370,000				2016-02-16		280-1

		90		3981		281				足利大学生活協同組合		326-8558		栃木県足利市大前町268-1		0284-62-5882		0284-62-6971		1989-03-01		294		2,940,000				2011-11-25		281-1

		91		3982		282				宇都宮大学消費生活協同組合		321-8505		栃木県宇都宮市峰町350		028-636-1995		028-632-9244		1989-03-01		1,328		13,280,000				2011-11-25		282-1

		92		3983		283				茨城大学生活協同組合		310-8512		茨城県水戸市文京2-1-1		029-225-3384		029-228-2750		1989-03-01		2,475		24,750,000				2011-11-25		283-1

		93		3984		284				高崎経済大学生活協同組合		370-0801		群馬県高崎市上並榎町1300		027-343-2024		027-343-2794		1990-06-01		917		9,170,000				2016-02-17		284-1

		94		3985		285				茨城キリスト教学園生活協同組合		319-1295		茨城県日立市大みか町6-11-1		0294-25-5285		0294-25-5287		1999-08-31		411		4,110,000				2011-11-25		285-1

		95		3986		286				松本大学生活協同組合		390-1295		長野県松本市新村2095-1		0263-48-7280		0263-48-7281		2001-08-23		360		3,600,000				2017-01-13		286-1

		96		3987		287				新潟県立大学生活協同組合		950-8680		新潟県新潟市東区海老ヶ瀬471		025-270-1730		025-270-1730		1996-11-15		220		2,200,000				2012-01-25		287-1

		97		3988		288				長野県看護大学生活協同組合		399-4117		長野県駒ヶ根市赤穂1694番地		0265-81-7095		0265-81-7095		1998-03-10		199		1,990,000				2016-02-18		288-1

		98		3989		289				太田情報・医療・自動車専門学校生活協同組合		373-0812		群馬県太田市東長岡町1361		0276-22-1718		0276-22-1720		1997-02-25		206		2,060,000				2016-02-22		289-1
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		99		5101		301				静岡大学生活協同組合		422-8017		静岡県静岡市駿河区大谷836		054-237-2712		054-237-3205		2018-11-01		1,625		16,250,000				2018-11-01		301-1

		100		5103		303				愛知大学生活協同組合		441-8522		愛知県豊橋市町畑町1-1　愛知大学内		0532-47-5931		0532-46-6141		2018-11-01		1,451		14,510,000				2018-11-01		303-1

		101		5105		305				名古屋大学消費生活協同組合		464-0814		愛知県名古屋市千種区不老町1		052-781-1111		052-782-1946		2018-11-01		3,951		39,510,000				2018-11-01		305-1

		102		5106		306				愛知教育大学生活協同組合		448-8543		愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢1		0566-36-2404		0566-36-4830		2018-11-01		948		9,480,000				2018-11-01		306-1

		103		5107		307				名古屋工業大学生活協同組合		466-8555		愛知県名古屋市昭和区御器所町		052-731-1600		052-731-8726		2018-11-01		1,600		16,000,000				2018-11-01		307-1

		104		5108		308				名古屋市立大学生活協同組合		467-0802		愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町山の畑1		052-881-5906		052-881-5921		2018-11-01		736		7,360,000				2018-11-01		308-1

		105		5109		309				愛知県公立大学生活協同組合 コウリツ		480-1342		愛知県長久手市茨ヶ廻間1522-3		0561-61-0134		0561-61-1210		2018-11-01		498		4,980,000				2018-11-01		309-1

		106		5110		310				日本福祉大学生活協同組合		470-3296		愛知県知多郡美浜町奥田会下前35-6		0569-87-2301		0569-87-2305		2018-11-01		1,063		10,630,000				2018-11-01		310-1

		107		5112		312				岐阜大学消費生活協同組合		501-1112		岐阜県岐阜市柳戸1-1		058-230-1166		058-230-1167		2018-11-01		1,584		15,840,000				2018-11-01		312-1

		108		5113		313				三重大学生活協同組合		514-8507		三重県津市栗真町屋町1577番地		059-231-1103		059-231-3852		2018-11-01		1,516		15,160,000				2018-11-01		313-1

		109		5114		314				三重短期大学生活協同組合		514-0112		三重県津市一身田中野181-1		059-232-4959		059-231-4113		2018-11-01		113		1,130,000				2018-11-01		314-1

		110		5115		315				中京大学生活協同組合		466-0825		愛知県名古屋市昭和区八事本町101-2		052-831-2460		052-835-3249		2018-11-01		1,962		19,620,000				2018-11-01		315-1

		111		5116		316				名城大学生活協同組合		468-0073		愛知県名古屋市天白区塩釜口1丁目501番地		052-831-4068		052-831-7948		2018-11-01		866		8,660,000				2018-11-01		316-1

		112		5118		318				岐阜市立女子短期大学生活協同組合		501-0102		岐阜県岐阜市一日市場北町7番1号		058-296-3129		058-232-4341		2018-11-01		77		770,000				2018-11-01		318-1

		113		5119		319				自然科学研究機構岡崎生活協同組合		444-8585		愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38		0564-58-9210		0564-58-9219		2018-11-01		101		1,010,000				2018-11-01		319-1

		114		5120		320				金城学院大学生活協同組合		463-8521		愛知県名古屋市守山区大森2丁目1723		052-799-1190		052-799-1196		2018-11-01		580		5,800,000				2018-11-01		320-1

		115		5121		321				三重県立看護大学生活協同組合		514-0116		三重県津市夢が丘1-1-1		059-236-5010		059-236-5012		2018-11-01		64		640,000				2018-11-01		321-1

		117		5123		323				生活協同組合インターカレッジコープ愛知		466-8657		愛知県名古屋市昭和区山手通2-16-1 大学生協東海会館1階		052-839-2898		052-839-2894		2018-11-01		50		500,000				2018-11-01		323-1

		118		5124		324				静岡文化芸術大学生活協同組合		430-8533		静岡県浜松市中区中央二丁目１番１号		053-453-5702		053-415-8266		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		324-1

		119		5125		325				日本赤十字豊田看護大学生活協同組合		471-0056		愛知県豊田市白山町七曲12番33						2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		325-1
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		120		6603		411				大学生活協同組合大阪インターカレッジコープ		532-0004		大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-15 大学生協大阪会館		06-6395-3161		06-7659-9794		2018-11-01		122		1,220,000				2018-11-01		411-1

		121		6611		412				近畿大学生活協同組合		577-0818		大阪府東大阪市小若江3-4-1		06-6725-3311		06-6723-4455		2018-11-01		3,299		32,990,000				2018-11-01		412-1

		122		6613		413				大阪経済大学生活協同組合		533-0011		大阪府大阪市東淀川区大桐3丁目16番10号 大阪経済大学内		06-6379-2230		06-6379-2232		2018-11-01		702		7,020,000				2018-11-01		413-1

		123		6614		414				阪南大学生活協同組合		580-0032		大阪府松原市天美東5-4-33		072-334-2954		072-334-3810		2018-11-01		616		6,160,000				2018-11-01		414-1

		124		6615		415				大阪電気通信大学生活協同組合		572-8530		大阪府寝屋川市初町18-8		072-822-1231		072-820-5662		2018-11-01		1,066		10,660,000				2018-11-01		415-1

		125		6617		416				大阪千代田短期大学生活協同組合		586-0094		大阪府河内長野市小山田町1685番地		0721-54-0652		0721-54-0654		2018-11-01		39		390,000				2018-11-01		416-1

		126		6622		417				千里金蘭大学生活協同組合		565-0873		大阪府吹田市藤白台5-25-1		06-6872-3610		06-6872-3710		2018-11-01		187		1,870,000				2018-11-01		417-1

		127		6621		418				大阪樟蔭女子大学生活協同組合		577-0807		大阪府東大阪市菱屋西4丁目2番地26号		06-6730-6577		06-6724-5264		2018-11-01		352		3,520,000				2018-11-01		418-1

		128		6631		419				大阪府立大学生活協同組合		599-8531		大阪府堺市中区学園町1-1　大阪府立大学内		072-259-4466		072-252-2187		2018-11-01		1,932		19,320,000				2018-11-01		419-1

		129		6632		420				大阪大学生活協同組合		560-0043		大阪府豊中市待兼山町1-9		06-6841-3326		06-6841-9644		2018-11-01		9,786		97,860,000				2018-11-01		420-1

		130		6633		421				大阪教育大学生活協同組合		582-8582		大阪府柏原市旭ヶ丘4-698-1		072-976-3636		072-976-3637		2018-11-01		1,332		13,320,000				2018-11-01		421-1

		131		6634		422				和歌山大学消費生活協同組合		640-8441		和歌山県和歌山市栄谷930		073-452-8497		073-455-6358		2018-11-01		947		9,470,000				2018-11-01		422-1

		132		6636		423				大阪市立大学生活協同組合		558-8585		大阪府大阪市住吉区杉本3-3-138		06-6605-3011		06-6699-1093		2018-11-01		2,756		27,560,000				2018-11-01		423-1

		133		6637		424				和歌山県立医科大学生活協同組合		641-0012		和歌山県和歌山市紀三井寺811-1		073-448-1161		073-448-2413		2018-11-01		443		4,430,000				2018-11-01		424-1

		134		6771		426				神戸大学生活協同組合		657-0013		兵庫県神戸市灘区六甲台町		078-871-3691		078-882-5740		2018-11-01		5,406		54,060,000				2018-11-01		426-1

		135		6772		427				関西学院大学生活協同組合		662-0891		兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155		0798-53-7001		0798-53-5755		2018-11-01		6,569		65,690,000				2018-11-01		427-1

		136		6774		428				神戸市外国語大学消費生活協同組合		651-2187		兵庫県神戸市西区学園東町9-1		078-794-8191		078-797-2464		2018-11-01		779		7,790,000				2018-11-01		428-1

		137		6775		429				甲南大学生活協同組合		658-0072		兵庫県神戸市東灘区岡本9-6-4		078-451-1371		078-451-8647		2018-11-01		2,260		22,600,000				2018-11-01		429-1

		138		6776		430				兵庫県立大学生活協同組合		671-2201		兵庫県姫路市書写2167		079-266-0998		079-266-9699		2018-11-01		2,058		20,580,000				2018-11-01		430-1

		139		6777		431				神戸薬科大学生活協同組合		658-0003		兵庫県神戸市東灘区本山北町4-19-1		078-441-7521		078-453-3568		2018-11-01		623		6,230,000				2018-11-01		431-1

		140		6778		432				神戸親和女子大学生活協同組合		651-1111		兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町7-13-1		078-595-0303		078-595-0565		2018-11-01		233		2,330,000				2018-11-01		432-1

		141		6780		433				園田学園女子大学生活協同組合		661-0012		兵庫県尼崎市南塚口町7丁目29-1		06-6422-5794		06-6422-5889		2018-11-01		488		4,880,000				2018-11-01		433-1

		142		6781		434				大手前大学生活協同組合		662-0961		兵庫県西宮市御茶家所町6番地42号		0798-33-4900		0798-33-4140		2018-11-01		186		1,860,000				2018-11-01		434-1

		143		6782		435				甲南女子大学生活協同組合		658-0001		兵庫県神戸市東灘区森北町6-2-23		078-435-5270		078-435-5271		2018-11-01		621		6,210,000				2018-11-01		435-1

		144		6783		436				神戸市立工業高等専門学校生活協同組合		651-2194		兵庫県神戸市西区学園東町8-3		078-795-4051		078-795-4052		2018-11-01		257		2,570,000				2018-11-01		436-1

		145		6171		438				富山大学生活協同組合		930-0887		富山県富山市五福3190		076-431-4249		076-431-5008		2018-11-01		3,303		33,030,000				2018-11-01		438-1

		146		6172		439				金沢大学生活協同組合		920-1192		石川県金沢市角間町		076-231-2855		076-262-0359		2018-11-01		4,094		40,940,000				2018-11-01		439-1

		147		6173		440				福井大学生活協同組合		910-8525		福井県福井市文京3-9-1		0776-21-2956		0776-21-2990		2018-11-01		1,574		15,740,000				2018-11-01		440-1

		148		6174		441				石川工業高等専門学校生活協同組合		929-0342		石川県河北郡津幡町字北中条夕1		076-288-5638		076-288-6587		2018-11-01		261		2,610,000				2018-11-01		441-1

		149		6175		442				富山県立大学生活協同組合		939-0392		富山県射水市黒河5180		0766-56-8824		0766-56-8827		2018-11-01		459		4,590,000				2018-11-01		442-1

		150		6176		443				富山高等専門学校生活協同組合		933-0293		富山県射水市海老江練合1の2		0766-86-5870		0766-86-5871		2018-11-01		349		3,490,000				2018-11-01		443-1

		151		6501		445				京都大学生活協同組合		606-8316		京都府京都市左京区吉田二本松町　京都大学内		075-753-7640		075-761-0046		2018-11-01		11,982		119,820,000				2018-11-01		445-1

		152		6502		446				同志社生活協同組合		602-0893		京都府京都市上京区烏丸今出川上ル玄武町601		075-251-4421		075-256-1631		2018-11-01		10,159		101,590,000				2018-11-01		446-1

		153		6503		447				立命館生活協同組合		603-8577		京都府京都市北区等持院北町56-1		075-465-8280		075-463-1393		2018-11-01		11,934		119,340,000				2018-11-01		447-1

		154		6504		448				京都府立医科大学・京都府立大学生活協同組合 ガク キョウト ガク		602-0841		京都府京都市上京区河原町広小路梶井町465		075-251-5952		075-213-3591		2018-11-01		1,679		16,790,000				2018-11-01		448-1

		155		6505		449				龍谷大学生活協同組合		612-0021		京都府京都市伏見区深草塚本町67 龍谷大学2号館内		075-642-0213		075-643-7774		2018-11-01		4,394		43,940,000				2018-11-01		449-1

		156		6506		450				京都教育大学生活協同組合		612-0863		京都府京都市伏見区深草藤森町1		075-644-8355		075-643-3313		2018-11-01		478		4,780,000				2018-11-01		450-1

		157		6507		451				京都工芸繊維大学生活協同組合		606-0962		京都府京都市左京区松ケ崎御所海道町		075-781-5359		075-702-3347		2018-11-01		1,213		12,130,000				2018-11-01		451-1

		158		6509		452				京都橘学園生活協同組合		607-8175		京都府京都市山科区大宅山田町34		075-571-7505		075-571-8641		2018-11-01		1,297		12,970,000				2018-11-01		452-1

		159		6890		453				京都経済短期大学生活協同組合		610-1111		京都府京都市西京区大枝東長町3-1		075-331-3348		075-331-3354		2018-11-01		55		550,000				2018-11-01		453-1

		160		6577		454				奈良女子大学生活協同組合		630-8263		奈良県奈良市北魚屋西町		0742-23-5016		0742-26-2038		2018-11-01		878		8,780,000				2018-11-01		454-1

		161		6578		455				奈良教育大学生活協同組合		630-8528		奈良県奈良市高畑町		0742-26-1406		0742-26-1405		2018-11-01		350		3,500,000				2018-11-01		455-1

		162		6887		456				奈良県立大学生活協同組合		630-8258		奈良県奈良市船橋町10番地		0742-24-3303		0742-24-3303		2018-11-01		118		1,180,000				2018-11-01		456-1

		163		6889		457				奈良工業高等専門学校生活協同組合		639-1058		奈良県大和郡山市矢田町22番地		0743-55-2466		0743-55-2466		2018-11-01		227		2,270,000				2018-11-01		457-1

		164		6574		458				滋賀県立大学生活協同組合		522-8533		滋賀県彦根市八坂町2500		0749-25-4830		0749-25-4839		2018-11-01		852		8,520,000				2018-11-01		458-1

		165		6576		459				滋賀大学彦根地区生活協同組合		522-8522		滋賀県彦根市馬場1-1-1		0749-24-3256		0749-26-3012		2018-11-01		625		6,250,000				2018-11-01		459-1

		166		6575		460				滋賀大学大津地区生活協同組合		520-0862		滋賀県大津市平津2-5-1		077-537-0024		077-531-2060		2018-11-01		258		2,580,000				2018-11-01		460-1

		167		6580		461				滋賀医科大学生活協同組合		520-2192		滋賀県大津市瀬田月輪町滋賀医科大学福利棟内		077-548-2091		077-547-3151		2018-11-01		426		4,260,000				2018-11-01		461-1

								九州地区 キュウシュウ チク

		168		9101		601				生活協同組合福岡インターカレッジコープ		812-0044		福岡県福岡市博多区千代2-21-1　公団ビル1階		092-631-5140		092-651-1708		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		601-1

		169		9172		672				福岡教育大学生活協同組合		811-4192		福岡県宗像市赤間文教町1番1号		0940-32-0024		0940-35-0490		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		672-1

		170		9173		673				九州工業大学生活協同組合		804-8550		福岡県北九州市戸畑区仙水町1-1		093-883-0498		093-873-1370		2018-11-01		740		7,400,000				2018-11-01		673-1

		171		9174		674				北九州市立大学生活協同組合		802-0841		福岡県北九州市小倉南区北方4-2-1		093-961-4430		093-961-5944		2018-11-01		540		5,400,000				2018-11-01		674-1

		172		9175		675				佐賀大学生活協同組合		840-0027		佐賀県佐賀市本庄町本庄1　かささぎホール2F		0952-25-4450		0952-25-4287		2018-11-01		730		7,300,000				2018-11-01		675-1

		173		9176		676				宮崎大学生活協同組合		889-2155		宮崎県宮崎市学園木花台西1-1		0985-58-0612		0985-55-3020		2018-11-01		600		6,000,000				2018-11-01		676-1

		174		9177		677				鹿児島大学生活協同組合		890-0065		鹿児島県鹿児島市郡元1-21-24		099-255-0131		099-286-0095		2018-11-01		2,110		21,100,000				2018-11-01		677-1

		175		9178		678				琉球大学生活協同組合		903-0129		沖縄県中頭郡西原町字千原1番地		098-895-2620		098-895-4041		2018-11-01		900		9,000,000				2018-11-01		678-1

		176		9181		681				鹿児島県立短期大学生活協同組合		890-0005		鹿児島県鹿児島市下伊敷1-52-1		099-229-0172		099-220-2602		2018-11-01		70		700,000				2018-11-01		681-1

		177		9182		682				沖縄大学生活協同組合		902-0075		沖縄県那覇市国場555		098-855-9806		098-855-9815		2018-11-01		80		800,000				2018-11-01		682-1

		178		9183		683				福岡女子大学生活協同組合		813-0003		福岡県福岡市東区香住ヶ丘1-1-1		092-661-7736		092-673-0789		2018-11-01		70		700,000				2018-11-01		683-1

		179		9184		684				九州大学生活協同組合		819-0385		福岡県福岡市西区元岡744　ウエスト５号館 ニシク モトオカ ゴウカン		092-834-2135		092-834-2778		2018-11-01		2,510		25,100,000				2018-11-01		684-1

		191		9185		685				西南学院大学生活協同組合		814-0002		福岡県福岡市早良区西新7-4-63		092-285-6051		092-822-5429		2018-11-01		550		5,500,000				2018-11-01		685-1

		181		9186		686				長崎県立大学佐世保校生活協同組合		858-0914		長崎県佐世保市川下町123		0956-48-3732		0956-48-3722		2018-11-01		190		1,900,000				2018-11-01		686-1

		182		9187		687				長崎大学生活協同組合		852-8131		長崎県長崎市文教町1-14		095-845-5887		095-845-5819		2018-11-01		1,150		11,500,000				2018-11-01		687-1

		183		9188		688				熊本大学生活協同組合		860-0862		熊本県熊本市中央区黒髪2-40-1		096-343-4422		096-343-4897		2018-11-01		1,010		10,100,000				2018-11-01		688-1

		184		9189		689				大分大学生活協同組合		870-1192		大分県大分市旦野原700番地		097-569-0016		097-569-2340		2018-11-01		600		6,000,000				2018-11-01		689-1

		185		9190		690				福岡県立大学生活協同組合		825-8585		福岡県田川市伊田4395		0947-44-3399		0947-44-4003		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		690-1

		186		9191		691				純心大学生活協同組合		852-8142		長崎県長崎市三ツ山町235		095-842-1015		095-842-0551		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		691-1

		187		9193		693				南九州学園生活協同組合		880-0032		宮崎県宮崎市霧島5-1-2		0985-35-0456		0985-32-0222		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		693-1

		188		9195		695				九州国際大学生活協同組合		805-0062		福岡県北九州市八幡東区平野1丁目6-1		093-663-5385		093-663-5386		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		695-1

		189		9196		696				長崎県立大学シーボルト校生活協同組合		851-2130		長崎県西彼杵郡長与町まなび野1-1-1		095-887-5552		095-887-4681		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		696-1

		190		9198		698				生活協同組合熊本インターカレッジコープアカデミア		860-0862		熊本県熊本市中央区黒髪6-8-41		096-343-6515		096-343-6540		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		698-1

		180		9199		699				西南女学院大学生活協同組合		803-0835		福岡県北九州市小倉北区井堀1-3-5		093-563-2232		093-592-0121		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		699-1



																														-1











議案書用 (游) (2)

								会員生協名簿 カイイン セイキョウ メイボ																						2019年2月28日現在 ネン ガツ ニチ ゲンザイ

												2019年12月現在

				会員CD カイイン		補助CD ホジョ				所属地区 ショゾク チク		会員生協名		郵便番号		所在地		電話番号		FAX番号		連合加入年月日 レンゴウ カニュウ ネンガッピ		口数 クチ スウ		出資金額 シュッシ キンガク				最終払込日 サイシュウ ハライコミビ		証券番号 ショウケン バンゴウ

		1		1101		001		1		北海道		北海道大学生活協同組合		060-0808		北海道札幌市北区北8条西7丁目		011-746-6218		011-746-2341		2018-11-01		3,900		39,000,000				2018-11-01		001-1

		2		1102		002		2		北海道		北海学園生活協同組合		062-0911		北海道札幌市豊平区旭町4-1-40		011-831-8195		011-815-4335		2018-11-01		900		9,000,000				2018-11-01		002-1

		3		1103		003		3		北海道		酪農学園生活協同組合		069-0836		北海道江別市文京台緑町569-47		011-386-7281		011-386-7298		2018-11-01		700		7,000,000				2018-11-01		003-1

		4		1104		004		4		北海道		札幌学院大学生活協同組合		069-0833		北海道江別市文京台11番地		011-386-2970		011-387-1784		2018-11-01		500		5,000,000				2018-11-01		004-1

		5		1105		005		5		北海道		北星学園生活協同組合		004-0042		北海道札幌市厚別区大谷地西2-3-1		011-891-2313		011-891-2349		2018-11-01		500		5,000,000				2018-11-01		005-1

		6		1106		006		6		北海道		北海道教育大学生活協同組合		002-8075		北海道札幌市北区あいの里5条3丁目1番		011-778-8861		011-778-8862		2018-11-01		800		8,000,000				2018-11-01		006-1

		7		1173		073		7		北海道		札幌大学生活協同組合		062-0033		北海道札幌市豊平区西岡3条7丁目3-1		011-852-1528		011-852-1540		2018-11-01		200		2,000,000				2018-11-01		073-1

		8		1174		074		8		北海道		小樽商科大学生活協同組合		047-8503		北海道小樽市緑3丁目5番21号		0134-23-2298		0134-25-5985		2018-11-01		200		2,000,000				2018-11-01		074-1

		9		1175		075		9		北海道		室蘭工業大学生活協同組合		050-0071		北海道室蘭市水元町36-8		0143-44-2994		0143-45-2757		2018-11-01		1,000		10,000,000				2018-11-01		075-1

		10		1176		076		10		北海道		帯広畜産大学生活協同組合		080-0834		北海道帯広市稲田西２線11番地		0155-48-2284		0155-48-2733		2018-11-01		400		4,000,000				2018-11-01		076-1

		11		1177		077		11		北海道		北見工業大学生活協同組合		090-0015		北海道北見市公園町165		0157-24-5581		0157-24-6968		2018-11-01		400		4,000,000				2018-11-01		077-1

		12		1179		079		12		北海道		釧路公立大学生活協同組合		085-8585		北海道釧路市芦野4丁目1番1号		0154-37-4155		0154-37-4277		2018-11-01		100		1,000,000				2018-11-01		079-1

		13		1180		080		13		北海道		公立はこだて未来大学生活協同組合		041-0803		北海道函館市亀田中野町116番地2		0138-83-6061		0138-83-6065		2018-11-01		100		1,000,000				2018-11-01		080-1

		14		2101		101		14		東北		弘前大学生活協同組合		036-8224		青森県弘前市文京町1		0172-34-4806		0172-36-6965		2018-11-01		2,094		20,940,000				2018-11-01		101-1

		15		2102		102		15		東北		岩手大学生活協同組合		020-0066		岩手県盛岡市上田3-18-34		019-652-3533		019-624-5750		2018-11-01		1,330		13,300,000				2018-11-01		102-1

		16		2103		103		16		東北		盛岡大学生活協同組合		020-0605		岩手県滝沢市砂込808		019-688-5565		019-688-5877		2018-11-01		223		2,230,000				2018-11-01		103-1

		17		2104		104		17		東北		秋田大学生活協同組合		010-0854		秋田県秋田市手形山崎町12-14		018-832-7141		018-832-1105		2018-11-01		1,155		11,550,000				2018-11-01		104-1

		18		2105		105		18		東北		東北大学生活協同組合		980-0845 		宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468-1 東北大学青葉山みどり厚生会館内2階		022-262-8023		022-262-9889		2018-11-01		6,556		65,560,000				2018-11-01		105-1

		19		2106		106		19		東北		東北学院大学生活協同組合		980-8511		宮城県仙台市青葉区土樋1-3-1		022-264-6331		022-213-5412		2018-11-01		1,414		14,140,000				2018-11-01		106-1

		20		2107		107		20		東北		東北工業大学生活協同組合		982-0846		宮城県仙台市太白区二ツ沢6番		022-246-3317		022-246-2346		2018-11-01		293		2,930,000				2018-11-01		107-1

		21		2108		108		21		東北		宮城教育大学生活協同組合		980-0845		宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉149		022-265-7266		022-265-7268		2018-11-01		342		3,420,000				2018-11-01		108-1

		22		2109		109		22		東北		宮城大学生活協同組合		981-3271		宮城県黒川郡大和町学苑1番		022-772-1766		022-772-1733		2018-11-01		69		690,000				2018-11-01		109-1

		23		2110		110		23		東北		尚絅学院大学生活協同組合		981-1245		宮城県名取市ゆりが丘4丁目10-1		022-386-2608		022-381-2633		2018-11-01		137		1,370,000				2018-11-01		110-1

		24		2111		111		24		東北		山形大学生活協同組合		990-0021		山形県山形市小白川町1-4-12		023-632-3533		023-641-5680		2018-11-01		2,230		22,300,000				2018-11-01		111-1

		25		2112		112		25		東北		福島大学生活協同組合		960-1296		福島県福島市金谷川1番地		024-548-5141		024-548-3477		2018-11-01		864		8,640,000				2018-11-01		112-1

		26		2113		113		26		東北		宮城学院生活協同組合		981-8557		宮城県仙台市青葉区桜ケ丘9-1-1		022-278-1613		022-278-1938		2018-11-01		400		4,000,000				2018-11-01		113-1

		27		2114		114		27		東北		弘前学院生活協同組合		036-8231		青森県弘前市稔町13-1		0172-38-0933		0172-38-0935		2018-11-01		80		800,000				2018-11-01		114-1

		28		2115		115		28		東北		大学生活協同組合みやぎインターカレッジコープ		981-0933		宮城県仙台市青葉区柏木1-1-41 大学生協仙台会館		022-717-4747		022-717-4869		2018-11-01		25		250,000				2018-11-01		115-1

		29		2116		116		29		東北		岩手県立大学生活協同組合		020-0611		岩手県滝沢市巣子152番地52		019-688-9571		019-688-9572		2018-11-01		350		3,500,000				2018-11-01		116-1

		30		3901		201		30		東京		東京大学消費生活協同組合		113-0033		東京都文京区本郷7-3-1		03-3814-1541		03-3818-3304		1969-12-19		18,718		187,180,000				2011-11-25		201-1

		31		3902		202		31		東京		早稲田大学生活協同組合		169-0051		東京都新宿区西早稲田1-6-1		03-3207-8611		03-3207-8614		1969-12-19		14,423		144,230,000				2012-01-25		202-1

		32		3903		203		32		東京		慶應義塾生活協同組合		223-0061		神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1		045-563-8489		045-562-6433		1969-12-19		11,371		113,710,000				2011-11-25		203-1

		33		3904		204		33		東京		法政大学生活協同組合		102-0071		東京都千代田区富士見2-17-1法政大学内		03-6380-9499		03-5275-6391		1972-01-01		5,218		52,180,000				2007-10-22		204-1

		34		3909		209		34		東京		生活協同組合東京インターカレッジコープ		150-0001		東京都渋谷区神宮前6－24－4		03-3486-6611		03-3486-6622		1993-12-07		1,098		10,980,000				2016-02-05		209-1

		35		3911		211		35		東京		東京理科大学消費生活協同組合		162-0825		東京都新宿区神楽坂1-3		03-3267-1001		03-3267-1003		1969-12-19		4,574		45,740,000				2007-11-20		211-1

		36		3912		212		36		東京		工学院大学学園生活協同組合		192-0015		東京都八王子市中野町2665-1 マチ		042-633-9012		042-624-5387		1976-04-01		1,796		17,960,000				2016-02-19		212-1

		37		3913		213		37		東京		東京電機大学生活協同組合		120-8551		東京都足立区千住旭町5番　3号館3階		03-3870-8681		03-3870-8682		1980-04-01		1,533		15,330,000				2017-01-12		213-1

		38		3914		214		38		東京		東京海洋大学生活協同組合		108-8477		東京都港区港南4-5-7		03-3471-7441		03-3471-8086		1978-06-22		820		8,200,000				2016-12-30		214-1

		39		3915		215		39		東京		千葉商科大学生活協同組合		272-0827		千葉県市川市国府台1-3-1		047-372-0189		047-300-5181		1978-06-22		417		4,170,000				2012-01-25		215-1

		40		3916		216		40		東京		千葉大学生活協同組合		263-0022		千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33		043-252-1810		043-252-1124		1979-06-01		4,224		42,240,000				2011-11-25		216-1

		41		3917		217		41		東京		東京農業大学生活協同組合		156-0054		東京都世田谷区桜丘1-1-1		03-3427-5711		03-3427-6683		1990-03-01		3,410		34,100,000				2011-10-11		217-1

		42		3918		218		42		東京		東邦大学消費生活協同組合		274-0072		千葉県船橋市三山2-2-1		047-470-2090		047-470-2093		1997-09-01		1,025		10,250,000				2011-10-20		218-1

		43		3921		221		43		東京		東京工業大学生活協同組合		152-8550		東京都目黒区大岡山2-12-1		03-3728-8023		03-3728-1317		1971-04-01		4,141		41,410,000				2012-02-24		221-1

		44		3922		222		44		東京		明治学院消費生活協同組合		108-0071		東京都港区白金台1-2-37		03-3447-1740		03-3447-2163		1971-04-01		2,101		21,010,000				2011-10-28		222-1

		45		3923		223		45		東京		首都大学東京生活協同組合		192-0397		東京都八王子市南大沢1-1		042-677-1411		042-677-1419		1971-04-01		2,878		28,780,000				2011-11-15		223-1

		46		3924		224		46		東京		和光学園生活協同組合		195-0071		東京都町田市金井町2160		044-988-1429		044-988-5685		1977-07-13		554		5,540,000				2011-11-25		224-1

		47		3925		225		47		東京		桜美林学園消費生活協同組合		194-0294		東京都町田市常盤町3758		042-797-0543		042-798-7088		1977-07-13		1,031		10,310,000				2011-11-25		225-1

		48		3926		226		48		東京		麻布大学生活協同組合		252-0206		神奈川県相模原市中央区淵野辺1-17-71		042-754-1380		042-753-7179		1978-03-29		609		6,090,000				2011-11-25		226-1

		49		3928		228		49		東京		宇宙科学研究所生活協同組合		252-5210		神奈川県相模原市中央区由野台3-1-1		042-751-0336		042-751-2289		1988-09-20		509		5,090,000				2011-11-25		228-1

		50		3929		229		50		東京		横浜国立大学生活協同組合		240-8501		神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台79-10		045-331-5217		045-339-5190		1978-06-30		3,130		31,300,000				2007-11-20		229-1

		51		3930		230		51		東京		横浜市立大学生活協同組合		236-0027		神奈川県横浜市金沢区瀬戸22-2		045-786-0199		045-783-6624		1978-06-22		1,517		15,170,000				2017-02-10		230-1

		52		3932		232		52		東京		星薬科大学生活協同組合		142-8501		東京都品川区荏原2-4-41		03-5498-6047		03-5498-5898		2001-02-08		529		5,290,000				2016-02-24		232-1

		53		3933		233		53		東京		東京工芸大学生活協同組合		243-0297		神奈川県厚木市飯山1583		046-242-8271		046-242-3412		1994-03-24		1,361		13,610,000				2011-11-25		233-1

		54		3934		234		54		東京		芝浦工業大学消費生活協同組合		135-8548		東京都江東区豊洲3-7-5		03-5859-7910		03-5859-7911		2003-07-01		2,503		25,030,000				2016-11-29		234-1

		55		3935		235		55		東京		日本赤十字看護大学生活協同組合		150-0012		東京都渋谷区広尾4-1-3		03-5468-5857		03-5468-5887		2005-01-22		253		2,530,000				2011-10-26		235-1

		56		3941		241		56		東京		お茶の水女子大学消費生活協同組合		112-8610		東京都文京区大塚2-1-1		03-3947-8333		03-3947-9922		1972-01-01		1,028		10,280,000				2016-07-21		241-1

		57		3942		242		57		東京		東京医科歯科大学生活協同組合		113-8510		東京都文京区湯島1-5-45		03-3818-5231		03-3818-5245		1972-01-01		1,006		10,060,000				2016-01-29		242-1

		58		3943		243		58		東京		東京外国語大学生活協同組合		183-8534		東京都府中市朝日町3-11-1		042-354-3061		042-354-3065		1972-01-01		1,200		12,000,000				2016-02-19		243-1

		59		3944		244		59		東京		武蔵学園生活協同組合		176-8534		東京都練馬区豊玉上1-26-1		03-3994-2363		03-3948-5843		1972-01-01		764		7,640,000				2008-10-24		244-1

		60		3945		245		60		東京		日本女子大学生活協同組合		112-0015		東京都文京区目白台2-8-1		03-3945-3601		03-3942-2339		1978-06-22		1,679		16,790,000				2016-12-22		245-1

		61		3946		246		61		東京		東洋大学生活協同組合		112-8606		東京都文京区白山5-28-20		03-3943-9603		03-3943-9605		1981-03-01		3,419		34,190,000				2016-01-27		246-1

		62		3947		247		62		東京		東京芸術大学生活協同組合		110-8714		東京都台東区上野公園12-8		03-3828-5669		03-3828-7291		1988-03-30		356		3,560,000				2011-11-25		247-1

		63		3948		248		63		東京		大東文化学園生活協同組合		355-0065		埼玉県東松山市岩殿560		0493-35-1521		0493-35-1524		1979-04-01		1,294		12,940,000				2008-10-24		248-1

		64		3949		249		64		東京		埼玉大学生活協同組合		338-8570		埼玉県さいたま市桜区下大久保255		048-853-1764		048-857-7721		1980-04-01		3,247		32,470,000				2016-12-28		249-1

		65		3950		250		65		東京		跡見学園女子大学生活協同組合		352-8501		埼玉県新座市中野1-9-6		048-481-0727		048-481-0764		1996-02-09		563		5,630,000				2017-01-06		250-1

		66		3951		251		66		東京		十文字学園生活協同組合		352-8510		埼玉県新座市菅沢2-1-28		048-489-1277		048-489-1276		1997-07-24		400		4,000,000				2012-01-25		251-1

		67		3952		252		67		東京		淑徳大学みずほ台生活協同組合		354-0041		埼玉県入間郡三芳町藤久保1150-1		049-259-5151		049-259-1308		1997-07-24		297		2,970,000				2012-01-25		252-1

		68		3955		255		68		東京		前橋工科大学生活協同組合		371-0816		群馬県前橋市上佐鳥町460番地1		027-287-4611		027-287-4622		2010-01-16		228		2,280,000				2016-02-23		255-1

		69		3960		260		69		東京		東京工業高等専門学校生活協同組合		193-0942		東京都八王子市椚田町1220番2号		042-669-5016		042-669-5017		2005-01-22		238		2,380,000				2016-02-25		260-1

		70		3961		261		70		東京		東京経済大学生活協同組合		185-0021		東京都国分寺市南町1-7-34		042-321-0627		042-327-5231		1971-04-01		1,124		11,240,000				2012-01-25		261-1

		71		3962		262		71		東京		一橋大学消費生活協同組合		186-8601		東京都国立市中2-1		042-572-7818		042-572-7829		1971-04-01		1,971		19,710,000				2011-11-25		262-1

		72		3963		263		72		東京		東京学芸大学生活協同組合		184-8501		東京都小金井市貫井北町4-1-1		042-324-6225		042-322-3953		1971-04-01		1,949		19,490,000				2016-01-29		263-1

		73		3964		264		73		東京		電気通信大学生活協同組合		182-8585		東京都調布市調布ヶ丘1-5-1		042-487-2881		042-486-6610		1971-04-01		1,363		13,630,000				2011-11-25		264-1

		74		3965		265		74		東京		東京農工大学消費生活協同組合		183-0054		東京都府中市幸町3-5-8		042-366-0762		042-352-7222		1971-04-01		1,945		19,450,000				2011-10-24		265-1

		75		3966		266		75		東京		津田塾大学生活協同組合		187-8577		東京都小平市津田町2-1-1		042-343-7349		042-344-7465		1972-07-01		858		8,580,000				2011-11-15		266-1

		76		3967		267		76		東京		東京薬科大学生活協同組合		192-0392		東京都八王子市堀之内1432-1 ノ		042-676-6368		0426-76-6166		1976-04-01		1,821		18,210,000				2016-02-25		267-1

		77		3968		268		77		東京		白梅学園生活協同組合		187-8570		東京都小平市小川町1-830		042-343-1728		042-342-2821		1980-04-01		324		3,240,000				2007-10-22		268-1

		78		3969		269		78		東京		日本社会事業大学生活協同組合		204-8555		東京都清瀬市竹丘3丁目1番30号		042-492-5506		042-492-5505		1981-03-01		330		3,300,000				2007-11-20		269-1

		79		3970		270		79		東京		日本獣医生命科学大学生活協同組合		180-0023		東京都武蔵野市境南町1-7-1		0422-31-6252		0422-31-6252		1983-03-01		355		3,550,000				2017-01-24		270-1

		80		3971		271		80		東京		清泉女学院生活協同組合		381-0085		長野県長野市上野2-120-8		026-295-3460		026-295-3458		2005-09-14		121		1,210,000				2016-02-05		271-1

		81		3972		272		81		東京		山梨県立大学生活協同組合		400-0035		山梨県甲府市飯田5-11-1		055-236-2177		055-236-2178		2006-12-27		217		2,170,000				2011-10-27		272-1

		82		3973		273		82		東京		明治薬科大学生活協同組合		204-8588		東京都清瀬市野塩2-522-1		042-495-8446		042-495-8451		1997-10-27		884		8,840,000				2007-12-12		273-1

		83		3974		274		83		東京		新潟青陵大学・短期大学生活協同組合		951-8121		新潟県新潟市中央区水道町1丁目5939番地27		025-266-0690		025-266-0526		1997-11-25		425		4,250,000				2011-10-31		274-1

		84		3975		275		84		東京		長野県立大学生活協同組合 タ		380-0803		長野県長野市三輪8-49-7		026-235-3716		026-233-2128		1998-06-01		241		2,410,000				2016-01-29		275-1

		85		3976		276		85		東京		新潟大学生活協同組合		950-2181		新潟県新潟市西区五十嵐２の町8050		025-262-6204		025-262-6205		1989-03-01		4,351		43,510,000				2011-11-25		276-1

		86		3977		277		86		東京		信州大学生活協同組合		390-0802		長野県松本市旭3-1-1		0263-37-2982		0263-36-7441		1989-03-01		4,516		45,160,000				2011-11-25		277-1

		87		3978		278		87		東京		長野大学生活協同組合		386-1214		長野県上田市下之郷乙646		0268-38-7238		0268-38-8294		1989-03-01		293		2,930,000				2016-02-01		278-1

		88		3979		279		88		東京		山梨大学生活協同組合		400-8510		山梨県甲府市武田4-4-37		055-252-4757		055-252-9593		1989-03-01		991		9,910,000				2011-11-05		279-1

		89		3980		280		89		東京		群馬大学生活協同組合		371-8510		群馬県前橋市荒牧町4-2		027-232-1599		027-231-9552		1989-03-01		1,837		18,370,000				2016-02-16		280-1

		90		3981		281		90		東京		足利大学生活協同組合		326-8558		栃木県足利市大前町268-1		0284-62-5882		0284-62-6971		1989-03-01		294		2,940,000				2011-11-25		281-1

		91		3982		282		91		東京		宇都宮大学消費生活協同組合		321-8505		栃木県宇都宮市峰町350		028-636-1995		028-632-9244		1989-03-01		1,328		13,280,000				2011-11-25		282-1

		92		3983		283		92		東京		茨城大学生活協同組合		310-8512		茨城県水戸市文京2-1-1		029-225-3384		029-228-2750		1989-03-01		2,475		24,750,000				2011-11-25		283-1

		93		3984		284		93		東京		高崎経済大学生活協同組合		370-0801		群馬県高崎市上並榎町1300		027-343-2024		027-343-2794		1990-06-01		917		9,170,000				2016-02-17		284-1

		94		3985		285		94		東京		茨城キリスト教学園生活協同組合		319-1295		茨城県日立市大みか町6-11-1		0294-25-5285		0294-25-5287		1999-08-31		411		4,110,000				2011-11-25		285-1

		95		3986		286		95		東京		松本大学生活協同組合		390-1295		長野県松本市新村2095-1		0263-48-7280		0263-48-7281		2001-08-23		360		3,600,000				2017-01-13		286-1

		96		3987		287		96		東京		新潟県立大学生活協同組合		950-8680		新潟県新潟市東区海老ヶ瀬471		025-270-1730		025-270-1730		1996-11-15		220		2,200,000				2012-01-25		287-1

		97		3988		288		97		東京		長野県看護大学生活協同組合		399-4117		長野県駒ヶ根市赤穂1694番地		0265-81-7095		0265-81-7095		1998-03-10		199		1,990,000				2016-02-18		288-1

		98		3989		289		98		東京		太田情報・医療・自動車専門学校生活協同組合		373-0812		群馬県太田市東長岡町1361		0276-22-1718		0276-22-1720		1997-02-25		206		2,060,000				2016-02-22		289-1

		99		5101		301		99		東海		静岡大学生活協同組合		422-8017		静岡県静岡市駿河区大谷836		054-237-2712		054-237-3205		2018-11-01		1,625		16,250,000				2018-11-01		301-1

		100		5103		303		100		東海		愛知大学生活協同組合		441-8522		愛知県豊橋市町畑町1-1　愛知大学内		0532-47-5931		0532-46-6141		2018-11-01		1,451		14,510,000				2018-11-01		303-1

		101		5105		305		101		東海		名古屋大学消費生活協同組合		464-0814		愛知県名古屋市千種区不老町1		052-781-1111		052-782-1946		2018-11-01		3,951		39,510,000				2018-11-01		305-1

		102		5106		306		102		東海		愛知教育大学生活協同組合		448-8543		愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢1		0566-36-2404		0566-36-4830		2018-11-01		948		9,480,000				2018-11-01		306-1

		103		5107		307		103		東海		名古屋工業大学生活協同組合		466-8555		愛知県名古屋市昭和区御器所町		052-731-1600		052-731-8726		2018-11-01		1,600		16,000,000				2018-11-01		307-1

		104		5108		308		104		東海		名古屋市立大学生活協同組合		467-0802		愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町山の畑1		052-881-5906		052-881-5921		2018-11-01		736		7,360,000				2018-11-01		308-1

		105		5109		309		105		東海		愛知県公立大学生活協同組合 コウリツ		480-1342		愛知県長久手市茨ヶ廻間1522-3		0561-61-0134		0561-61-1210		2018-11-01		498		4,980,000				2018-11-01		309-1

		106		5110		310		106		東海		日本福祉大学生活協同組合		470-3296		愛知県知多郡美浜町奥田会下前35-6		0569-87-2301		0569-87-2305		2018-11-01		1,063		10,630,000				2018-11-01		310-1

		107		5112		312		107		東海		岐阜大学消費生活協同組合		501-1112		岐阜県岐阜市柳戸1-1		058-230-1166		058-230-1167		2018-11-01		1,584		15,840,000				2018-11-01		312-1

		108		5113		313		108		東海		三重大学生活協同組合		514-8507		三重県津市栗真町屋町1577番地		059-231-1103		059-231-3852		2018-11-01		1,516		15,160,000				2018-11-01		313-1

		109		5114		314		109		東海		三重短期大学生活協同組合		514-0112		三重県津市一身田中野181-1		059-232-4959		059-231-4113		2018-11-01		113		1,130,000				2018-11-01		314-1

		110		5115		315		110		東海		中京大学生活協同組合		466-0825		愛知県名古屋市昭和区八事本町101-2		052-831-2460		052-835-3249		2018-11-01		1,962		19,620,000				2018-11-01		315-1

		111		5116		316		111		東海		名城大学生活協同組合		468-0073		愛知県名古屋市天白区塩釜口1丁目501番地		052-831-4068		052-831-7948		2018-11-01		866		8,660,000				2018-11-01		316-1

		112		5118		318		112		東海		岐阜市立女子短期大学生活協同組合		501-0102		岐阜県岐阜市一日市場北町7番1号		058-296-3129		058-232-4341		2018-11-01		77		770,000				2018-11-01		318-1

		113		5119		319		113		東海		自然科学研究機構岡崎生活協同組合		444-8585		愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38		0564-58-9210		0564-58-9219		2018-11-01		101		1,010,000				2018-11-01		319-1

		114		5120		320		114		東海		金城学院大学生活協同組合		463-8521		愛知県名古屋市守山区大森2丁目1723		052-799-1190		052-799-1196		2018-11-01		580		5,800,000				2018-11-01		320-1

		115		5121		321		115		東海		三重県立看護大学生活協同組合		514-0116		三重県津市夢が丘1-1-1		059-236-5010		059-236-5012		2018-11-01		64		640,000				2018-11-01		321-1

		117		5123		323		116		東海		生活協同組合インターカレッジコープ愛知		466-8657		愛知県名古屋市昭和区山手通2-16-1 大学生協東海会館1階		052-839-2898		052-839-2894		2018-11-01		50		500,000				2018-11-01		323-1

		118		5124		324		117		東海		静岡文化芸術大学生活協同組合		430-8533		静岡県浜松市中区中央二丁目１番１号		053-453-5702		053-415-8266		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		324-1

		119		5125		325		118		東海		日本赤十字豊田看護大学生活協同組合		471-0056		愛知県豊田市白山町七曲12番33						2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		325-1

		120		6603		411		119		関西北陸		大学生活協同組合大阪インターカレッジコープ		532-0004		大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-15 大学生協大阪会館		06-6395-3161		06-7659-9794		2018-11-01		122		1,220,000				2018-11-01		411-1

		121		6611		412		120		関西北陸		近畿大学生活協同組合		577-0818		大阪府東大阪市小若江3-4-1		06-6725-3311		06-6723-4455		2018-11-01		3,299		32,990,000				2018-11-01		412-1

		122		6613		413		121		関西北陸		大阪経済大学生活協同組合		533-0011		大阪府大阪市東淀川区大桐3丁目16番10号 大阪経済大学内		06-6379-2230		06-6379-2232		2018-11-01		702		7,020,000				2018-11-01		413-1

		123		6614		414		122		関西北陸		阪南大学生活協同組合		580-0032		大阪府松原市天美東5-4-33		072-334-2954		072-334-3810		2018-11-01		616		6,160,000				2018-11-01		414-1

		124		6615		415		123		関西北陸		大阪電気通信大学生活協同組合		572-8530		大阪府寝屋川市初町18-8		072-822-1231		072-820-5662		2018-11-01		1,066		10,660,000				2018-11-01		415-1

		125		6617		416		124		関西北陸		大阪千代田短期大学生活協同組合		586-0094		大阪府河内長野市小山田町1685番地		0721-54-0652		0721-54-0654		2018-11-01		39		390,000				2018-11-01		416-1

		126		6622		417		125		関西北陸		千里金蘭大学生活協同組合		565-0873		大阪府吹田市藤白台5-25-1		06-6872-3610		06-6872-3710		2018-11-01		187		1,870,000				2018-11-01		417-1

		127		6621		418		126		関西北陸		大阪樟蔭女子大学生活協同組合		577-0807		大阪府東大阪市菱屋西4丁目2番地26号		06-6730-6577		06-6724-5264		2018-11-01		352		3,520,000				2018-11-01		418-1

		128		6631		419		127		関西北陸		大阪府立大学生活協同組合		599-8531		大阪府堺市中区学園町1-1　大阪府立大学内		072-259-4466		072-252-2187		2018-11-01		1,932		19,320,000				2018-11-01		419-1

		129		6632		420		128		関西北陸		大阪大学生活協同組合		560-0043		大阪府豊中市待兼山町1-9		06-6841-3326		06-6841-9644		2018-11-01		9,786		97,860,000				2018-11-01		420-1

		130		6633		421		129		関西北陸		大阪教育大学生活協同組合		582-8582		大阪府柏原市旭ヶ丘4-698-1		072-976-3636		072-976-3637		2018-11-01		1,332		13,320,000				2018-11-01		421-1

		131		6634		422		130		関西北陸		和歌山大学消費生活協同組合		640-8441		和歌山県和歌山市栄谷930		073-452-8497		073-455-6358		2018-11-01		947		9,470,000				2018-11-01		422-1

		132		6636		423		131		関西北陸		大阪市立大学生活協同組合		558-8585		大阪府大阪市住吉区杉本3-3-138		06-6605-3011		06-6699-1093		2018-11-01		2,756		27,560,000				2018-11-01		423-1

		133		6637		424		132		関西北陸		和歌山県立医科大学生活協同組合		641-0012		和歌山県和歌山市紀三井寺811-1		073-448-1161		073-448-2413		2018-11-01		443		4,430,000				2018-11-01		424-1

		134		6771		426		133		関西北陸		神戸大学生活協同組合		657-0013		兵庫県神戸市灘区六甲台町		078-871-3691		078-882-5740		2018-11-01		5,406		54,060,000				2018-11-01		426-1

		135		6772		427		134		関西北陸		関西学院大学生活協同組合		662-0891		兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155		0798-53-7001		0798-53-5755		2018-11-01		6,569		65,690,000				2018-11-01		427-1

		136		6774		428		135		関西北陸		神戸市外国語大学消費生活協同組合		651-2187		兵庫県神戸市西区学園東町9-1		078-794-8191		078-797-2464		2018-11-01		779		7,790,000				2018-11-01		428-1

		137		6775		429		136		関西北陸		甲南大学生活協同組合		658-0072		兵庫県神戸市東灘区岡本9-6-4		078-451-1371		078-451-8647		2018-11-01		2,260		22,600,000				2018-11-01		429-1

		138		6776		430		137		関西北陸		兵庫県立大学生活協同組合		671-2201		兵庫県姫路市書写2167		079-266-0998		079-266-9699		2018-11-01		2,058		20,580,000				2018-11-01		430-1

		139		6777		431		138		関西北陸		神戸薬科大学生活協同組合		658-0003		兵庫県神戸市東灘区本山北町4-19-1		078-441-7521		078-453-3568		2018-11-01		623		6,230,000				2018-11-01		431-1

		140		6778		432		139		関西北陸		神戸親和女子大学生活協同組合		651-1111		兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町7-13-1		078-595-0303		078-595-0565		2018-11-01		233		2,330,000				2018-11-01		432-1

		141		6780		433		140		関西北陸		園田学園女子大学生活協同組合		661-0012		兵庫県尼崎市南塚口町7丁目29-1		06-6422-5794		06-6422-5889		2018-11-01		488		4,880,000				2018-11-01		433-1

		142		6781		434		141		関西北陸		大手前大学生活協同組合		662-0961		兵庫県西宮市御茶家所町6番地42号		0798-33-4900		0798-33-4140		2018-11-01		186		1,860,000				2018-11-01		434-1

		143		6782		435		142		関西北陸		甲南女子大学生活協同組合		658-0001		兵庫県神戸市東灘区森北町6-2-23		078-435-5270		078-435-5271		2018-11-01		621		6,210,000				2018-11-01		435-1

		144		6783		436		143		関西北陸		神戸市立工業高等専門学校生活協同組合		651-2194		兵庫県神戸市西区学園東町8-3		078-795-4051		078-795-4052		2018-11-01		257		2,570,000				2018-11-01		436-1

		145		6171		438		144		関西北陸		富山大学生活協同組合		930-0887		富山県富山市五福3190		076-431-4249		076-431-5008		2018-11-01		3,303		33,030,000				2018-11-01		438-1

		146		6172		439		145		関西北陸		金沢大学生活協同組合		920-1192		石川県金沢市角間町		076-231-2855		076-262-0359		2018-11-01		4,094		40,940,000				2018-11-01		439-1

		147		6173		440		146		関西北陸		福井大学生活協同組合		910-8525		福井県福井市文京3-9-1		0776-21-2956		0776-21-2990		2018-11-01		1,574		15,740,000				2018-11-01		440-1

		148		6174		441		147		関西北陸		石川工業高等専門学校生活協同組合		929-0342		石川県河北郡津幡町字北中条夕1		076-288-5638		076-288-6587		2018-11-01		261		2,610,000				2018-11-01		441-1

		149		6175		442		148		関西北陸		富山県立大学生活協同組合		939-0392		富山県射水市黒河5180		0766-56-8824		0766-56-8827		2018-11-01		459		4,590,000				2018-11-01		442-1

		150		6176		443		149		関西北陸		富山高等専門学校生活協同組合		933-0293		富山県射水市海老江練合1の2		0766-86-5870		0766-86-5871		2018-11-01		349		3,490,000				2018-11-01		443-1

		151		6501		445		150		関西北陸		京都大学生活協同組合		606-8316		京都府京都市左京区吉田二本松町　京都大学内		075-753-7640		075-761-0046		2018-11-01		11,982		119,820,000				2018-11-01		445-1

		152		6502		446		151		関西北陸		同志社生活協同組合		602-0893		京都府京都市上京区烏丸今出川上ル玄武町601		075-251-4421		075-256-1631		2018-11-01		10,159		101,590,000				2018-11-01		446-1

		153		6503		447		152		関西北陸		立命館生活協同組合		603-8577		京都府京都市北区等持院北町56-1		075-465-8280		075-463-1393		2018-11-01		11,934		119,340,000				2018-11-01		447-1

		154		6504		448		153		関西北陸		京都府立医科大学・京都府立大学生活協同組合 ガク キョウト ガク		602-0841		京都府京都市上京区河原町広小路梶井町465		075-251-5952		075-213-3591		2018-11-01		1,679		16,790,000				2018-11-01		448-1

		155		6505		449		154		関西北陸		龍谷大学生活協同組合		612-0021		京都府京都市伏見区深草塚本町67 龍谷大学2号館内		075-642-0213		075-643-7774		2018-11-01		4,394		43,940,000				2018-11-01		449-1

		156		6506		450		155		関西北陸		京都教育大学生活協同組合		612-0863		京都府京都市伏見区深草藤森町1		075-644-8355		075-643-3313		2018-11-01		478		4,780,000				2018-11-01		450-1

		157		6507		451		156		関西北陸		京都工芸繊維大学生活協同組合		606-0962		京都府京都市左京区松ケ崎御所海道町		075-781-5359		075-702-3347		2018-11-01		1,213		12,130,000				2018-11-01		451-1

		158		6509		452		157		関西北陸		京都橘学園生活協同組合		607-8175		京都府京都市山科区大宅山田町34		075-571-7505		075-571-8641		2018-11-01		1,297		12,970,000				2018-11-01		452-1

		159		6890		453		158		関西北陸		京都経済短期大学生活協同組合		610-1111		京都府京都市西京区大枝東長町3-1		075-331-3348		075-331-3354		2018-11-01		55		550,000				2018-11-01		453-1

		160		6577		454		159		関西北陸		奈良女子大学生活協同組合		630-8263		奈良県奈良市北魚屋西町		0742-23-5016		0742-26-2038		2018-11-01		878		8,780,000				2018-11-01		454-1

		161		6578		455		160		関西北陸		奈良教育大学生活協同組合		630-8528		奈良県奈良市高畑町		0742-26-1406		0742-26-1405		2018-11-01		350		3,500,000				2018-11-01		455-1

		162		6887		456		161		関西北陸		奈良県立大学生活協同組合		630-8258		奈良県奈良市船橋町10番地		0742-24-3303		0742-24-3303		2018-11-01		118		1,180,000				2018-11-01		456-1

		163		6889		457		162		関西北陸		奈良工業高等専門学校生活協同組合		639-1058		奈良県大和郡山市矢田町22番地		0743-55-2466		0743-55-2466		2018-11-01		227		2,270,000				2018-11-01		457-1

		164		6574		458		163		関西北陸		滋賀県立大学生活協同組合		522-8533		滋賀県彦根市八坂町2500		0749-25-4830		0749-25-4839		2018-11-01		852		8,520,000				2018-11-01		458-1

		165		6576		459		164		関西北陸		滋賀大学彦根地区生活協同組合		522-8522		滋賀県彦根市馬場1-1-1		0749-24-3256		0749-26-3012		2018-11-01		625		6,250,000				2018-11-01		459-1

		166		6575		460		165		関西北陸		滋賀大学大津地区生活協同組合		520-0862		滋賀県大津市平津2-5-1		077-537-0024		077-531-2060		2018-11-01		258		2,580,000				2018-11-01		460-1

		167		6580		461		166		関西北陸		滋賀医科大学生活協同組合		520-2192		滋賀県大津市瀬田月輪町滋賀医科大学福利棟内		077-548-2091		077-547-3151		2018-11-01		426		4,260,000				2018-11-01		461-1

		168		9101		601		167		九州		生活協同組合福岡インターカレッジコープ		812-0044		福岡県福岡市博多区千代2-21-1　公団ビル1階		092-631-5140		092-651-1708		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		601-1

		169		9172		672		168		九州		福岡教育大学生活協同組合		811-4192		福岡県宗像市赤間文教町1番1号		0940-32-0024		0940-35-0490		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		672-1

		170		9173		673		169		九州		九州工業大学生活協同組合		804-8550		福岡県北九州市戸畑区仙水町1-1		093-883-0498		093-873-1370		2018-11-01		740		7,400,000				2018-11-01		673-1

		171		9174		674		170		九州		北九州市立大学生活協同組合		802-0841		福岡県北九州市小倉南区北方4-2-1		093-961-4430		093-961-5944		2018-11-01		540		5,400,000				2018-11-01		674-1

		172		9175		675		171		九州		佐賀大学生活協同組合		840-0027		佐賀県佐賀市本庄町本庄1　かささぎホール2F		0952-25-4450		0952-25-4287		2018-11-01		730		7,300,000				2018-11-01		675-1

		173		9176		676		172		九州		宮崎大学生活協同組合		889-2155		宮崎県宮崎市学園木花台西1-1		0985-58-0612		0985-55-3020		2018-11-01		600		6,000,000				2018-11-01		676-1

		174		9177		677		173		九州		鹿児島大学生活協同組合		890-0065		鹿児島県鹿児島市郡元1-21-24		099-255-0131		099-286-0095		2018-11-01		2,110		21,100,000				2018-11-01		677-1

		175		9178		678		174		九州		琉球大学生活協同組合		903-0129		沖縄県中頭郡西原町字千原1番地		098-895-2620		098-895-4041		2018-11-01		900		9,000,000				2018-11-01		678-1

		176		9181		681		175		九州		鹿児島県立短期大学生活協同組合		890-0005		鹿児島県鹿児島市下伊敷1-52-1		099-229-0172		099-220-2602		2018-11-01		70		700,000				2018-11-01		681-1

		177		9182		682		176		九州		沖縄大学生活協同組合		902-0075		沖縄県那覇市国場555		098-855-9806		098-855-9815		2018-11-01		80		800,000				2018-11-01		682-1

		178		9183		683		177		九州		福岡女子大学生活協同組合		813-0003		福岡県福岡市東区香住ヶ丘1-1-1		092-661-7736		092-673-0789		2018-11-01		70		700,000				2018-11-01		683-1

		179		9184		684		178		九州		九州大学生活協同組合		819-0385		福岡県福岡市西区元岡744　ウエスト５号館 ニシク モトオカ ゴウカン		092-834-2135		092-834-2778		2018-11-01		2,510		25,100,000				2018-11-01		684-1

		191		9185		685		179		九州		西南学院大学生活協同組合		814-0002		福岡県福岡市早良区西新7-4-63		092-285-6051		092-822-5429		2018-11-01		550		5,500,000				2018-11-01		685-1

		181		9186		686		180		九州		長崎県立大学佐世保校生活協同組合		858-0914		長崎県佐世保市川下町123		0956-48-3732		0956-48-3722		2018-11-01		190		1,900,000				2018-11-01		686-1

		182		9187		687		181		九州		長崎大学生活協同組合		852-8131		長崎県長崎市文教町1-14		095-845-5887		095-845-5819		2018-11-01		1,150		11,500,000				2018-11-01		687-1

		183		9188		688		182		九州		熊本大学生活協同組合		860-0862		熊本県熊本市中央区黒髪2-40-1		096-343-4422		096-343-4897		2018-11-01		1,010		10,100,000				2018-11-01		688-1

		184		9189		689		183		九州		大分大学生活協同組合		870-1192		大分県大分市旦野原700番地		097-569-0016		097-569-2340		2018-11-01		600		6,000,000				2018-11-01		689-1

		185		9190		690		184		九州		福岡県立大学生活協同組合		825-8585		福岡県田川市伊田4395		0947-44-3399		0947-44-4003		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		690-1

		186		9191		691		185		九州		純心大学生活協同組合		852-8142		長崎県長崎市三ツ山町235		095-842-1015		095-842-0551		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		691-1

		187		9193		693		186		九州		南九州学園生活協同組合		880-0032		宮崎県宮崎市霧島5-1-2		0985-35-0456		0985-32-0222		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		693-1

		188		9195		695		187		九州		九州国際大学生活協同組合		805-0062		福岡県北九州市八幡東区平野1丁目6-1		093-663-5385		093-663-5386		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		695-1

		189		9196		696		188		九州		長崎県立大学シーボルト校生活協同組合		851-2130		長崎県西彼杵郡長与町まなび野1-1-1		095-887-5552		095-887-4681		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		696-1

		190		9198		698		189		九州		生活協同組合熊本インターカレッジコープアカデミア		860-0862		熊本県熊本市中央区黒髪6-8-41		096-343-6515		096-343-6540		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		698-1

		180		9199		699		190		九州		西南女学院大学生活協同組合		803-0835		福岡県北九州市小倉北区井堀1-3-5		093-563-2232		093-592-0121		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		699-1
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議案書用 (游) (縦配列)

								北海道地区 ホッカイドウ チク

				会員CD カイイン		補助CD ホジョ						郵便番号		所在地		電話番号		FAX番号		連合加入年月日 レンゴウ カニュウ ネンガッピ		口数 クチ スウ		出資金額 シュッシ キンガク				最終払込日 サイシュウ ハライコミビ		証券番号 ショウケン バンゴウ

		1		1101		001				北海道大学生活協同組合		060-0808		北海道札幌市北区北8条西7丁目		011-746-6218		011-746-2341		2018-11-01		3,900		39,000,000				2018-11-01		001-1

		2		1102		002				北海学園生活協同組合		062-0911		北海道札幌市豊平区旭町4-1-40		011-831-8195		011-815-4335		2018-11-01		900		9,000,000				2018-11-01		002-1

		3		1103		003				酪農学園生活協同組合		069-0836		北海道江別市文京台緑町569-47		011-386-7281		011-386-7298		2018-11-01		700		7,000,000				2018-11-01		003-1

		4		1104		004				札幌学院大学生活協同組合		069-0833		北海道江別市文京台11番地		011-386-2970		011-387-1784		2018-11-01		500		5,000,000				2018-11-01		004-1

		5		1105		005				北星学園生活協同組合		004-0042		北海道札幌市厚別区大谷地西2-3-1		011-891-2313		011-891-2349		2018-11-01		500		5,000,000				2018-11-01		005-1

		6		1106		006				北海道教育大学生活協同組合		002-8075		北海道札幌市北区あいの里5条3丁目1番		011-778-8861		011-778-8862		2018-11-01		800		8,000,000				2018-11-01		006-1

		7		1173		073				札幌大学生活協同組合		062-0033		北海道札幌市豊平区西岡3条7丁目3-1		011-852-1528		011-852-1540		2018-11-01		200		2,000,000				2018-11-01		073-1

		8		1174		074				小樽商科大学生活協同組合		047-8503		北海道小樽市緑3丁目5番21号		0134-23-2298		0134-25-5985		2018-11-01		200		2,000,000				2018-11-01		074-1

		9		1175		075				室蘭工業大学生活協同組合		050-0071		北海道室蘭市水元町36-8		0143-44-2994		0143-45-2757		2018-11-01		1,000		10,000,000				2018-11-01		075-1

		10		1176		076				帯広畜産大学生活協同組合		080-0834		北海道帯広市稲田西２線11番地		0155-48-2284		0155-48-2733		2018-11-01		400		4,000,000				2018-11-01		076-1

		11		1177		077				北見工業大学生活協同組合		090-0015		北海道北見市公園町165		0157-24-5581		0157-24-6968		2018-11-01		400		4,000,000				2018-11-01		077-1

		12		1179		079				釧路公立大学生活協同組合		085-8585		北海道釧路市芦野4丁目1番1号		0154-37-4155		0154-37-4277		2018-11-01		100		1,000,000				2018-11-01		079-1

		13		1180		080				公立はこだて未来大学生活協同組合		041-0803		北海道函館市亀田中野町116番地2		0138-83-6061		0138-83-6065		2018-11-01		100		1,000,000				2018-11-01		080-1

								東北地区 トウホク チク

				会員CD カイイン		補助CD ホジョ						郵便番号		所在地		電話番号		FAX番号		連合加入年月日 レンゴウ カニュウ ネンガッピ		口数 クチ スウ		出資金額 シュッシ キンガク				最終払込日 サイシュウ ハライコミビ		証券番号 ショウケン バンゴウ

		14		2101		101				弘前大学生活協同組合		036-8224		青森県弘前市文京町1		0172-34-4806		0172-36-6965		2018-11-01		2,094		20,940,000				2018-11-01		101-1

		15		2102		102				岩手大学生活協同組合		020-0066		岩手県盛岡市上田3-18-34		019-652-3533		019-624-5750		2018-11-01		1,330		13,300,000				2018-11-01		102-1

		16		2103		103				盛岡大学生活協同組合		020-0605		岩手県滝沢市砂込808		019-688-5565		019-688-5877		2018-11-01		223		2,230,000				2018-11-01		103-1

		17		2104		104				秋田大学生活協同組合		010-0854		秋田県秋田市手形山崎町12-14		018-832-7141		018-832-1105		2018-11-01		1,155		11,550,000				2018-11-01		104-1

		18		2105		105				東北大学生活協同組合		980-0845 		宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468-1 東北大学青葉山みどり厚生会館内2階		022-262-8023		022-262-9889		2018-11-01		6,556		65,560,000				2018-11-01		105-1

		19		2106		106				東北学院大学生活協同組合		980-8511		宮城県仙台市青葉区土樋1-3-1		022-264-6331		022-213-5412		2018-11-01		1,414		14,140,000				2018-11-01		106-1

		20		2107		107				東北工業大学生活協同組合		982-0846		宮城県仙台市太白区二ツ沢6番		022-246-3317		022-246-2346		2018-11-01		293		2,930,000				2018-11-01		107-1

		21		2108		108				宮城教育大学生活協同組合		980-0845		宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉149		022-265-7266		022-265-7268		2018-11-01		342		3,420,000				2018-11-01		108-1

		22		2109		109				宮城大学生活協同組合		981-3271		宮城県黒川郡大和町学苑1番		022-772-1766		022-772-1733		2018-11-01		69		690,000				2018-11-01		109-1

		23		2110		110				尚絅学院大学生活協同組合		981-1245		宮城県名取市ゆりが丘4丁目10-1		022-386-2608		022-381-2633		2018-11-01		137		1,370,000				2018-11-01		110-1

		24		2111		111				山形大学生活協同組合		990-0021		山形県山形市小白川町1-4-12		023-632-3533		023-641-5680		2018-11-01		2,230		22,300,000				2018-11-01		111-1

		25		2112		112				福島大学生活協同組合		960-1296		福島県福島市金谷川1番地		024-548-5141		024-548-3477		2018-11-01		864		8,640,000				2018-11-01		112-1

		26		2113		113				宮城学院生活協同組合		981-8557		宮城県仙台市青葉区桜ケ丘9-1-1		022-278-1613		022-278-1938		2018-11-01		400		4,000,000				2018-11-01		113-1

		27		2114		114				弘前学院生活協同組合		036-8231		青森県弘前市稔町13-1		0172-38-0933		0172-38-0935		2018-11-01		80		800,000				2018-11-01		114-1

		28		2115		115				大学生活協同組合みやぎインターカレッジコープ		981-0933		宮城県仙台市青葉区柏木1-1-41 大学生協仙台会館		022-717-4747		022-717-4869		2018-11-01		25		250,000				2018-11-01		115-1

		29		2116		116				岩手県立大学生活協同組合		020-0611		岩手県滝沢市巣子152番地52		019-688-9571		019-688-9572		2018-11-01		350		3,500,000				2018-11-01		116-1

				会員CD カイイン		補助CD ホジョ		東京地区 トウキョウ チク				郵便番号		所在地		電話番号		FAX番号		連合加入年月日 レンゴウ カニュウ ネンガッピ		口数 クチ スウ		出資金額 シュッシ キンガク				最終払込日 サイシュウ ハライコミビ		証券番号 ショウケン バンゴウ



		30		3901		201				東京大学消費生活協同組合		113-0033		東京都文京区本郷7-3-1		03-3814-1541		03-3818-3304		1969-12-19		18,718		187,180,000				2011-11-25		201-1

		31		3902		202				早稲田大学生活協同組合		169-0051		東京都新宿区西早稲田1-6-1		03-3207-8611		03-3207-8614		1969-12-19		14,423		144,230,000				2012-01-25		202-1

		32		3903		203				慶應義塾生活協同組合		223-0061		神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1		045-563-8489		045-562-6433		1969-12-19		11,371		113,710,000				2011-11-25		203-1

		33		3904		204				法政大学生活協同組合		102-0071		東京都千代田区富士見2-17-1法政大学内		03-6380-9499		03-5275-6391		1972-01-01		5,218		52,180,000				2007-10-22		204-1

		34		3909		209				生活協同組合東京インターカレッジコープ		150-0001		東京都渋谷区神宮前6－24－4		03-3486-6611		03-3486-6622		1993-12-07		1,098		10,980,000				2016-02-05		209-1

		35		3911		211				東京理科大学消費生活協同組合		162-0825		東京都新宿区神楽坂1-3		03-3267-1001		03-3267-1003		1969-12-19		4,574		45,740,000				2007-11-20		211-1

		36		3912		212				工学院大学学園生活協同組合		192-0015		東京都八王子市中野町2665-1 マチ		042-633-9012		042-624-5387		1976-04-01		1,796		17,960,000				2016-02-19		212-1

		37		3913		213				東京電機大学生活協同組合		120-8551		東京都足立区千住旭町5番　3号館3階		03-3870-8681		03-3870-8682		1980-04-01		1,533		15,330,000				2017-01-12		213-1

		38		3914		214				東京海洋大学生活協同組合		108-8477		東京都港区港南4-5-7		03-3471-7441		03-3471-8086		1978-06-22		820		8,200,000				2016-12-30		214-1

		39		3915		215				千葉商科大学生活協同組合		272-0827		千葉県市川市国府台1-3-1		047-372-0189		047-300-5181		1978-06-22		417		4,170,000				2012-01-25		215-1

		40		3916		216				千葉大学生活協同組合		263-0022		千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33		043-252-1810		043-252-1124		1979-06-01		4,224		42,240,000				2011-11-25		216-1

		41		3917		217				東京農業大学生活協同組合		156-0054		東京都世田谷区桜丘1-1-1		03-3427-5711		03-3427-6683		1990-03-01		3,410		34,100,000				2011-10-11		217-1

		42		3918		218				東邦大学消費生活協同組合		274-0072		千葉県船橋市三山2-2-1		047-470-2090		047-470-2093		1997-09-01		1,025		10,250,000				2011-10-20		218-1

		43		3921		221				東京工業大学生活協同組合		152-8550		東京都目黒区大岡山2-12-1		03-3728-8023		03-3728-1317		1971-04-01		4,141		41,410,000				2012-02-24		221-1

		44		3922		222				明治学院消費生活協同組合		108-0071		東京都港区白金台1-2-37		03-3447-1740		03-3447-2163		1971-04-01		2,101		21,010,000				2011-10-28		222-1

		45		3923		223				首都大学東京生活協同組合		192-0397		東京都八王子市南大沢1-1		042-677-1411		042-677-1419		1971-04-01		2,878		28,780,000				2011-11-15		223-1

		46		3924		224				和光学園生活協同組合		195-0071		東京都町田市金井町2160		044-988-1429		044-988-5685		1977-07-13		554		5,540,000				2011-11-25		224-1

		47		3925		225				桜美林学園消費生活協同組合		194-0294		東京都町田市常盤町3758		042-797-0543		042-798-7088		1977-07-13		1,031		10,310,000				2011-11-25		225-1

		48		3926		226				麻布大学生活協同組合		252-0206		神奈川県相模原市中央区淵野辺1-17-71		042-754-1380		042-753-7179		1978-03-29		609		6,090,000				2011-11-25		226-1

		49		3928		228				宇宙科学研究所生活協同組合		252-5210		神奈川県相模原市中央区由野台3-1-1		042-751-0336		042-751-2289		1988-09-20		509		5,090,000				2011-11-25		228-1

		50		3929		229				横浜国立大学生活協同組合		240-8501		神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台79-10		045-331-5217		045-339-5190		1978-06-30		3,130		31,300,000				2007-11-20		229-1

		51		3930		230				横浜市立大学生活協同組合		236-0027		神奈川県横浜市金沢区瀬戸22-2		045-786-0199		045-783-6624		1978-06-22		1,517		15,170,000				2017-02-10		230-1

		52		3932		232				星薬科大学生活協同組合		142-8501		東京都品川区荏原2-4-41		03-5498-6047		03-5498-5898		2001-02-08		529		5,290,000				2016-02-24		232-1

		53		3933		233				東京工芸大学生活協同組合		243-0297		神奈川県厚木市飯山1583		046-242-8271		046-242-3412		1994-03-24		1,361		13,610,000				2011-11-25		233-1

		54		3934		234				芝浦工業大学消費生活協同組合		135-8548		東京都江東区豊洲3-7-5		03-5859-7910		03-5859-7911		2003-07-01		2,503		25,030,000				2016-11-29		234-1

		55		3935		235				日本赤十字看護大学生活協同組合		150-0012		東京都渋谷区広尾4-1-3		03-5468-5857		03-5468-5887		2005-01-22		253		2,530,000				2011-10-26		235-1

		56		3941		241				お茶の水女子大学消費生活協同組合		112-8610		東京都文京区大塚2-1-1		03-3947-8333		03-3947-9922		1972-01-01		1,028		10,280,000				2016-07-21		241-1

		57		3942		242				東京医科歯科大学生活協同組合		113-8510		東京都文京区湯島1-5-45		03-3818-5231		03-3818-5245		1972-01-01		1,006		10,060,000				2016-01-29		242-1

		58		3943		243				東京外国語大学生活協同組合		183-8534		東京都府中市朝日町3-11-1		042-354-3061		042-354-3065		1972-01-01		1,200		12,000,000				2016-02-19		243-1

		59		3944		244				武蔵学園生活協同組合		176-8534		東京都練馬区豊玉上1-26-1		03-3994-2363		03-3948-5843		1972-01-01		764		7,640,000				2008-10-24		244-1

		60		3945		245				日本女子大学生活協同組合		112-0015		東京都文京区目白台2-8-1		03-3945-3601		03-3942-2339		1978-06-22		1,679		16,790,000				2016-12-22		245-1

		61		3946		246				東洋大学生活協同組合		112-8606		東京都文京区白山5-28-20		03-3943-9603		03-3943-9605		1981-03-01		3,419		34,190,000				2016-01-27		246-1

		62		3947		247				東京芸術大学生活協同組合		110-8714		東京都台東区上野公園12-8		03-3828-5669		03-3828-7291		1988-03-30		356		3,560,000				2011-11-25		247-1

		63		3948		248				大東文化学園生活協同組合		355-0065		埼玉県東松山市岩殿560		0493-35-1521		0493-35-1524		1979-04-01		1,294		12,940,000				2008-10-24		248-1

		64		3949		249				埼玉大学生活協同組合		338-8570		埼玉県さいたま市桜区下大久保255		048-853-1764		048-857-7721		1980-04-01		3,247		32,470,000				2016-12-28		249-1

		65		3950		250				跡見学園女子大学生活協同組合		352-8501		埼玉県新座市中野1-9-6		048-481-0727		048-481-0764		1996-02-09		563		5,630,000				2017-01-06		250-1

		66		3951		251				十文字学園生活協同組合		352-8510		埼玉県新座市菅沢2-1-28		048-489-1277		048-489-1276		1997-07-24		400		4,000,000				2012-01-25		251-1

		67		3952		252				淑徳大学みずほ台生活協同組合		354-0041		埼玉県入間郡三芳町藤久保1150-1		049-259-5151		049-259-1308		1997-07-24		297		2,970,000				2012-01-25		252-1

		68		3955		255				前橋工科大学生活協同組合		371-0816		群馬県前橋市上佐鳥町460番地1		027-287-4611		027-287-4622		2010-01-16		228		2,280,000				2016-02-23		255-1

		69		3960		260				東京工業高等専門学校生活協同組合		193-0942		東京都八王子市椚田町1220番2号		042-669-5016		042-669-5017		2005-01-22		238		2,380,000				2016-02-25		260-1

		70		3961		261				東京経済大学生活協同組合		185-0021		東京都国分寺市南町1-7-34		042-321-0627		042-327-5231		1971-04-01		1,124		11,240,000				2012-01-25		261-1

		71		3962		262				一橋大学消費生活協同組合		186-8601		東京都国立市中2-1		042-572-7818		042-572-7829		1971-04-01		1,971		19,710,000				2011-11-25		262-1

		72		3963		263				東京学芸大学生活協同組合		184-8501		東京都小金井市貫井北町4-1-1		042-324-6225		042-322-3953		1971-04-01		1,949		19,490,000				2016-01-29		263-1

		73		3964		264				電気通信大学生活協同組合		182-8585		東京都調布市調布ヶ丘1-5-1		042-487-2881		042-486-6610		1971-04-01		1,363		13,630,000				2011-11-25		264-1

		74		3965		265				東京農工大学消費生活協同組合		183-0054		東京都府中市幸町3-5-8		042-366-0762		042-352-7222		1971-04-01		1,945		19,450,000				2011-10-24		265-1

		75		3966		266				津田塾大学生活協同組合		187-8577		東京都小平市津田町2-1-1		042-343-7349		042-344-7465		1972-07-01		858		8,580,000				2011-11-15		266-1

		76		3967		267				東京薬科大学生活協同組合		192-0392		東京都八王子市堀之内1432-1 ノ		042-676-6368		0426-76-6166		1976-04-01		1,821		18,210,000				2016-02-25		267-1

		77		3968		268				白梅学園生活協同組合		187-8570		東京都小平市小川町1-830		042-343-1728		042-342-2821		1980-04-01		324		3,240,000				2007-10-22		268-1

		78		3969		269				日本社会事業大学生活協同組合		204-8555		東京都清瀬市竹丘3丁目1番30号		042-492-5506		042-492-5505		1981-03-01		330		3,300,000				2007-11-20		269-1

		79		3970		270				日本獣医生命科学大学生活協同組合		180-0023		東京都武蔵野市境南町1-7-1		0422-31-6252		0422-31-6252		1983-03-01		355		3,550,000				2017-01-24		270-1

		80		3971		271				清泉女学院生活協同組合		381-0085		長野県長野市上野2-120-8		026-295-3460		026-295-3458		2005-09-14		121		1,210,000				2016-02-05		271-1

		81		3972		272				山梨県立大学生活協同組合		400-0035		山梨県甲府市飯田5-11-1		055-236-2177		055-236-2178		2006-12-27		217		2,170,000				2011-10-27		272-1

		82		3973		273				明治薬科大学生活協同組合		204-8588		東京都清瀬市野塩2-522-1		042-495-8446		042-495-8451		1997-10-27		884		8,840,000				2007-12-12		273-1

		83		3974		274				新潟青陵大学・短期大学生活協同組合		951-8121		新潟県新潟市中央区水道町1丁目5939番地27		025-266-0690		025-266-0526		1997-11-25		425		4,250,000				2011-10-31		274-1

		84		3975		275				長野県立大学生活協同組合 タ		380-0803		長野県長野市三輪8-49-7		026-235-3716		026-233-2128		1998-06-01		241		2,410,000				2016-01-29		275-1

		85		3976		276				新潟大学生活協同組合		950-2181		新潟県新潟市西区五十嵐２の町8050		025-262-6204		025-262-6205		1989-03-01		4,351		43,510,000				2011-11-25		276-1

		86		3977		277				信州大学生活協同組合		390-0802		長野県松本市旭3-1-1		0263-37-2982		0263-36-7441		1989-03-01		4,516		45,160,000				2011-11-25		277-1

		87		3978		278				長野大学生活協同組合		386-1214		長野県上田市下之郷乙646		0268-38-7238		0268-38-8294		1989-03-01		293		2,930,000				2016-02-01		278-1

		88		3979		279				山梨大学生活協同組合		400-8510		山梨県甲府市武田4-4-37		055-252-4757		055-252-9593		1989-03-01		991		9,910,000				2011-11-05		279-1

		89		3980		280				群馬大学生活協同組合		371-8510		群馬県前橋市荒牧町4-2		027-232-1599		027-231-9552		1989-03-01		1,837		18,370,000				2016-02-16		280-1

		90		3981		281				足利大学生活協同組合		326-8558		栃木県足利市大前町268-1		0284-62-5882		0284-62-6971		1989-03-01		294		2,940,000				2011-11-25		281-1

		91		3982		282				宇都宮大学消費生活協同組合		321-8505		栃木県宇都宮市峰町350		028-636-1995		028-632-9244		1989-03-01		1,328		13,280,000				2011-11-25		282-1

		92		3983		283				茨城大学生活協同組合		310-8512		茨城県水戸市文京2-1-1		029-225-3384		029-228-2750		1989-03-01		2,475		24,750,000				2011-11-25		283-1

		93		3984		284				高崎経済大学生活協同組合		370-0801		群馬県高崎市上並榎町1300		027-343-2024		027-343-2794		1990-06-01		917		9,170,000				2016-02-17		284-1

		94		3985		285				茨城キリスト教学園生活協同組合		319-1295		茨城県日立市大みか町6-11-1		0294-25-5285		0294-25-5287		1999-08-31		411		4,110,000				2011-11-25		285-1

		95		3986		286				松本大学生活協同組合		390-1295		長野県松本市新村2095-1		0263-48-7280		0263-48-7281		2001-08-23		360		3,600,000				2017-01-13		286-1

		96		3987		287				新潟県立大学生活協同組合		950-8680		新潟県新潟市東区海老ヶ瀬471		025-270-1730		025-270-1730		1996-11-15		220		2,200,000				2012-01-25		287-1

		97		3988		288				長野県看護大学生活協同組合		399-4117		長野県駒ヶ根市赤穂1694番地		0265-81-7095		0265-81-7095		1998-03-10		199		1,990,000				2016-02-18		288-1

		98		3989		289				太田情報・医療・自動車専門学校生活協同組合		373-0812		群馬県太田市東長岡町1361		0276-22-1718		0276-22-1720		1997-02-25		206		2,060,000				2016-02-22		289-1

				会員CD カイイン		補助CD ホジョ		東海地区 トウカイ チク				郵便番号		所在地		電話番号		FAX番号		連合加入年月日 レンゴウ カニュウ ネンガッピ		口数 クチ スウ		出資金額 シュッシ キンガク				最終払込日 サイシュウ ハライコミビ		証券番号 ショウケン バンゴウ



		99		5101		301				静岡大学生活協同組合		422-8017		静岡県静岡市駿河区大谷836		054-237-2712		054-237-3205		2018-11-01		1,625		16,250,000				2018-11-01		301-1

		100		5103		303				愛知大学生活協同組合		441-8522		愛知県豊橋市町畑町1-1　愛知大学内		0532-47-5931		0532-46-6141		2018-11-01		1,451		14,510,000				2018-11-01		303-1

		101		5105		305				名古屋大学消費生活協同組合		464-0814		愛知県名古屋市千種区不老町1		052-781-1111		052-782-1946		2018-11-01		3,951		39,510,000				2018-11-01		305-1

		102		5106		306				愛知教育大学生活協同組合		448-8543		愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢1		0566-36-2404		0566-36-4830		2018-11-01		948		9,480,000				2018-11-01		306-1

		103		5107		307				名古屋工業大学生活協同組合		466-8555		愛知県名古屋市昭和区御器所町		052-731-1600		052-731-8726		2018-11-01		1,600		16,000,000				2018-11-01		307-1

		104		5108		308				名古屋市立大学生活協同組合		467-0802		愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町山の畑1		052-881-5906		052-881-5921		2018-11-01		736		7,360,000				2018-11-01		308-1

		105		5109		309				愛知県公立大学生活協同組合 コウリツ		480-1342		愛知県長久手市茨ヶ廻間1522-3		0561-61-0134		0561-61-1210		2018-11-01		498		4,980,000				2018-11-01		309-1

		106		5110		310				日本福祉大学生活協同組合		470-3296		愛知県知多郡美浜町奥田会下前35-6		0569-87-2301		0569-87-2305		2018-11-01		1,063		10,630,000				2018-11-01		310-1

		107		5112		312				岐阜大学消費生活協同組合		501-1112		岐阜県岐阜市柳戸1-1		058-230-1166		058-230-1167		2018-11-01		1,584		15,840,000				2018-11-01		312-1

		108		5113		313				三重大学生活協同組合		514-8507		三重県津市栗真町屋町1577番地		059-231-1103		059-231-3852		2018-11-01		1,516		15,160,000				2018-11-01		313-1

		109		5114		314				三重短期大学生活協同組合		514-0112		三重県津市一身田中野181-1		059-232-4959		059-231-4113		2018-11-01		113		1,130,000				2018-11-01		314-1

		110		5115		315				中京大学生活協同組合		466-0825		愛知県名古屋市昭和区八事本町101-2		052-831-2460		052-835-3249		2018-11-01		1,962		19,620,000				2018-11-01		315-1

		111		5116		316				名城大学生活協同組合		468-0073		愛知県名古屋市天白区塩釜口1丁目501番地		052-831-4068		052-831-7948		2018-11-01		866		8,660,000				2018-11-01		316-1

		112		5118		318				岐阜市立女子短期大学生活協同組合		501-0102		岐阜県岐阜市一日市場北町7番1号		058-296-3129		058-232-4341		2018-11-01		77		770,000				2018-11-01		318-1

		113		5119		319				自然科学研究機構岡崎生活協同組合		444-8585		愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38		0564-58-9210		0564-58-9219		2018-11-01		101		1,010,000				2018-11-01		319-1

		114		5120		320				金城学院大学生活協同組合		463-8521		愛知県名古屋市守山区大森2丁目1723		052-799-1190		052-799-1196		2018-11-01		580		5,800,000				2018-11-01		320-1

		115		5121		321				三重県立看護大学生活協同組合		514-0116		三重県津市夢が丘1-1-1		059-236-5010		059-236-5012		2018-11-01		64		640,000				2018-11-01		321-1

		117		5123		323				生活協同組合インターカレッジコープ愛知		466-8657		愛知県名古屋市昭和区山手通2-16-1 大学生協東海会館1階		052-839-2898		052-839-2894		2018-11-01		50		500,000				2018-11-01		323-1

		118		5124		324				静岡文化芸術大学生活協同組合		430-8533		静岡県浜松市中区中央二丁目１番１号		053-453-5702		053-415-8266		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		324-1

		119		5125		325				日本赤十字豊田看護大学生活協同組合		471-0056		愛知県豊田市白山町七曲12番33						2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		325-1

				会員CD カイイン		補助CD ホジョ		関西北陸地区 カンサイ ホクリク チク				郵便番号		所在地		電話番号		FAX番号		連合加入年月日 レンゴウ カニュウ ネンガッピ		口数 クチ スウ		出資金額 シュッシ キンガク				最終払込日 サイシュウ ハライコミビ		証券番号 ショウケン バンゴウ



		120		6603		411				大学生活協同組合大阪インターカレッジコープ		532-0004		大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-15 大学生協大阪会館		06-6395-3161		06-7659-9794		2018-11-01		122		1,220,000				2018-11-01		411-1

		121		6611		412				近畿大学生活協同組合		577-0818		大阪府東大阪市小若江3-4-1		06-6725-3311		06-6723-4455		2018-11-01		3,299		32,990,000				2018-11-01		412-1

		122		6613		413				大阪経済大学生活協同組合		533-0011		大阪府大阪市東淀川区大桐3丁目16番10号 大阪経済大学内		06-6379-2230		06-6379-2232		2018-11-01		702		7,020,000				2018-11-01		413-1

		123		6614		414				阪南大学生活協同組合		580-0032		大阪府松原市天美東5-4-33		072-334-2954		072-334-3810		2018-11-01		616		6,160,000				2018-11-01		414-1

		124		6615		415				大阪電気通信大学生活協同組合		572-8530		大阪府寝屋川市初町18-8		072-822-1231		072-820-5662		2018-11-01		1,066		10,660,000				2018-11-01		415-1

		125		6617		416				大阪千代田短期大学生活協同組合		586-0094		大阪府河内長野市小山田町1685番地		0721-54-0652		0721-54-0654		2018-11-01		39		390,000				2018-11-01		416-1

		126		6622		417				千里金蘭大学生活協同組合		565-0873		大阪府吹田市藤白台5-25-1		06-6872-3610		06-6872-3710		2018-11-01		187		1,870,000				2018-11-01		417-1

		127		6621		418				大阪樟蔭女子大学生活協同組合		577-0807		大阪府東大阪市菱屋西4丁目2番地26号		06-6730-6577		06-6724-5264		2018-11-01		352		3,520,000				2018-11-01		418-1

		128		6631		419				大阪府立大学生活協同組合		599-8531		大阪府堺市中区学園町1-1　大阪府立大学内		072-259-4466		072-252-2187		2018-11-01		1,932		19,320,000				2018-11-01		419-1

		129		6632		420				大阪大学生活協同組合		560-0043		大阪府豊中市待兼山町1-9		06-6841-3326		06-6841-9644		2018-11-01		9,786		97,860,000				2018-11-01		420-1

		130		6633		421				大阪教育大学生活協同組合		582-8582		大阪府柏原市旭ヶ丘4-698-1		072-976-3636		072-976-3637		2018-11-01		1,332		13,320,000				2018-11-01		421-1

		131		6634		422				和歌山大学消費生活協同組合		640-8441		和歌山県和歌山市栄谷930		073-452-8497		073-455-6358		2018-11-01		947		9,470,000				2018-11-01		422-1

		132		6636		423				大阪市立大学生活協同組合		558-8585		大阪府大阪市住吉区杉本3-3-138		06-6605-3011		06-6699-1093		2018-11-01		2,756		27,560,000				2018-11-01		423-1

		133		6637		424				和歌山県立医科大学生活協同組合		641-0012		和歌山県和歌山市紀三井寺811-1		073-448-1161		073-448-2413		2018-11-01		443		4,430,000				2018-11-01		424-1

		134		6771		426				神戸大学生活協同組合		657-0013		兵庫県神戸市灘区六甲台町		078-871-3691		078-882-5740		2018-11-01		5,406		54,060,000				2018-11-01		426-1

		135		6772		427				関西学院大学生活協同組合		662-0891		兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155		0798-53-7001		0798-53-5755		2018-11-01		6,569		65,690,000				2018-11-01		427-1

		136		6774		428				神戸市外国語大学消費生活協同組合		651-2187		兵庫県神戸市西区学園東町9-1		078-794-8191		078-797-2464		2018-11-01		779		7,790,000				2018-11-01		428-1

		137		6775		429				甲南大学生活協同組合		658-0072		兵庫県神戸市東灘区岡本9-6-4		078-451-1371		078-451-8647		2018-11-01		2,260		22,600,000				2018-11-01		429-1

		138		6776		430				兵庫県立大学生活協同組合		671-2201		兵庫県姫路市書写2167		079-266-0998		079-266-9699		2018-11-01		2,058		20,580,000				2018-11-01		430-1

		139		6777		431				神戸薬科大学生活協同組合		658-0003		兵庫県神戸市東灘区本山北町4-19-1		078-441-7521		078-453-3568		2018-11-01		623		6,230,000				2018-11-01		431-1

		140		6778		432				神戸親和女子大学生活協同組合		651-1111		兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町7-13-1		078-595-0303		078-595-0565		2018-11-01		233		2,330,000				2018-11-01		432-1

		141		6780		433				園田学園女子大学生活協同組合		661-0012		兵庫県尼崎市南塚口町7丁目29-1		06-6422-5794		06-6422-5889		2018-11-01		488		4,880,000				2018-11-01		433-1

		142		6781		434				大手前大学生活協同組合		662-0961		兵庫県西宮市御茶家所町6番地42号		0798-33-4900		0798-33-4140		2018-11-01		186		1,860,000				2018-11-01		434-1

		143		6782		435				甲南女子大学生活協同組合		658-0001		兵庫県神戸市東灘区森北町6-2-23		078-435-5270		078-435-5271		2018-11-01		621		6,210,000				2018-11-01		435-1

		144		6783		436				神戸市立工業高等専門学校生活協同組合		651-2194		兵庫県神戸市西区学園東町8-3		078-795-4051		078-795-4052		2018-11-01		257		2,570,000				2018-11-01		436-1

		145		6171		438				富山大学生活協同組合		930-0887		富山県富山市五福3190		076-431-4249		076-431-5008		2018-11-01		3,303		33,030,000				2018-11-01		438-1

		146		6172		439				金沢大学生活協同組合		920-1192		石川県金沢市角間町		076-231-2855		076-262-0359		2018-11-01		4,094		40,940,000				2018-11-01		439-1

		147		6173		440				福井大学生活協同組合		910-8525		福井県福井市文京3-9-1		0776-21-2956		0776-21-2990		2018-11-01		1,574		15,740,000				2018-11-01		440-1

		148		6174		441				石川工業高等専門学校生活協同組合		929-0342		石川県河北郡津幡町字北中条夕1		076-288-5638		076-288-6587		2018-11-01		261		2,610,000				2018-11-01		441-1

		149		6175		442				富山県立大学生活協同組合		939-0392		富山県射水市黒河5180		0766-56-8824		0766-56-8827		2018-11-01		459		4,590,000				2018-11-01		442-1

		150		6176		443				富山高等専門学校生活協同組合		933-0293		富山県射水市海老江練合1の2		0766-86-5870		0766-86-5871		2018-11-01		349		3,490,000				2018-11-01		443-1

		151		6501		445				京都大学生活協同組合		606-8316		京都府京都市左京区吉田二本松町　京都大学内		075-753-7640		075-761-0046		2018-11-01		11,982		119,820,000				2018-11-01		445-1

		152		6502		446				同志社生活協同組合		602-0893		京都府京都市上京区烏丸今出川上ル玄武町601		075-251-4421		075-256-1631		2018-11-01		10,159		101,590,000				2018-11-01		446-1

		153		6503		447				立命館生活協同組合		603-8577		京都府京都市北区等持院北町56-1		075-465-8280		075-463-1393		2018-11-01		11,934		119,340,000				2018-11-01		447-1

		154		6504		448				京都府立医科大学・京都府立大学生活協同組合 ガク キョウト ガク		602-0841		京都府京都市上京区河原町広小路梶井町465		075-251-5952		075-213-3591		2018-11-01		1,679		16,790,000				2018-11-01		448-1

		155		6505		449				龍谷大学生活協同組合		612-0021		京都府京都市伏見区深草塚本町67 龍谷大学2号館内		075-642-0213		075-643-7774		2018-11-01		4,394		43,940,000				2018-11-01		449-1

		156		6506		450				京都教育大学生活協同組合		612-0863		京都府京都市伏見区深草藤森町1		075-644-8355		075-643-3313		2018-11-01		478		4,780,000				2018-11-01		450-1

		157		6507		451				京都工芸繊維大学生活協同組合		606-0962		京都府京都市左京区松ケ崎御所海道町		075-781-5359		075-702-3347		2018-11-01		1,213		12,130,000				2018-11-01		451-1

		158		6509		452				京都橘学園生活協同組合		607-8175		京都府京都市山科区大宅山田町34		075-571-7505		075-571-8641		2018-11-01		1,297		12,970,000				2018-11-01		452-1

		159		6890		453				京都経済短期大学生活協同組合		610-1111		京都府京都市西京区大枝東長町3-1		075-331-3348		075-331-3354		2018-11-01		55		550,000				2018-11-01		453-1

		160		6577		454				奈良女子大学生活協同組合		630-8263		奈良県奈良市北魚屋西町		0742-23-5016		0742-26-2038		2018-11-01		878		8,780,000				2018-11-01		454-1

		161		6578		455				奈良教育大学生活協同組合		630-8528		奈良県奈良市高畑町		0742-26-1406		0742-26-1405		2018-11-01		350		3,500,000				2018-11-01		455-1

		162		6887		456				奈良県立大学生活協同組合		630-8258		奈良県奈良市船橋町10番地		0742-24-3303		0742-24-3303		2018-11-01		118		1,180,000				2018-11-01		456-1

		163		6889		457				奈良工業高等専門学校生活協同組合		639-1058		奈良県大和郡山市矢田町22番地		0743-55-2466		0743-55-2466		2018-11-01		227		2,270,000				2018-11-01		457-1

		164		6574		458				滋賀県立大学生活協同組合		522-8533		滋賀県彦根市八坂町2500		0749-25-4830		0749-25-4839		2018-11-01		852		8,520,000				2018-11-01		458-1

		165		6576		459				滋賀大学彦根地区生活協同組合		522-8522		滋賀県彦根市馬場1-1-1		0749-24-3256		0749-26-3012		2018-11-01		625		6,250,000				2018-11-01		459-1

		166		6575		460				滋賀大学大津地区生活協同組合		520-0862		滋賀県大津市平津2-5-1		077-537-0024		077-531-2060		2018-11-01		258		2,580,000				2018-11-01		460-1

		167		6580		461				滋賀医科大学生活協同組合		520-2192		滋賀県大津市瀬田月輪町滋賀医科大学福利棟内		077-548-2091		077-547-3151		2018-11-01		426		4,260,000				2018-11-01		461-1

								九州地区 キュウシュウ チク



		168		9101		601				生活協同組合福岡インターカレッジコープ		812-0044		福岡県福岡市博多区千代2-21-1　公団ビル1階		092-631-5140		092-651-1708		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		601-1

		169		9172		672				福岡教育大学生活協同組合		811-4192		福岡県宗像市赤間文教町1番1号		0940-32-0024		0940-35-0490		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		672-1

		170		9173		673				九州工業大学生活協同組合		804-8550		福岡県北九州市戸畑区仙水町1-1		093-883-0498		093-873-1370		2018-11-01		740		7,400,000				2018-11-01		673-1

		171		9174		674				北九州市立大学生活協同組合		802-0841		福岡県北九州市小倉南区北方4-2-1		093-961-4430		093-961-5944		2018-11-01		540		5,400,000				2018-11-01		674-1

		172		9175		675				佐賀大学生活協同組合		840-0027		佐賀県佐賀市本庄町本庄1　かささぎホール2F		0952-25-4450		0952-25-4287		2018-11-01		730		7,300,000				2018-11-01		675-1

		173		9176		676				宮崎大学生活協同組合		889-2155		宮崎県宮崎市学園木花台西1-1		0985-58-0612		0985-55-3020		2018-11-01		600		6,000,000				2018-11-01		676-1

		174		9177		677				鹿児島大学生活協同組合		890-0065		鹿児島県鹿児島市郡元1-21-24		099-255-0131		099-286-0095		2018-11-01		2,110		21,100,000				2018-11-01		677-1

		175		9178		678				琉球大学生活協同組合		903-0129		沖縄県中頭郡西原町字千原1番地		098-895-2620		098-895-4041		2018-11-01		900		9,000,000				2018-11-01		678-1

		176		9181		681				鹿児島県立短期大学生活協同組合		890-0005		鹿児島県鹿児島市下伊敷1-52-1		099-229-0172		099-220-2602		2018-11-01		70		700,000				2018-11-01		681-1

		177		9182		682				沖縄大学生活協同組合		902-0075		沖縄県那覇市国場555		098-855-9806		098-855-9815		2018-11-01		80		800,000				2018-11-01		682-1

		178		9183		683				福岡女子大学生活協同組合		813-0003		福岡県福岡市東区香住ヶ丘1-1-1		092-661-7736		092-673-0789		2018-11-01		70		700,000				2018-11-01		683-1

		179		9184		684				九州大学生活協同組合		819-0385		福岡県福岡市西区元岡744　ウエスト５号館 ニシク モトオカ ゴウカン		092-834-2135		092-834-2778		2018-11-01		2,510		25,100,000				2018-11-01		684-1

		191		9185		685				西南学院大学生活協同組合		814-0002		福岡県福岡市早良区西新7-4-63		092-285-6051		092-822-5429		2018-11-01		550		5,500,000				2018-11-01		685-1

		181		9186		686				長崎県立大学佐世保校生活協同組合		858-0914		長崎県佐世保市川下町123		0956-48-3732		0956-48-3722		2018-11-01		190		1,900,000				2018-11-01		686-1

		182		9187		687				長崎大学生活協同組合		852-8131		長崎県長崎市文教町1-14		095-845-5887		095-845-5819		2018-11-01		1,150		11,500,000				2018-11-01		687-1

		183		9188		688				熊本大学生活協同組合		860-0862		熊本県熊本市中央区黒髪2-40-1		096-343-4422		096-343-4897		2018-11-01		1,010		10,100,000				2018-11-01		688-1

		184		9189		689				大分大学生活協同組合		870-1192		大分県大分市旦野原700番地		097-569-0016		097-569-2340		2018-11-01		600		6,000,000				2018-11-01		689-1

		185		9190		690				福岡県立大学生活協同組合		825-8585		福岡県田川市伊田4395		0947-44-3399		0947-44-4003		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		690-1

		186		9191		691				純心大学生活協同組合		852-8142		長崎県長崎市三ツ山町235		095-842-1015		095-842-0551		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		691-1

		187		9193		693				南九州学園生活協同組合		880-0032		宮崎県宮崎市霧島5-1-2		0985-35-0456		0985-32-0222		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		693-1

		188		9195		695				九州国際大学生活協同組合		805-0062		福岡県北九州市八幡東区平野1丁目6-1		093-663-5385		093-663-5386		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		695-1

		189		9196		696				長崎県立大学シーボルト校生活協同組合		851-2130		長崎県西彼杵郡長与町まなび野1-1-1		095-887-5552		095-887-4681		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		696-1

		190		9198		698				生活協同組合熊本インターカレッジコープアカデミア		860-0862		熊本県熊本市中央区黒髪6-8-41		096-343-6515		096-343-6540		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		698-1

		180		9199		699				西南女学院大学生活協同組合		803-0835		福岡県北九州市小倉北区井堀1-3-5		093-563-2232		093-592-0121		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		699-1
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議案書用 (游) (3)

																												2019年2月28日現在 ネン ガツ ニチ ゲンザイ

										2019年12月現在

				会員CD カイイン		補助CD ホジョ		北海道地区 ホッカイドウ チク				郵便番号		所在地		電話番号		FAX番号		連合加入年月日 レンゴウ カニュウ ネンガッピ		口数 クチ スウ		出資金額 シュッシ キンガク				最終払込日 サイシュウ ハライコミビ		証券番号 ショウケン バンゴウ

		1		1101		001				北海道大学生活協同組合		060-0808		北海道札幌市北区北8条西7丁目		011-746-6218		011-746-2341		2018-11-01		3,900		39,000,000				2018-11-01		001-1

		2		1102		002				北海学園生活協同組合		062-0911		北海道札幌市豊平区旭町4-1-40		011-831-8195		011-815-4335		2018-11-01		900		9,000,000				2018-11-01		002-1

		3		1103		003				酪農学園生活協同組合		069-0836		北海道江別市文京台緑町569-47		011-386-7281		011-386-7298		2018-11-01		700		7,000,000				2018-11-01		003-1

		4		1104		004				札幌学院大学生活協同組合		069-0833		北海道江別市文京台11番地		011-386-2970		011-387-1784		2018-11-01		500		5,000,000				2018-11-01		004-1

		5		1105		005				北星学園生活協同組合		004-0042		北海道札幌市厚別区大谷地西2-3-1		011-891-2313		011-891-2349		2018-11-01		500		5,000,000				2018-11-01		005-1

		6		1106		006				北海道教育大学生活協同組合		002-8075		北海道札幌市北区あいの里5条3丁目1番		011-778-8861		011-778-8862		2018-11-01		800		8,000,000				2018-11-01		006-1

		7		1173		073				札幌大学生活協同組合		062-0033		北海道札幌市豊平区西岡3条7丁目3-1		011-852-1528		011-852-1540		2018-11-01		200		2,000,000				2018-11-01		073-1

		8		1174		074				小樽商科大学生活協同組合		047-8503		北海道小樽市緑3丁目5番21号		0134-23-2298		0134-25-5985		2018-11-01		200		2,000,000				2018-11-01		074-1

		9		1175		075				室蘭工業大学生活協同組合		050-0071		北海道室蘭市水元町36-8		0143-44-2994		0143-45-2757		2018-11-01		1,000		10,000,000				2018-11-01		075-1

		10		1176		076				帯広畜産大学生活協同組合		080-0834		北海道帯広市稲田西２線11番地		0155-48-2284		0155-48-2733		2018-11-01		400		4,000,000				2018-11-01		076-1

		11		1177		077				北見工業大学生活協同組合		090-0015		北海道北見市公園町165		0157-24-5581		0157-24-6968		2018-11-01		400		4,000,000				2018-11-01		077-1

		12		1179		079				釧路公立大学生活協同組合		085-8585		北海道釧路市芦野4丁目1番1号		0154-37-4155		0154-37-4277		2018-11-01		100		1,000,000				2018-11-01		079-1

		13		1180		080				公立はこだて未来大学生活協同組合		041-0803		北海道函館市亀田中野町116番地2		0138-83-6061		0138-83-6065		2018-11-01		100		1,000,000				2018-11-01		080-1

				会員CD カイイン		補助CD ホジョ		東北地区 トウホク チク				郵便番号		所在地		電話番号		FAX番号		連合加入年月日 レンゴウ カニュウ ネンガッピ		口数 クチ スウ		出資金額 シュッシ キンガク				最終払込日 サイシュウ ハライコミビ		証券番号 ショウケン バンゴウ

		14		2101		101				弘前大学生活協同組合		036-8224		青森県弘前市文京町1		0172-34-4806		0172-36-6965		2018-11-01		2,094		20,940,000				2018-11-01		101-1

		15		2102		102				岩手大学生活協同組合		020-0066		岩手県盛岡市上田3-18-34		019-652-3533		019-624-5750		2018-11-01		1,330		13,300,000				2018-11-01		102-1

		16		2103		103				盛岡大学生活協同組合		020-0605		岩手県滝沢市砂込808		019-688-5565		019-688-5877		2018-11-01		223		2,230,000				2018-11-01		103-1

		17		2104		104				秋田大学生活協同組合		010-0854		秋田県秋田市手形山崎町12-14		018-832-7141		018-832-1105		2018-11-01		1,155		11,550,000				2018-11-01		104-1

		18		2105		105				東北大学生活協同組合		980-0845 		宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468-1 東北大学青葉山みどり厚生会館内2階		022-262-8023		022-262-9889		2018-11-01		6,556		65,560,000				2018-11-01		105-1

		19		2106		106				東北学院大学生活協同組合		980-8511		宮城県仙台市青葉区土樋1-3-1		022-264-6331		022-213-5412		2018-11-01		1,414		14,140,000				2018-11-01		106-1

		20		2107		107				東北工業大学生活協同組合		982-0846		宮城県仙台市太白区二ツ沢6番		022-246-3317		022-246-2346		2018-11-01		293		2,930,000				2018-11-01		107-1

		21		2108		108				宮城教育大学生活協同組合		980-0845		宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉149		022-265-7266		022-265-7268		2018-11-01		342		3,420,000				2018-11-01		108-1

		22		2109		109				宮城大学生活協同組合		981-3271		宮城県黒川郡大和町学苑1番		022-772-1766		022-772-1733		2018-11-01		69		690,000				2018-11-01		109-1

		23		2110		110				尚絅学院大学生活協同組合		981-1245		宮城県名取市ゆりが丘4丁目10-1		022-386-2608		022-381-2633		2018-11-01		137		1,370,000				2018-11-01		110-1

		24		2111		111				山形大学生活協同組合		990-0021		山形県山形市小白川町1-4-12		023-632-3533		023-641-5680		2018-11-01		2,230		22,300,000				2018-11-01		111-1

		25		2112		112				福島大学生活協同組合		960-1296		福島県福島市金谷川1番地		024-548-5141		024-548-3477		2018-11-01		864		8,640,000				2018-11-01		112-1

		26		2113		113				宮城学院生活協同組合		981-8557		宮城県仙台市青葉区桜ケ丘9-1-1		022-278-1613		022-278-1938		2018-11-01		400		4,000,000				2018-11-01		113-1

		27		2114		114				弘前学院生活協同組合		036-8231		青森県弘前市稔町13-1		0172-38-0933		0172-38-0935		2018-11-01		80		800,000				2018-11-01		114-1

		28		2115		115				大学生活協同組合みやぎインターカレッジコープ		981-0933		宮城県仙台市青葉区柏木1-1-41 大学生協仙台会館		022-717-4747		022-717-4869		2018-11-01		25		250,000				2018-11-01		115-1

		29		2116		116				岩手県立大学生活協同組合		020-0611		岩手県滝沢市巣子152番地52		019-688-9571		019-688-9572		2018-11-01		350		3,500,000				2018-11-01		116-1

				会員CD カイイン		補助CD ホジョ		東京地区 トウキョウ チク				郵便番号		所在地		電話番号		FAX番号		連合加入年月日 レンゴウ カニュウ ネンガッピ		口数 クチ スウ		出資金額 シュッシ キンガク				最終払込日 サイシュウ ハライコミビ		証券番号 ショウケン バンゴウ

		30		3901		201				東京大学消費生活協同組合		113-0033		東京都文京区本郷7-3-1		03-3814-1541		03-3818-3304		1969-12-19		18,718		187,180,000				2011-11-25		201-1

		31		3902		202				早稲田大学生活協同組合		169-0051		東京都新宿区西早稲田1-6-1		03-3207-8611		03-3207-8614		1969-12-19		14,423		144,230,000				2012-01-25		202-1

		32		3903		203				慶應義塾生活協同組合		223-0061		神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1		045-563-8489		045-562-6433		1969-12-19		11,371		113,710,000				2011-11-25		203-1

		33		3904		204				法政大学生活協同組合		102-0071		東京都千代田区富士見2-17-1法政大学内		03-6380-9499		03-5275-6391		1972-01-01		5,218		52,180,000				2007-10-22		204-1

		34		3909		209				生活協同組合東京インターカレッジコープ		150-0001		東京都渋谷区神宮前6－24－4		03-3486-6611		03-3486-6622		1993-12-07		1,098		10,980,000				2016-02-05		209-1

		35		3911		211				東京理科大学消費生活協同組合		162-0825		東京都新宿区神楽坂1-3		03-3267-1001		03-3267-1003		1969-12-19		4,574		45,740,000				2007-11-20		211-1

		36		3912		212				工学院大学学園生活協同組合		192-0015		東京都八王子市中野町2665-1 マチ		042-633-9012		042-624-5387		1976-04-01		1,796		17,960,000				2016-02-19		212-1

		37		3913		213				東京電機大学生活協同組合		120-8551		東京都足立区千住旭町5番　3号館3階		03-3870-8681		03-3870-8682		1980-04-01		1,533		15,330,000				2017-01-12		213-1

		38		3914		214				東京海洋大学生活協同組合		108-8477		東京都港区港南4-5-7		03-3471-7441		03-3471-8086		1978-06-22		820		8,200,000				2016-12-30		214-1

		39		3915		215				千葉商科大学生活協同組合		272-0827		千葉県市川市国府台1-3-1		047-372-0189		047-300-5181		1978-06-22		417		4,170,000				2012-01-25		215-1

		40		3916		216				千葉大学生活協同組合		263-0022		千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33		043-252-1810		043-252-1124		1979-06-01		4,224		42,240,000				2011-11-25		216-1

		41		3917		217				東京農業大学生活協同組合		156-0054		東京都世田谷区桜丘1-1-1		03-3427-5711		03-3427-6683		1990-03-01		3,410		34,100,000				2011-10-11		217-1

		42		3918		218				東邦大学消費生活協同組合		274-0072		千葉県船橋市三山2-2-1		047-470-2090		047-470-2093		1997-09-01		1,025		10,250,000				2011-10-20		218-1

		43		3921		221				東京工業大学生活協同組合		152-8550		東京都目黒区大岡山2-12-1		03-3728-8023		03-3728-1317		1971-04-01		4,141		41,410,000				2012-02-24		221-1

		44		3922		222				明治学院消費生活協同組合		108-0071		東京都港区白金台1-2-37		03-3447-1740		03-3447-2163		1971-04-01		2,101		21,010,000				2011-10-28		222-1

		45		3923		223				首都大学東京生活協同組合		192-0397		東京都八王子市南大沢1-1		042-677-1411		042-677-1419		1971-04-01		2,878		28,780,000				2011-11-15		223-1

		46		3924		224				和光学園生活協同組合		195-0071		東京都町田市金井町2160		044-988-1429		044-988-5685		1977-07-13		554		5,540,000				2011-11-25		224-1

		47		3925		225				桜美林学園消費生活協同組合		194-0294		東京都町田市常盤町3758		042-797-0543		042-798-7088		1977-07-13		1,031		10,310,000				2011-11-25		225-1

		48		3926		226				麻布大学生活協同組合		252-0206		神奈川県相模原市中央区淵野辺1-17-71		042-754-1380		042-753-7179		1978-03-29		609		6,090,000				2011-11-25		226-1

		49		3928		228				宇宙科学研究所生活協同組合		252-5210		神奈川県相模原市中央区由野台3-1-1		042-751-0336		042-751-2289		1988-09-20		509		5,090,000				2011-11-25		228-1

		50		3929		229				横浜国立大学生活協同組合		240-8501		神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台79-10		045-331-5217		045-339-5190		1978-06-30		3,130		31,300,000				2007-11-20		229-1

		51		3930		230				横浜市立大学生活協同組合		236-0027		神奈川県横浜市金沢区瀬戸22-2		045-786-0199		045-783-6624		1978-06-22		1,517		15,170,000				2017-02-10		230-1

		52		3932		232				星薬科大学生活協同組合		142-8501		東京都品川区荏原2-4-41		03-5498-6047		03-5498-5898		2001-02-08		529		5,290,000				2016-02-24		232-1

		53		3933		233				東京工芸大学生活協同組合		243-0297		神奈川県厚木市飯山1583		046-242-8271		046-242-3412		1994-03-24		1,361		13,610,000				2011-11-25		233-1

		54		3934		234				芝浦工業大学消費生活協同組合		135-8548		東京都江東区豊洲3-7-5		03-5859-7910		03-5859-7911		2003-07-01		2,503		25,030,000				2016-11-29		234-1

		55		3935		235				日本赤十字看護大学生活協同組合		150-0012		東京都渋谷区広尾4-1-3		03-5468-5857		03-5468-5887		2005-01-22		253		2,530,000				2011-10-26		235-1

		56		3941		241				お茶の水女子大学消費生活協同組合		112-8610		東京都文京区大塚2-1-1		03-3947-8333		03-3947-9922		1972-01-01		1,028		10,280,000				2016-07-21		241-1

		57		3942		242				東京医科歯科大学生活協同組合		113-8510		東京都文京区湯島1-5-45		03-3818-5231		03-3818-5245		1972-01-01		1,006		10,060,000				2016-01-29		242-1

		58		3943		243				東京外国語大学生活協同組合		183-8534		東京都府中市朝日町3-11-1		042-354-3061		042-354-3065		1972-01-01		1,200		12,000,000				2016-02-19		243-1

		59		3944		244				武蔵学園生活協同組合		176-8534		東京都練馬区豊玉上1-26-1		03-3994-2363		03-3948-5843		1972-01-01		764		7,640,000				2008-10-24		244-1

		60		3945		245				日本女子大学生活協同組合		112-0015		東京都文京区目白台2-8-1		03-3945-3601		03-3942-2339		1978-06-22		1,679		16,790,000				2016-12-22		245-1

		61		3946		246				東洋大学生活協同組合		112-8606		東京都文京区白山5-28-20		03-3943-9603		03-3943-9605		1981-03-01		3,419		34,190,000				2016-01-27		246-1

		62		3947		247				東京芸術大学生活協同組合		110-8714		東京都台東区上野公園12-8		03-3828-5669		03-3828-7291		1988-03-30		356		3,560,000				2011-11-25		247-1

		63		3948		248				大東文化学園生活協同組合		355-0065		埼玉県東松山市岩殿560		0493-35-1521		0493-35-1524		1979-04-01		1,294		12,940,000				2008-10-24		248-1

		64		3949		249				埼玉大学生活協同組合		338-8570		埼玉県さいたま市桜区下大久保255		048-853-1764		048-857-7721		1980-04-01		3,247		32,470,000				2016-12-28		249-1

		65		3950		250				跡見学園女子大学生活協同組合		352-8501		埼玉県新座市中野1-9-6		048-481-0727		048-481-0764		1996-02-09		563		5,630,000				2017-01-06		250-1

		66		3951		251				十文字学園生活協同組合		352-8510		埼玉県新座市菅沢2-1-28		048-489-1277		048-489-1276		1997-07-24		400		4,000,000				2012-01-25		251-1

		67		3952		252				淑徳大学みずほ台生活協同組合		354-0041		埼玉県入間郡三芳町藤久保1150-1		049-259-5151		049-259-1308		1997-07-24		297		2,970,000				2012-01-25		252-1

		68		3955		255				前橋工科大学生活協同組合		371-0816		群馬県前橋市上佐鳥町460番地1		027-287-4611		027-287-4622		2010-01-16		228		2,280,000				2016-02-23		255-1

		69		3960		260				東京工業高等専門学校生活協同組合		193-0942		東京都八王子市椚田町1220番2号		042-669-5016		042-669-5017		2005-01-22		238		2,380,000				2016-02-25		260-1

		70		3961		261				東京経済大学生活協同組合		185-0021		東京都国分寺市南町1-7-34		042-321-0627		042-327-5231		1971-04-01		1,124		11,240,000				2012-01-25		261-1

		71		3962		262				一橋大学消費生活協同組合		186-8601		東京都国立市中2-1		042-572-7818		042-572-7829		1971-04-01		1,971		19,710,000				2011-11-25		262-1

		72		3963		263				東京学芸大学生活協同組合		184-8501		東京都小金井市貫井北町4-1-1		042-324-6225		042-322-3953		1971-04-01		1,949		19,490,000				2016-01-29		263-1

		73		3964		264				電気通信大学生活協同組合		182-8585		東京都調布市調布ヶ丘1-5-1		042-487-2881		042-486-6610		1971-04-01		1,363		13,630,000				2011-11-25		264-1

		74		3965		265				東京農工大学消費生活協同組合		183-0054		東京都府中市幸町3-5-8		042-366-0762		042-352-7222		1971-04-01		1,945		19,450,000				2011-10-24		265-1

		75		3966		266				津田塾大学生活協同組合		187-8577		東京都小平市津田町2-1-1		042-343-7349		042-344-7465		1972-07-01		858		8,580,000				2011-11-15		266-1

		76		3967		267				東京薬科大学生活協同組合		192-0392		東京都八王子市堀之内1432-1 ノ		042-676-6368		0426-76-6166		1976-04-01		1,821		18,210,000				2016-02-25		267-1

		77		3968		268				白梅学園生活協同組合		187-8570		東京都小平市小川町1-830		042-343-1728		042-342-2821		1980-04-01		324		3,240,000				2007-10-22		268-1

		78		3969		269				日本社会事業大学生活協同組合		204-8555		東京都清瀬市竹丘3丁目1番30号		042-492-5506		042-492-5505		1981-03-01		330		3,300,000				2007-11-20		269-1

		79		3970		270				日本獣医生命科学大学生活協同組合		180-0023		東京都武蔵野市境南町1-7-1		0422-31-6252		0422-31-6252		1983-03-01		355		3,550,000				2017-01-24		270-1

		80		3971		271				清泉女学院生活協同組合		381-0085		長野県長野市上野2-120-8		026-295-3460		026-295-3458		2005-09-14		121		1,210,000				2016-02-05		271-1

		81		3972		272				山梨県立大学生活協同組合		400-0035		山梨県甲府市飯田5-11-1		055-236-2177		055-236-2178		2006-12-27		217		2,170,000				2011-10-27		272-1

		82		3973		273				明治薬科大学生活協同組合		204-8588		東京都清瀬市野塩2-522-1		042-495-8446		042-495-8451		1997-10-27		884		8,840,000				2007-12-12		273-1

		83		3974		274				新潟青陵大学・短期大学生活協同組合		951-8121		新潟県新潟市中央区水道町1丁目5939番地27		025-266-0690		025-266-0526		1997-11-25		425		4,250,000				2011-10-31		274-1

		84		3975		275				長野県立大学生活協同組合 タ		380-0803		長野県長野市三輪8-49-7		026-235-3716		026-233-2128		1998-06-01		241		2,410,000				2016-01-29		275-1

		85		3976		276				新潟大学生活協同組合		950-2181		新潟県新潟市西区五十嵐２の町8050		025-262-6204		025-262-6205		1989-03-01		4,351		43,510,000				2011-11-25		276-1

		86		3977		277				信州大学生活協同組合		390-0802		長野県松本市旭3-1-1		0263-37-2982		0263-36-7441		1989-03-01		4,516		45,160,000				2011-11-25		277-1

		87		3978		278				長野大学生活協同組合		386-1214		長野県上田市下之郷乙646		0268-38-7238		0268-38-8294		1989-03-01		293		2,930,000				2016-02-01		278-1

		88		3979		279				山梨大学生活協同組合		400-8510		山梨県甲府市武田4-4-37		055-252-4757		055-252-9593		1989-03-01		991		9,910,000				2011-11-05		279-1

		89		3980		280				群馬大学生活協同組合		371-8510		群馬県前橋市荒牧町4-2		027-232-1599		027-231-9552		1989-03-01		1,837		18,370,000				2016-02-16		280-1

		90		3981		281				足利大学生活協同組合		326-8558		栃木県足利市大前町268-1		0284-62-5882		0284-62-6971		1989-03-01		294		2,940,000				2011-11-25		281-1

		91		3982		282				宇都宮大学消費生活協同組合		321-8505		栃木県宇都宮市峰町350		028-636-1995		028-632-9244		1989-03-01		1,328		13,280,000				2011-11-25		282-1

		92		3983		283				茨城大学生活協同組合		310-8512		茨城県水戸市文京2-1-1		029-225-3384		029-228-2750		1989-03-01		2,475		24,750,000				2011-11-25		283-1

		93		3984		284				高崎経済大学生活協同組合		370-0801		群馬県高崎市上並榎町1300		027-343-2024		027-343-2794		1990-06-01		917		9,170,000				2016-02-17		284-1

		94		3985		285				茨城キリスト教学園生活協同組合		319-1295		茨城県日立市大みか町6-11-1		0294-25-5285		0294-25-5287		1999-08-31		411		4,110,000				2011-11-25		285-1

		95		3986		286				松本大学生活協同組合		390-1295		長野県松本市新村2095-1		0263-48-7280		0263-48-7281		2001-08-23		360		3,600,000				2017-01-13		286-1

		96		3987		287				新潟県立大学生活協同組合		950-8680		新潟県新潟市東区海老ヶ瀬471		025-270-1730		025-270-1730		1996-11-15		220		2,200,000				2012-01-25		287-1

		97		3988		288				長野県看護大学生活協同組合		399-4117		長野県駒ヶ根市赤穂1694番地		0265-81-7095		0265-81-7095		1998-03-10		199		1,990,000				2016-02-18		288-1

		98		3989		289				太田情報・医療・自動車専門学校生活協同組合		373-0812		群馬県太田市東長岡町1361		0276-22-1718		0276-22-1720		1997-02-25		206		2,060,000				2016-02-22		289-1
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		99		5101		301				静岡大学生活協同組合		422-8017		静岡県静岡市駿河区大谷836		054-237-2712		054-237-3205		2018-11-01		1,625		16,250,000				2018-11-01		301-1

		100		5103		303				愛知大学生活協同組合		441-8522		愛知県豊橋市町畑町1-1　愛知大学内		0532-47-5931		0532-46-6141		2018-11-01		1,451		14,510,000				2018-11-01		303-1

		101		5105		305				名古屋大学消費生活協同組合		464-0814		愛知県名古屋市千種区不老町1		052-781-1111		052-782-1946		2018-11-01		3,951		39,510,000				2018-11-01		305-1

		102		5106		306				愛知教育大学生活協同組合		448-8543		愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢1		0566-36-2404		0566-36-4830		2018-11-01		948		9,480,000				2018-11-01		306-1

		103		5107		307				名古屋工業大学生活協同組合		466-8555		愛知県名古屋市昭和区御器所町		052-731-1600		052-731-8726		2018-11-01		1,600		16,000,000				2018-11-01		307-1

		104		5108		308				名古屋市立大学生活協同組合		467-0802		愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町山の畑1		052-881-5906		052-881-5921		2018-11-01		736		7,360,000				2018-11-01		308-1

		105		5109		309				愛知県公立大学生活協同組合 コウリツ		480-1342		愛知県長久手市茨ヶ廻間1522-3		0561-61-0134		0561-61-1210		2018-11-01		498		4,980,000				2018-11-01		309-1

		106		5110		310				日本福祉大学生活協同組合		470-3296		愛知県知多郡美浜町奥田会下前35-6		0569-87-2301		0569-87-2305		2018-11-01		1,063		10,630,000				2018-11-01		310-1

		107		5112		312				岐阜大学消費生活協同組合		501-1112		岐阜県岐阜市柳戸1-1		058-230-1166		058-230-1167		2018-11-01		1,584		15,840,000				2018-11-01		312-1

		108		5113		313				三重大学生活協同組合		514-8507		三重県津市栗真町屋町1577番地		059-231-1103		059-231-3852		2018-11-01		1,516		15,160,000				2018-11-01		313-1

		109		5114		314				三重短期大学生活協同組合		514-0112		三重県津市一身田中野181-1		059-232-4959		059-231-4113		2018-11-01		113		1,130,000				2018-11-01		314-1

		110		5115		315				中京大学生活協同組合		466-0825		愛知県名古屋市昭和区八事本町101-2		052-831-2460		052-835-3249		2018-11-01		1,962		19,620,000				2018-11-01		315-1

		111		5116		316				名城大学生活協同組合		468-0073		愛知県名古屋市天白区塩釜口1丁目501番地		052-831-4068		052-831-7948		2018-11-01		866		8,660,000				2018-11-01		316-1

		112		5118		318				岐阜市立女子短期大学生活協同組合		501-0102		岐阜県岐阜市一日市場北町7番1号		058-296-3129		058-232-4341		2018-11-01		77		770,000				2018-11-01		318-1

		113		5119		319				自然科学研究機構岡崎生活協同組合		444-8585		愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38		0564-58-9210		0564-58-9219		2018-11-01		101		1,010,000				2018-11-01		319-1

		114		5120		320				金城学院大学生活協同組合		463-8521		愛知県名古屋市守山区大森2丁目1723		052-799-1190		052-799-1196		2018-11-01		580		5,800,000				2018-11-01		320-1

		115		5121		321				三重県立看護大学生活協同組合		514-0116		三重県津市夢が丘1-1-1		059-236-5010		059-236-5012		2018-11-01		64		640,000				2018-11-01		321-1

		117		5123		323				生活協同組合インターカレッジコープ愛知		466-8657		愛知県名古屋市昭和区山手通2-16-1 大学生協東海会館1階		052-839-2898		052-839-2894		2018-11-01		50		500,000				2018-11-01		323-1

		118		5124		324				静岡文化芸術大学生活協同組合		430-8533		静岡県浜松市中区中央二丁目１番１号		053-453-5702		053-415-8266		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		324-1

		119		5125		325				日本赤十字豊田看護大学生活協同組合		471-0056		愛知県豊田市白山町七曲12番33						2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		325-1

				会員CD カイイン		補助CD ホジョ		関西北陸地区 カンサイ ホクリク チク				郵便番号		所在地		電話番号		FAX番号		連合加入年月日 レンゴウ カニュウ ネンガッピ		口数 クチ スウ		出資金額 シュッシ キンガク				最終払込日 サイシュウ ハライコミビ		証券番号 ショウケン バンゴウ

		120		6603		411				大学生活協同組合大阪インターカレッジコープ		532-0004		大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-15 大学生協大阪会館		06-6395-3161		06-7659-9794		2018-11-01		122		1,220,000				2018-11-01		411-1

		121		6611		412				近畿大学生活協同組合		577-0818		大阪府東大阪市小若江3-4-1		06-6725-3311		06-6723-4455		2018-11-01		3,299		32,990,000				2018-11-01		412-1

		122		6613		413				大阪経済大学生活協同組合		533-0011		大阪府大阪市東淀川区大桐3丁目16番10号 大阪経済大学内		06-6379-2230		06-6379-2232		2018-11-01		702		7,020,000				2018-11-01		413-1

		123		6614		414				阪南大学生活協同組合		580-0032		大阪府松原市天美東5-4-33		072-334-2954		072-334-3810		2018-11-01		616		6,160,000				2018-11-01		414-1

		124		6615		415				大阪電気通信大学生活協同組合		572-8530		大阪府寝屋川市初町18-8		072-822-1231		072-820-5662		2018-11-01		1,066		10,660,000				2018-11-01		415-1

		125		6617		416				大阪千代田短期大学生活協同組合		586-0094		大阪府河内長野市小山田町1685番地		0721-54-0652		0721-54-0654		2018-11-01		39		390,000				2018-11-01		416-1

		126		6622		417				千里金蘭大学生活協同組合		565-0873		大阪府吹田市藤白台5-25-1		06-6872-3610		06-6872-3710		2018-11-01		187		1,870,000				2018-11-01		417-1

		127		6621		418				大阪樟蔭女子大学生活協同組合		577-0807		大阪府東大阪市菱屋西4丁目2番地26号		06-6730-6577		06-6724-5264		2018-11-01		352		3,520,000				2018-11-01		418-1

		128		6631		419				大阪府立大学生活協同組合		599-8531		大阪府堺市中区学園町1-1　大阪府立大学内		072-259-4466		072-252-2187		2018-11-01		1,932		19,320,000				2018-11-01		419-1

		129		6632		420				大阪大学生活協同組合		560-0043		大阪府豊中市待兼山町1-9		06-6841-3326		06-6841-9644		2018-11-01		9,786		97,860,000				2018-11-01		420-1

		130		6633		421				大阪教育大学生活協同組合		582-8582		大阪府柏原市旭ヶ丘4-698-1		072-976-3636		072-976-3637		2018-11-01		1,332		13,320,000				2018-11-01		421-1

		131		6634		422				和歌山大学消費生活協同組合		640-8441		和歌山県和歌山市栄谷930		073-452-8497		073-455-6358		2018-11-01		947		9,470,000				2018-11-01		422-1

		132		6636		423				大阪市立大学生活協同組合		558-8585		大阪府大阪市住吉区杉本3-3-138		06-6605-3011		06-6699-1093		2018-11-01		2,756		27,560,000				2018-11-01		423-1

		133		6637		424				和歌山県立医科大学生活協同組合		641-0012		和歌山県和歌山市紀三井寺811-1		073-448-1161		073-448-2413		2018-11-01		443		4,430,000				2018-11-01		424-1

		134		6771		426				神戸大学生活協同組合		657-0013		兵庫県神戸市灘区六甲台町		078-871-3691		078-882-5740		2018-11-01		5,406		54,060,000				2018-11-01		426-1

		135		6772		427				関西学院大学生活協同組合		662-0891		兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155		0798-53-7001		0798-53-5755		2018-11-01		6,569		65,690,000				2018-11-01		427-1

		136		6774		428				神戸市外国語大学消費生活協同組合		651-2187		兵庫県神戸市西区学園東町9-1		078-794-8191		078-797-2464		2018-11-01		779		7,790,000				2018-11-01		428-1

		137		6775		429				甲南大学生活協同組合		658-0072		兵庫県神戸市東灘区岡本9-6-4		078-451-1371		078-451-8647		2018-11-01		2,260		22,600,000				2018-11-01		429-1

		138		6776		430				兵庫県立大学生活協同組合		671-2201		兵庫県姫路市書写2167		079-266-0998		079-266-9699		2018-11-01		2,058		20,580,000				2018-11-01		430-1

		139		6777		431				神戸薬科大学生活協同組合		658-0003		兵庫県神戸市東灘区本山北町4-19-1		078-441-7521		078-453-3568		2018-11-01		623		6,230,000				2018-11-01		431-1

		140		6778		432				神戸親和女子大学生活協同組合		651-1111		兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町7-13-1		078-595-0303		078-595-0565		2018-11-01		233		2,330,000				2018-11-01		432-1

		141		6780		433				園田学園女子大学生活協同組合		661-0012		兵庫県尼崎市南塚口町7丁目29-1		06-6422-5794		06-6422-5889		2018-11-01		488		4,880,000				2018-11-01		433-1

		142		6781		434				大手前大学生活協同組合		662-0961		兵庫県西宮市御茶家所町6番地42号		0798-33-4900		0798-33-4140		2018-11-01		186		1,860,000				2018-11-01		434-1

		143		6782		435				甲南女子大学生活協同組合		658-0001		兵庫県神戸市東灘区森北町6-2-23		078-435-5270		078-435-5271		2018-11-01		621		6,210,000				2018-11-01		435-1

		144		6783		436				神戸市立工業高等専門学校生活協同組合		651-2194		兵庫県神戸市西区学園東町8-3		078-795-4051		078-795-4052		2018-11-01		257		2,570,000				2018-11-01		436-1

		145		6171		438				富山大学生活協同組合		930-0887		富山県富山市五福3190		076-431-4249		076-431-5008		2018-11-01		3,303		33,030,000				2018-11-01		438-1

		146		6172		439				金沢大学生活協同組合		920-1192		石川県金沢市角間町		076-231-2855		076-262-0359		2018-11-01		4,094		40,940,000				2018-11-01		439-1

		147		6173		440				福井大学生活協同組合		910-8525		福井県福井市文京3-9-1		0776-21-2956		0776-21-2990		2018-11-01		1,574		15,740,000				2018-11-01		440-1

		148		6174		441				石川工業高等専門学校生活協同組合		929-0342		石川県河北郡津幡町字北中条夕1		076-288-5638		076-288-6587		2018-11-01		261		2,610,000				2018-11-01		441-1

		149		6175		442				富山県立大学生活協同組合		939-0392		富山県射水市黒河5180		0766-56-8824		0766-56-8827		2018-11-01		459		4,590,000				2018-11-01		442-1

		150		6176		443				富山高等専門学校生活協同組合		933-0293		富山県射水市海老江練合1の2		0766-86-5870		0766-86-5871		2018-11-01		349		3,490,000				2018-11-01		443-1

		151		6501		445				京都大学生活協同組合		606-8316		京都府京都市左京区吉田二本松町　京都大学内		075-753-7640		075-761-0046		2018-11-01		11,982		119,820,000				2018-11-01		445-1

		152		6502		446				同志社生活協同組合		602-0893		京都府京都市上京区烏丸今出川上ル玄武町601		075-251-4421		075-256-1631		2018-11-01		10,159		101,590,000				2018-11-01		446-1

		153		6503		447				立命館生活協同組合		603-8577		京都府京都市北区等持院北町56-1		075-465-8280		075-463-1393		2018-11-01		11,934		119,340,000				2018-11-01		447-1

		154		6504		448				京都府立医科大学・京都府立大学生活協同組合 ガク キョウト ガク		602-0841		京都府京都市上京区河原町広小路梶井町465		075-251-5952		075-213-3591		2018-11-01		1,679		16,790,000				2018-11-01		448-1

		155		6505		449				龍谷大学生活協同組合		612-0021		京都府京都市伏見区深草塚本町67 龍谷大学2号館内		075-642-0213		075-643-7774		2018-11-01		4,394		43,940,000				2018-11-01		449-1

		156		6506		450				京都教育大学生活協同組合		612-0863		京都府京都市伏見区深草藤森町1		075-644-8355		075-643-3313		2018-11-01		478		4,780,000				2018-11-01		450-1

		157		6507		451				京都工芸繊維大学生活協同組合		606-0962		京都府京都市左京区松ケ崎御所海道町		075-781-5359		075-702-3347		2018-11-01		1,213		12,130,000				2018-11-01		451-1

		158		6509		452				京都橘学園生活協同組合		607-8175		京都府京都市山科区大宅山田町34		075-571-7505		075-571-8641		2018-11-01		1,297		12,970,000				2018-11-01		452-1

		159		6890		453				京都経済短期大学生活協同組合		610-1111		京都府京都市西京区大枝東長町3-1		075-331-3348		075-331-3354		2018-11-01		55		550,000				2018-11-01		453-1

		160		6577		454				奈良女子大学生活協同組合		630-8263		奈良県奈良市北魚屋西町		0742-23-5016		0742-26-2038		2018-11-01		878		8,780,000				2018-11-01		454-1

		161		6578		455				奈良教育大学生活協同組合		630-8528		奈良県奈良市高畑町		0742-26-1406		0742-26-1405		2018-11-01		350		3,500,000				2018-11-01		455-1

		162		6887		456				奈良県立大学生活協同組合		630-8258		奈良県奈良市船橋町10番地		0742-24-3303		0742-24-3303		2018-11-01		118		1,180,000				2018-11-01		456-1

		163		6889		457				奈良工業高等専門学校生活協同組合		639-1058		奈良県大和郡山市矢田町22番地		0743-55-2466		0743-55-2466		2018-11-01		227		2,270,000				2018-11-01		457-1

		164		6574		458				滋賀県立大学生活協同組合		522-8533		滋賀県彦根市八坂町2500		0749-25-4830		0749-25-4839		2018-11-01		852		8,520,000				2018-11-01		458-1

		165		6576		459				滋賀大学彦根地区生活協同組合		522-8522		滋賀県彦根市馬場1-1-1		0749-24-3256		0749-26-3012		2018-11-01		625		6,250,000				2018-11-01		459-1

		166		6575		460				滋賀大学大津地区生活協同組合		520-0862		滋賀県大津市平津2-5-1		077-537-0024		077-531-2060		2018-11-01		258		2,580,000				2018-11-01		460-1

		167		6580		461				滋賀医科大学生活協同組合		520-2192		滋賀県大津市瀬田月輪町滋賀医科大学福利棟内		077-548-2091		077-547-3151		2018-11-01		426		4,260,000				2018-11-01		461-1

								九州地区 キュウシュウ チク

		168		9101		601				生活協同組合福岡インターカレッジコープ		812-0044		福岡県福岡市博多区千代2-21-1　公団ビル1階		092-631-5140		092-651-1708		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		601-1

		169		9172		672				福岡教育大学生活協同組合		811-4192		福岡県宗像市赤間文教町1番1号		0940-32-0024		0940-35-0490		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		672-1

		170		9173		673				九州工業大学生活協同組合		804-8550		福岡県北九州市戸畑区仙水町1-1		093-883-0498		093-873-1370		2018-11-01		740		7,400,000				2018-11-01		673-1

		171		9174		674				北九州市立大学生活協同組合		802-0841		福岡県北九州市小倉南区北方4-2-1		093-961-4430		093-961-5944		2018-11-01		540		5,400,000				2018-11-01		674-1

		172		9175		675				佐賀大学生活協同組合		840-0027		佐賀県佐賀市本庄町本庄1　かささぎホール2F		0952-25-4450		0952-25-4287		2018-11-01		730		7,300,000				2018-11-01		675-1

		173		9176		676				宮崎大学生活協同組合		889-2155		宮崎県宮崎市学園木花台西1-1		0985-58-0612		0985-55-3020		2018-11-01		600		6,000,000				2018-11-01		676-1

		174		9177		677				鹿児島大学生活協同組合		890-0065		鹿児島県鹿児島市郡元1-21-24		099-255-0131		099-286-0095		2018-11-01		2,110		21,100,000				2018-11-01		677-1

		175		9178		678				琉球大学生活協同組合		903-0129		沖縄県中頭郡西原町字千原1番地		098-895-2620		098-895-4041		2018-11-01		900		9,000,000				2018-11-01		678-1

		176		9181		681				鹿児島県立短期大学生活協同組合		890-0005		鹿児島県鹿児島市下伊敷1-52-1		099-229-0172		099-220-2602		2018-11-01		70		700,000				2018-11-01		681-1

		177		9182		682				沖縄大学生活協同組合		902-0075		沖縄県那覇市国場555		098-855-9806		098-855-9815		2018-11-01		80		800,000				2018-11-01		682-1

		178		9183		683				福岡女子大学生活協同組合		813-0003		福岡県福岡市東区香住ヶ丘1-1-1		092-661-7736		092-673-0789		2018-11-01		70		700,000				2018-11-01		683-1

		179		9184		684				九州大学生活協同組合		819-0385		福岡県福岡市西区元岡744　ウエスト５号館 ニシク モトオカ ゴウカン		092-834-2135		092-834-2778		2018-11-01		2,510		25,100,000				2018-11-01		684-1

		191		9185		685				西南学院大学生活協同組合		814-0002		福岡県福岡市早良区西新7-4-63		092-285-6051		092-822-5429		2018-11-01		550		5,500,000				2018-11-01		685-1

		181		9186		686				長崎県立大学佐世保校生活協同組合		858-0914		長崎県佐世保市川下町123		0956-48-3732		0956-48-3722		2018-11-01		190		1,900,000				2018-11-01		686-1

		182		9187		687				長崎大学生活協同組合		852-8131		長崎県長崎市文教町1-14		095-845-5887		095-845-5819		2018-11-01		1,150		11,500,000				2018-11-01		687-1

		183		9188		688				熊本大学生活協同組合		860-0862		熊本県熊本市中央区黒髪2-40-1		096-343-4422		096-343-4897		2018-11-01		1,010		10,100,000				2018-11-01		688-1

		184		9189		689				大分大学生活協同組合		870-1192		大分県大分市旦野原700番地		097-569-0016		097-569-2340		2018-11-01		600		6,000,000				2018-11-01		689-1

		185		9190		690				福岡県立大学生活協同組合		825-8585		福岡県田川市伊田4395		0947-44-3399		0947-44-4003		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		690-1

		186		9191		691				純心大学生活協同組合		852-8142		長崎県長崎市三ツ山町235		095-842-1015		095-842-0551		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		691-1

		187		9193		693				南九州学園生活協同組合		880-0032		宮崎県宮崎市霧島5-1-2		0985-35-0456		0985-32-0222		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		693-1

		188		9195		695				九州国際大学生活協同組合		805-0062		福岡県北九州市八幡東区平野1丁目6-1		093-663-5385		093-663-5386		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		695-1

		189		9196		696				長崎県立大学シーボルト校生活協同組合		851-2130		長崎県西彼杵郡長与町まなび野1-1-1		095-887-5552		095-887-4681		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		696-1

		190		9198		698				生活協同組合熊本インターカレッジコープアカデミア		860-0862		熊本県熊本市中央区黒髪6-8-41		096-343-6515		096-343-6540		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		698-1

		180		9199		699				西南女学院大学生活協同組合		803-0835		福岡県北九州市小倉北区井堀1-3-5		093-563-2232		093-592-0121		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		699-1
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議案書用 (游) (2)

								会員生協名簿 カイイン セイキョウ メイボ																						2019年2月28日現在 ネン ガツ ニチ ゲンザイ

												2019年12月現在

				会員CD カイイン		補助CD ホジョ				所属地区 ショゾク チク		会員生協名		郵便番号		所在地		電話番号		FAX番号		連合加入年月日 レンゴウ カニュウ ネンガッピ		口数 クチ スウ		出資金額 シュッシ キンガク				最終払込日 サイシュウ ハライコミビ		証券番号 ショウケン バンゴウ

		1		1101		001		1		北海道		北海道大学生活協同組合		060-0808		北海道札幌市北区北8条西7丁目		011-746-6218		011-746-2341		2018-11-01		3,900		39,000,000				2018-11-01		001-1

		2		1102		002		2		北海道		北海学園生活協同組合		062-0911		北海道札幌市豊平区旭町4-1-40		011-831-8195		011-815-4335		2018-11-01		900		9,000,000				2018-11-01		002-1

		3		1103		003		3		北海道		酪農学園生活協同組合		069-0836		北海道江別市文京台緑町569-47		011-386-7281		011-386-7298		2018-11-01		700		7,000,000				2018-11-01		003-1

		4		1104		004		4		北海道		札幌学院大学生活協同組合		069-0833		北海道江別市文京台11番地		011-386-2970		011-387-1784		2018-11-01		500		5,000,000				2018-11-01		004-1

		5		1105		005		5		北海道		北星学園生活協同組合		004-0042		北海道札幌市厚別区大谷地西2-3-1		011-891-2313		011-891-2349		2018-11-01		500		5,000,000				2018-11-01		005-1

		6		1106		006		6		北海道		北海道教育大学生活協同組合		002-8075		北海道札幌市北区あいの里5条3丁目1番		011-778-8861		011-778-8862		2018-11-01		800		8,000,000				2018-11-01		006-1

		7		1173		073		7		北海道		札幌大学生活協同組合		062-0033		北海道札幌市豊平区西岡3条7丁目3-1		011-852-1528		011-852-1540		2018-11-01		200		2,000,000				2018-11-01		073-1

		8		1174		074		8		北海道		小樽商科大学生活協同組合		047-8503		北海道小樽市緑3丁目5番21号		0134-23-2298		0134-25-5985		2018-11-01		200		2,000,000				2018-11-01		074-1

		9		1175		075		9		北海道		室蘭工業大学生活協同組合		050-0071		北海道室蘭市水元町36-8		0143-44-2994		0143-45-2757		2018-11-01		1,000		10,000,000				2018-11-01		075-1

		10		1176		076		10		北海道		帯広畜産大学生活協同組合		080-0834		北海道帯広市稲田西２線11番地		0155-48-2284		0155-48-2733		2018-11-01		400		4,000,000				2018-11-01		076-1

		11		1177		077		11		北海道		北見工業大学生活協同組合		090-0015		北海道北見市公園町165		0157-24-5581		0157-24-6968		2018-11-01		400		4,000,000				2018-11-01		077-1

		12		1179		079		12		北海道		釧路公立大学生活協同組合		085-8585		北海道釧路市芦野4丁目1番1号		0154-37-4155		0154-37-4277		2018-11-01		100		1,000,000				2018-11-01		079-1

		13		1180		080		13		北海道		公立はこだて未来大学生活協同組合		041-0803		北海道函館市亀田中野町116番地2		0138-83-6061		0138-83-6065		2018-11-01		100		1,000,000				2018-11-01		080-1

		14		2101		101		14		東北		弘前大学生活協同組合		036-8224		青森県弘前市文京町1		0172-34-4806		0172-36-6965		2018-11-01		2,094		20,940,000				2018-11-01		101-1

		15		2102		102		15		東北		岩手大学生活協同組合		020-0066		岩手県盛岡市上田3-18-34		019-652-3533		019-624-5750		2018-11-01		1,330		13,300,000				2018-11-01		102-1

		16		2103		103		16		東北		盛岡大学生活協同組合		020-0605		岩手県滝沢市砂込808		019-688-5565		019-688-5877		2018-11-01		223		2,230,000				2018-11-01		103-1

		17		2104		104		17		東北		秋田大学生活協同組合		010-0854		秋田県秋田市手形山崎町12-14		018-832-7141		018-832-1105		2018-11-01		1,155		11,550,000				2018-11-01		104-1

		18		2105		105		18		東北		東北大学生活協同組合		980-0845 		宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468-1 東北大学青葉山みどり厚生会館内2階		022-262-8023		022-262-9889		2018-11-01		6,556		65,560,000				2018-11-01		105-1

		19		2106		106		19		東北		東北学院大学生活協同組合		980-8511		宮城県仙台市青葉区土樋1-3-1		022-264-6331		022-213-5412		2018-11-01		1,414		14,140,000				2018-11-01		106-1

		20		2107		107		20		東北		東北工業大学生活協同組合		982-0846		宮城県仙台市太白区二ツ沢6番		022-246-3317		022-246-2346		2018-11-01		293		2,930,000				2018-11-01		107-1

		21		2108		108		21		東北		宮城教育大学生活協同組合		980-0845		宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉149		022-265-7266		022-265-7268		2018-11-01		342		3,420,000				2018-11-01		108-1

		22		2109		109		22		東北		宮城大学生活協同組合		981-3271		宮城県黒川郡大和町学苑1番		022-772-1766		022-772-1733		2018-11-01		69		690,000				2018-11-01		109-1

		23		2110		110		23		東北		尚絅学院大学生活協同組合		981-1245		宮城県名取市ゆりが丘4丁目10-1		022-386-2608		022-381-2633		2018-11-01		137		1,370,000				2018-11-01		110-1

		24		2111		111		24		東北		山形大学生活協同組合		990-0021		山形県山形市小白川町1-4-12		023-632-3533		023-641-5680		2018-11-01		2,230		22,300,000				2018-11-01		111-1

		25		2112		112		25		東北		福島大学生活協同組合		960-1296		福島県福島市金谷川1番地		024-548-5141		024-548-3477		2018-11-01		864		8,640,000				2018-11-01		112-1

		26		2113		113		26		東北		宮城学院生活協同組合		981-8557		宮城県仙台市青葉区桜ケ丘9-1-1		022-278-1613		022-278-1938		2018-11-01		400		4,000,000				2018-11-01		113-1

		27		2114		114		27		東北		弘前学院生活協同組合		036-8231		青森県弘前市稔町13-1		0172-38-0933		0172-38-0935		2018-11-01		80		800,000				2018-11-01		114-1

		28		2115		115		28		東北		大学生活協同組合みやぎインターカレッジコープ		981-0933		宮城県仙台市青葉区柏木1-1-41 大学生協仙台会館		022-717-4747		022-717-4869		2018-11-01		25		250,000				2018-11-01		115-1

		29		2116		116		29		東北		岩手県立大学生活協同組合		020-0611		岩手県滝沢市巣子152番地52		019-688-9571		019-688-9572		2018-11-01		350		3,500,000				2018-11-01		116-1

		30		3901		201		30		東京		東京大学消費生活協同組合		113-0033		東京都文京区本郷7-3-1		03-3814-1541		03-3818-3304		1969-12-19		18,718		187,180,000				2011-11-25		201-1

		31		3902		202		31		東京		早稲田大学生活協同組合		169-0051		東京都新宿区西早稲田1-6-1		03-3207-8611		03-3207-8614		1969-12-19		14,423		144,230,000				2012-01-25		202-1

		32		3903		203		32		東京		慶應義塾生活協同組合		223-0061		神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1		045-563-8489		045-562-6433		1969-12-19		11,371		113,710,000				2011-11-25		203-1

		33		3904		204		33		東京		法政大学生活協同組合		102-0071		東京都千代田区富士見2-17-1法政大学内		03-6380-9499		03-5275-6391		1972-01-01		5,218		52,180,000				2007-10-22		204-1

		34		3909		209		34		東京		生活協同組合東京インターカレッジコープ		150-0001		東京都渋谷区神宮前6－24－4		03-3486-6611		03-3486-6622		1993-12-07		1,098		10,980,000				2016-02-05		209-1

		35		3911		211		35		東京		東京理科大学消費生活協同組合		162-0825		東京都新宿区神楽坂1-3		03-3267-1001		03-3267-1003		1969-12-19		4,574		45,740,000				2007-11-20		211-1

		36		3912		212		36		東京		工学院大学学園生活協同組合		192-0015		東京都八王子市中野町2665-1 マチ		042-633-9012		042-624-5387		1976-04-01		1,796		17,960,000				2016-02-19		212-1

		37		3913		213		37		東京		東京電機大学生活協同組合		120-8551		東京都足立区千住旭町5番　3号館3階		03-3870-8681		03-3870-8682		1980-04-01		1,533		15,330,000				2017-01-12		213-1

		38		3914		214		38		東京		東京海洋大学生活協同組合		108-8477		東京都港区港南4-5-7		03-3471-7441		03-3471-8086		1978-06-22		820		8,200,000				2016-12-30		214-1

		39		3915		215		39		東京		千葉商科大学生活協同組合		272-0827		千葉県市川市国府台1-3-1		047-372-0189		047-300-5181		1978-06-22		417		4,170,000				2012-01-25		215-1

		40		3916		216		40		東京		千葉大学生活協同組合		263-0022		千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33		043-252-1810		043-252-1124		1979-06-01		4,224		42,240,000				2011-11-25		216-1

		41		3917		217		41		東京		東京農業大学生活協同組合		156-0054		東京都世田谷区桜丘1-1-1		03-3427-5711		03-3427-6683		1990-03-01		3,410		34,100,000				2011-10-11		217-1

		42		3918		218		42		東京		東邦大学消費生活協同組合		274-0072		千葉県船橋市三山2-2-1		047-470-2090		047-470-2093		1997-09-01		1,025		10,250,000				2011-10-20		218-1

		43		3921		221		43		東京		東京工業大学生活協同組合		152-8550		東京都目黒区大岡山2-12-1		03-3728-8023		03-3728-1317		1971-04-01		4,141		41,410,000				2012-02-24		221-1

		44		3922		222		44		東京		明治学院消費生活協同組合		108-0071		東京都港区白金台1-2-37		03-3447-1740		03-3447-2163		1971-04-01		2,101		21,010,000				2011-10-28		222-1

		45		3923		223		45		東京		首都大学東京生活協同組合		192-0397		東京都八王子市南大沢1-1		042-677-1411		042-677-1419		1971-04-01		2,878		28,780,000				2011-11-15		223-1

		46		3924		224		46		東京		和光学園生活協同組合		195-0071		東京都町田市金井町2160		044-988-1429		044-988-5685		1977-07-13		554		5,540,000				2011-11-25		224-1

		47		3925		225		47		東京		桜美林学園消費生活協同組合		194-0294		東京都町田市常盤町3758		042-797-0543		042-798-7088		1977-07-13		1,031		10,310,000				2011-11-25		225-1

		48		3926		226		48		東京		麻布大学生活協同組合		252-0206		神奈川県相模原市中央区淵野辺1-17-71		042-754-1380		042-753-7179		1978-03-29		609		6,090,000				2011-11-25		226-1

		49		3928		228		49		東京		宇宙科学研究所生活協同組合		252-5210		神奈川県相模原市中央区由野台3-1-1		042-751-0336		042-751-2289		1988-09-20		509		5,090,000				2011-11-25		228-1

		50		3929		229		50		東京		横浜国立大学生活協同組合		240-8501		神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台79-10		045-331-5217		045-339-5190		1978-06-30		3,130		31,300,000				2007-11-20		229-1

		51		3930		230		51		東京		横浜市立大学生活協同組合		236-0027		神奈川県横浜市金沢区瀬戸22-2		045-786-0199		045-783-6624		1978-06-22		1,517		15,170,000				2017-02-10		230-1

		52		3932		232		52		東京		星薬科大学生活協同組合		142-8501		東京都品川区荏原2-4-41		03-5498-6047		03-5498-5898		2001-02-08		529		5,290,000				2016-02-24		232-1

		53		3933		233		53		東京		東京工芸大学生活協同組合		243-0297		神奈川県厚木市飯山1583		046-242-8271		046-242-3412		1994-03-24		1,361		13,610,000				2011-11-25		233-1

		54		3934		234		54		東京		芝浦工業大学消費生活協同組合		135-8548		東京都江東区豊洲3-7-5		03-5859-7910		03-5859-7911		2003-07-01		2,503		25,030,000				2016-11-29		234-1

		55		3935		235		55		東京		日本赤十字看護大学生活協同組合		150-0012		東京都渋谷区広尾4-1-3		03-5468-5857		03-5468-5887		2005-01-22		253		2,530,000				2011-10-26		235-1

		56		3941		241		56		東京		お茶の水女子大学消費生活協同組合		112-8610		東京都文京区大塚2-1-1		03-3947-8333		03-3947-9922		1972-01-01		1,028		10,280,000				2016-07-21		241-1

		57		3942		242		57		東京		東京医科歯科大学生活協同組合		113-8510		東京都文京区湯島1-5-45		03-3818-5231		03-3818-5245		1972-01-01		1,006		10,060,000				2016-01-29		242-1

		58		3943		243		58		東京		東京外国語大学生活協同組合		183-8534		東京都府中市朝日町3-11-1		042-354-3061		042-354-3065		1972-01-01		1,200		12,000,000				2016-02-19		243-1

		59		3944		244		59		東京		武蔵学園生活協同組合		176-8534		東京都練馬区豊玉上1-26-1		03-3994-2363		03-3948-5843		1972-01-01		764		7,640,000				2008-10-24		244-1

		60		3945		245		60		東京		日本女子大学生活協同組合		112-0015		東京都文京区目白台2-8-1		03-3945-3601		03-3942-2339		1978-06-22		1,679		16,790,000				2016-12-22		245-1

		61		3946		246		61		東京		東洋大学生活協同組合		112-8606		東京都文京区白山5-28-20		03-3943-9603		03-3943-9605		1981-03-01		3,419		34,190,000				2016-01-27		246-1

		62		3947		247		62		東京		東京芸術大学生活協同組合		110-8714		東京都台東区上野公園12-8		03-3828-5669		03-3828-7291		1988-03-30		356		3,560,000				2011-11-25		247-1

		63		3948		248		63		東京		大東文化学園生活協同組合		355-0065		埼玉県東松山市岩殿560		0493-35-1521		0493-35-1524		1979-04-01		1,294		12,940,000				2008-10-24		248-1

		64		3949		249		64		東京		埼玉大学生活協同組合		338-8570		埼玉県さいたま市桜区下大久保255		048-853-1764		048-857-7721		1980-04-01		3,247		32,470,000				2016-12-28		249-1

		65		3950		250		65		東京		跡見学園女子大学生活協同組合		352-8501		埼玉県新座市中野1-9-6		048-481-0727		048-481-0764		1996-02-09		563		5,630,000				2017-01-06		250-1

		66		3951		251		66		東京		十文字学園生活協同組合		352-8510		埼玉県新座市菅沢2-1-28		048-489-1277		048-489-1276		1997-07-24		400		4,000,000				2012-01-25		251-1

		67		3952		252		67		東京		淑徳大学みずほ台生活協同組合		354-0041		埼玉県入間郡三芳町藤久保1150-1		049-259-5151		049-259-1308		1997-07-24		297		2,970,000				2012-01-25		252-1

		68		3955		255		68		東京		前橋工科大学生活協同組合		371-0816		群馬県前橋市上佐鳥町460番地1		027-287-4611		027-287-4622		2010-01-16		228		2,280,000				2016-02-23		255-1

		69		3960		260		69		東京		東京工業高等専門学校生活協同組合		193-0942		東京都八王子市椚田町1220番2号		042-669-5016		042-669-5017		2005-01-22		238		2,380,000				2016-02-25		260-1

		70		3961		261		70		東京		東京経済大学生活協同組合		185-0021		東京都国分寺市南町1-7-34		042-321-0627		042-327-5231		1971-04-01		1,124		11,240,000				2012-01-25		261-1

		71		3962		262		71		東京		一橋大学消費生活協同組合		186-8601		東京都国立市中2-1		042-572-7818		042-572-7829		1971-04-01		1,971		19,710,000				2011-11-25		262-1

		72		3963		263		72		東京		東京学芸大学生活協同組合		184-8501		東京都小金井市貫井北町4-1-1		042-324-6225		042-322-3953		1971-04-01		1,949		19,490,000				2016-01-29		263-1

		73		3964		264		73		東京		電気通信大学生活協同組合		182-8585		東京都調布市調布ヶ丘1-5-1		042-487-2881		042-486-6610		1971-04-01		1,363		13,630,000				2011-11-25		264-1

		74		3965		265		74		東京		東京農工大学消費生活協同組合		183-0054		東京都府中市幸町3-5-8		042-366-0762		042-352-7222		1971-04-01		1,945		19,450,000				2011-10-24		265-1

		75		3966		266		75		東京		津田塾大学生活協同組合		187-8577		東京都小平市津田町2-1-1		042-343-7349		042-344-7465		1972-07-01		858		8,580,000				2011-11-15		266-1

		76		3967		267		76		東京		東京薬科大学生活協同組合		192-0392		東京都八王子市堀之内1432-1 ノ		042-676-6368		0426-76-6166		1976-04-01		1,821		18,210,000				2016-02-25		267-1

		77		3968		268		77		東京		白梅学園生活協同組合		187-8570		東京都小平市小川町1-830		042-343-1728		042-342-2821		1980-04-01		324		3,240,000				2007-10-22		268-1

		78		3969		269		78		東京		日本社会事業大学生活協同組合		204-8555		東京都清瀬市竹丘3丁目1番30号		042-492-5506		042-492-5505		1981-03-01		330		3,300,000				2007-11-20		269-1

		79		3970		270		79		東京		日本獣医生命科学大学生活協同組合		180-0023		東京都武蔵野市境南町1-7-1		0422-31-6252		0422-31-6252		1983-03-01		355		3,550,000				2017-01-24		270-1

		80		3971		271		80		東京		清泉女学院生活協同組合		381-0085		長野県長野市上野2-120-8		026-295-3460		026-295-3458		2005-09-14		121		1,210,000				2016-02-05		271-1

		81		3972		272		81		東京		山梨県立大学生活協同組合		400-0035		山梨県甲府市飯田5-11-1		055-236-2177		055-236-2178		2006-12-27		217		2,170,000				2011-10-27		272-1

		82		3973		273		82		東京		明治薬科大学生活協同組合		204-8588		東京都清瀬市野塩2-522-1		042-495-8446		042-495-8451		1997-10-27		884		8,840,000				2007-12-12		273-1

		83		3974		274		83		東京		新潟青陵大学・短期大学生活協同組合		951-8121		新潟県新潟市中央区水道町1丁目5939番地27		025-266-0690		025-266-0526		1997-11-25		425		4,250,000				2011-10-31		274-1

		84		3975		275		84		東京		長野県立大学生活協同組合 タ		380-0803		長野県長野市三輪8-49-7		026-235-3716		026-233-2128		1998-06-01		241		2,410,000				2016-01-29		275-1

		85		3976		276		85		東京		新潟大学生活協同組合		950-2181		新潟県新潟市西区五十嵐２の町8050		025-262-6204		025-262-6205		1989-03-01		4,351		43,510,000				2011-11-25		276-1

		86		3977		277		86		東京		信州大学生活協同組合		390-0802		長野県松本市旭3-1-1		0263-37-2982		0263-36-7441		1989-03-01		4,516		45,160,000				2011-11-25		277-1

		87		3978		278		87		東京		長野大学生活協同組合		386-1214		長野県上田市下之郷乙646		0268-38-7238		0268-38-8294		1989-03-01		293		2,930,000				2016-02-01		278-1

		88		3979		279		88		東京		山梨大学生活協同組合		400-8510		山梨県甲府市武田4-4-37		055-252-4757		055-252-9593		1989-03-01		991		9,910,000				2011-11-05		279-1

		89		3980		280		89		東京		群馬大学生活協同組合		371-8510		群馬県前橋市荒牧町4-2		027-232-1599		027-231-9552		1989-03-01		1,837		18,370,000				2016-02-16		280-1

		90		3981		281		90		東京		足利大学生活協同組合		326-8558		栃木県足利市大前町268-1		0284-62-5882		0284-62-6971		1989-03-01		294		2,940,000				2011-11-25		281-1

		91		3982		282		91		東京		宇都宮大学消費生活協同組合		321-8505		栃木県宇都宮市峰町350		028-636-1995		028-632-9244		1989-03-01		1,328		13,280,000				2011-11-25		282-1

		92		3983		283		92		東京		茨城大学生活協同組合		310-8512		茨城県水戸市文京2-1-1		029-225-3384		029-228-2750		1989-03-01		2,475		24,750,000				2011-11-25		283-1

		93		3984		284		93		東京		高崎経済大学生活協同組合		370-0801		群馬県高崎市上並榎町1300		027-343-2024		027-343-2794		1990-06-01		917		9,170,000				2016-02-17		284-1

		94		3985		285		94		東京		茨城キリスト教学園生活協同組合		319-1295		茨城県日立市大みか町6-11-1		0294-25-5285		0294-25-5287		1999-08-31		411		4,110,000				2011-11-25		285-1

		95		3986		286		95		東京		松本大学生活協同組合		390-1295		長野県松本市新村2095-1		0263-48-7280		0263-48-7281		2001-08-23		360		3,600,000				2017-01-13		286-1

		96		3987		287		96		東京		新潟県立大学生活協同組合		950-8680		新潟県新潟市東区海老ヶ瀬471		025-270-1730		025-270-1730		1996-11-15		220		2,200,000				2012-01-25		287-1

		97		3988		288		97		東京		長野県看護大学生活協同組合		399-4117		長野県駒ヶ根市赤穂1694番地		0265-81-7095		0265-81-7095		1998-03-10		199		1,990,000				2016-02-18		288-1

		98		3989		289		98		東京		太田情報・医療・自動車専門学校生活協同組合		373-0812		群馬県太田市東長岡町1361		0276-22-1718		0276-22-1720		1997-02-25		206		2,060,000				2016-02-22		289-1

		99		5101		301		99		東海		静岡大学生活協同組合		422-8017		静岡県静岡市駿河区大谷836		054-237-2712		054-237-3205		2018-11-01		1,625		16,250,000				2018-11-01		301-1

		100		5103		303		100		東海		愛知大学生活協同組合		441-8522		愛知県豊橋市町畑町1-1　愛知大学内		0532-47-5931		0532-46-6141		2018-11-01		1,451		14,510,000				2018-11-01		303-1

		101		5105		305		101		東海		名古屋大学消費生活協同組合		464-0814		愛知県名古屋市千種区不老町1		052-781-1111		052-782-1946		2018-11-01		3,951		39,510,000				2018-11-01		305-1

		102		5106		306		102		東海		愛知教育大学生活協同組合		448-8543		愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢1		0566-36-2404		0566-36-4830		2018-11-01		948		9,480,000				2018-11-01		306-1

		103		5107		307		103		東海		名古屋工業大学生活協同組合		466-8555		愛知県名古屋市昭和区御器所町		052-731-1600		052-731-8726		2018-11-01		1,600		16,000,000				2018-11-01		307-1

		104		5108		308		104		東海		名古屋市立大学生活協同組合		467-0802		愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町山の畑1		052-881-5906		052-881-5921		2018-11-01		736		7,360,000				2018-11-01		308-1

		105		5109		309		105		東海		愛知県公立大学生活協同組合 コウリツ		480-1342		愛知県長久手市茨ヶ廻間1522-3		0561-61-0134		0561-61-1210		2018-11-01		498		4,980,000				2018-11-01		309-1

		106		5110		310		106		東海		日本福祉大学生活協同組合		470-3296		愛知県知多郡美浜町奥田会下前35-6		0569-87-2301		0569-87-2305		2018-11-01		1,063		10,630,000				2018-11-01		310-1

		107		5112		312		107		東海		岐阜大学消費生活協同組合		501-1112		岐阜県岐阜市柳戸1-1		058-230-1166		058-230-1167		2018-11-01		1,584		15,840,000				2018-11-01		312-1

		108		5113		313		108		東海		三重大学生活協同組合		514-8507		三重県津市栗真町屋町1577番地		059-231-1103		059-231-3852		2018-11-01		1,516		15,160,000				2018-11-01		313-1

		109		5114		314		109		東海		三重短期大学生活協同組合		514-0112		三重県津市一身田中野181-1		059-232-4959		059-231-4113		2018-11-01		113		1,130,000				2018-11-01		314-1

		110		5115		315		110		東海		中京大学生活協同組合		466-0825		愛知県名古屋市昭和区八事本町101-2		052-831-2460		052-835-3249		2018-11-01		1,962		19,620,000				2018-11-01		315-1

		111		5116		316		111		東海		名城大学生活協同組合		468-0073		愛知県名古屋市天白区塩釜口1丁目501番地		052-831-4068		052-831-7948		2018-11-01		866		8,660,000				2018-11-01		316-1

		112		5118		318		112		東海		岐阜市立女子短期大学生活協同組合		501-0102		岐阜県岐阜市一日市場北町7番1号		058-296-3129		058-232-4341		2018-11-01		77		770,000				2018-11-01		318-1

		113		5119		319		113		東海		自然科学研究機構岡崎生活協同組合		444-8585		愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38		0564-58-9210		0564-58-9219		2018-11-01		101		1,010,000				2018-11-01		319-1

		114		5120		320		114		東海		金城学院大学生活協同組合		463-8521		愛知県名古屋市守山区大森2丁目1723		052-799-1190		052-799-1196		2018-11-01		580		5,800,000				2018-11-01		320-1

		115		5121		321		115		東海		三重県立看護大学生活協同組合		514-0116		三重県津市夢が丘1-1-1		059-236-5010		059-236-5012		2018-11-01		64		640,000				2018-11-01		321-1

		117		5123		323		116		東海		生活協同組合インターカレッジコープ愛知		466-8657		愛知県名古屋市昭和区山手通2-16-1 大学生協東海会館1階		052-839-2898		052-839-2894		2018-11-01		50		500,000				2018-11-01		323-1

		118		5124		324		117		東海		静岡文化芸術大学生活協同組合		430-8533		静岡県浜松市中区中央二丁目１番１号		053-453-5702		053-415-8266		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		324-1

		119		5125		325		118		東海		日本赤十字豊田看護大学生活協同組合		471-0056		愛知県豊田市白山町七曲12番33						2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		325-1

		120		6603		411		119		関西北陸		大学生活協同組合大阪インターカレッジコープ		532-0004		大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-15 大学生協大阪会館		06-6395-3161		06-7659-9794		2018-11-01		122		1,220,000				2018-11-01		411-1

		121		6611		412		120		関西北陸		近畿大学生活協同組合		577-0818		大阪府東大阪市小若江3-4-1		06-6725-3311		06-6723-4455		2018-11-01		3,299		32,990,000				2018-11-01		412-1

		122		6613		413		121		関西北陸		大阪経済大学生活協同組合		533-0011		大阪府大阪市東淀川区大桐3丁目16番10号 大阪経済大学内		06-6379-2230		06-6379-2232		2018-11-01		702		7,020,000				2018-11-01		413-1

		123		6614		414		122		関西北陸		阪南大学生活協同組合		580-0032		大阪府松原市天美東5-4-33		072-334-2954		072-334-3810		2018-11-01		616		6,160,000				2018-11-01		414-1

		124		6615		415		123		関西北陸		大阪電気通信大学生活協同組合		572-8530		大阪府寝屋川市初町18-8		072-822-1231		072-820-5662		2018-11-01		1,066		10,660,000				2018-11-01		415-1

		125		6617		416		124		関西北陸		大阪千代田短期大学生活協同組合		586-0094		大阪府河内長野市小山田町1685番地		0721-54-0652		0721-54-0654		2018-11-01		39		390,000				2018-11-01		416-1

		126		6622		417		125		関西北陸		千里金蘭大学生活協同組合		565-0873		大阪府吹田市藤白台5-25-1		06-6872-3610		06-6872-3710		2018-11-01		187		1,870,000				2018-11-01		417-1

		127		6621		418		126		関西北陸		大阪樟蔭女子大学生活協同組合		577-0807		大阪府東大阪市菱屋西4丁目2番地26号		06-6730-6577		06-6724-5264		2018-11-01		352		3,520,000				2018-11-01		418-1

		128		6631		419		127		関西北陸		大阪府立大学生活協同組合		599-8531		大阪府堺市中区学園町1-1　大阪府立大学内		072-259-4466		072-252-2187		2018-11-01		1,932		19,320,000				2018-11-01		419-1

		129		6632		420		128		関西北陸		大阪大学生活協同組合		560-0043		大阪府豊中市待兼山町1-9		06-6841-3326		06-6841-9644		2018-11-01		9,786		97,860,000				2018-11-01		420-1

		130		6633		421		129		関西北陸		大阪教育大学生活協同組合		582-8582		大阪府柏原市旭ヶ丘4-698-1		072-976-3636		072-976-3637		2018-11-01		1,332		13,320,000				2018-11-01		421-1

		131		6634		422		130		関西北陸		和歌山大学消費生活協同組合		640-8441		和歌山県和歌山市栄谷930		073-452-8497		073-455-6358		2018-11-01		947		9,470,000				2018-11-01		422-1

		132		6636		423		131		関西北陸		大阪市立大学生活協同組合		558-8585		大阪府大阪市住吉区杉本3-3-138		06-6605-3011		06-6699-1093		2018-11-01		2,756		27,560,000				2018-11-01		423-1

		133		6637		424		132		関西北陸		和歌山県立医科大学生活協同組合		641-0012		和歌山県和歌山市紀三井寺811-1		073-448-1161		073-448-2413		2018-11-01		443		4,430,000				2018-11-01		424-1

		134		6771		426		133		関西北陸		神戸大学生活協同組合		657-0013		兵庫県神戸市灘区六甲台町		078-871-3691		078-882-5740		2018-11-01		5,406		54,060,000				2018-11-01		426-1

		135		6772		427		134		関西北陸		関西学院大学生活協同組合		662-0891		兵庫県西宮市上ケ原一番町1-155		0798-53-7001		0798-53-5755		2018-11-01		6,569		65,690,000				2018-11-01		427-1

		136		6774		428		135		関西北陸		神戸市外国語大学消費生活協同組合		651-2187		兵庫県神戸市西区学園東町9-1		078-794-8191		078-797-2464		2018-11-01		779		7,790,000				2018-11-01		428-1

		137		6775		429		136		関西北陸		甲南大学生活協同組合		658-0072		兵庫県神戸市東灘区岡本9-6-4		078-451-1371		078-451-8647		2018-11-01		2,260		22,600,000				2018-11-01		429-1

		138		6776		430		137		関西北陸		兵庫県立大学生活協同組合		671-2201		兵庫県姫路市書写2167		079-266-0998		079-266-9699		2018-11-01		2,058		20,580,000				2018-11-01		430-1

		139		6777		431		138		関西北陸		神戸薬科大学生活協同組合		658-0003		兵庫県神戸市東灘区本山北町4-19-1		078-441-7521		078-453-3568		2018-11-01		623		6,230,000				2018-11-01		431-1

		140		6778		432		139		関西北陸		神戸親和女子大学生活協同組合		651-1111		兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町7-13-1		078-595-0303		078-595-0565		2018-11-01		233		2,330,000				2018-11-01		432-1

		141		6780		433		140		関西北陸		園田学園女子大学生活協同組合		661-0012		兵庫県尼崎市南塚口町7丁目29-1		06-6422-5794		06-6422-5889		2018-11-01		488		4,880,000				2018-11-01		433-1

		142		6781		434		141		関西北陸		大手前大学生活協同組合		662-0961		兵庫県西宮市御茶家所町6番地42号		0798-33-4900		0798-33-4140		2018-11-01		186		1,860,000				2018-11-01		434-1

		143		6782		435		142		関西北陸		甲南女子大学生活協同組合		658-0001		兵庫県神戸市東灘区森北町6-2-23		078-435-5270		078-435-5271		2018-11-01		621		6,210,000				2018-11-01		435-1

		144		6783		436		143		関西北陸		神戸市立工業高等専門学校生活協同組合		651-2194		兵庫県神戸市西区学園東町8-3		078-795-4051		078-795-4052		2018-11-01		257		2,570,000				2018-11-01		436-1

		145		6171		438		144		関西北陸		富山大学生活協同組合		930-0887		富山県富山市五福3190		076-431-4249		076-431-5008		2018-11-01		3,303		33,030,000				2018-11-01		438-1

		146		6172		439		145		関西北陸		金沢大学生活協同組合		920-1192		石川県金沢市角間町		076-231-2855		076-262-0359		2018-11-01		4,094		40,940,000				2018-11-01		439-1

		147		6173		440		146		関西北陸		福井大学生活協同組合		910-8525		福井県福井市文京3-9-1		0776-21-2956		0776-21-2990		2018-11-01		1,574		15,740,000				2018-11-01		440-1

		148		6174		441		147		関西北陸		石川工業高等専門学校生活協同組合		929-0342		石川県河北郡津幡町字北中条夕1		076-288-5638		076-288-6587		2018-11-01		261		2,610,000				2018-11-01		441-1

		149		6175		442		148		関西北陸		富山県立大学生活協同組合		939-0392		富山県射水市黒河5180		0766-56-8824		0766-56-8827		2018-11-01		459		4,590,000				2018-11-01		442-1

		150		6176		443		149		関西北陸		富山高等専門学校生活協同組合		933-0293		富山県射水市海老江練合1の2		0766-86-5870		0766-86-5871		2018-11-01		349		3,490,000				2018-11-01		443-1

		151		6501		445		150		関西北陸		京都大学生活協同組合		606-8316		京都府京都市左京区吉田二本松町　京都大学内		075-753-7640		075-761-0046		2018-11-01		11,982		119,820,000				2018-11-01		445-1

		152		6502		446		151		関西北陸		同志社生活協同組合		602-0893		京都府京都市上京区烏丸今出川上ル玄武町601		075-251-4421		075-256-1631		2018-11-01		10,159		101,590,000				2018-11-01		446-1

		153		6503		447		152		関西北陸		立命館生活協同組合		603-8577		京都府京都市北区等持院北町56-1		075-465-8280		075-463-1393		2018-11-01		11,934		119,340,000				2018-11-01		447-1

		154		6504		448		153		関西北陸		京都府立医科大学・京都府立大学生活協同組合 ガク キョウト ガク		602-0841		京都府京都市上京区河原町広小路梶井町465		075-251-5952		075-213-3591		2018-11-01		1,679		16,790,000				2018-11-01		448-1

		155		6505		449		154		関西北陸		龍谷大学生活協同組合		612-0021		京都府京都市伏見区深草塚本町67 龍谷大学2号館内		075-642-0213		075-643-7774		2018-11-01		4,394		43,940,000				2018-11-01		449-1

		156		6506		450		155		関西北陸		京都教育大学生活協同組合		612-0863		京都府京都市伏見区深草藤森町1		075-644-8355		075-643-3313		2018-11-01		478		4,780,000				2018-11-01		450-1

		157		6507		451		156		関西北陸		京都工芸繊維大学生活協同組合		606-0962		京都府京都市左京区松ケ崎御所海道町		075-781-5359		075-702-3347		2018-11-01		1,213		12,130,000				2018-11-01		451-1

		158		6509		452		157		関西北陸		京都橘学園生活協同組合		607-8175		京都府京都市山科区大宅山田町34		075-571-7505		075-571-8641		2018-11-01		1,297		12,970,000				2018-11-01		452-1

		159		6890		453		158		関西北陸		京都経済短期大学生活協同組合		610-1111		京都府京都市西京区大枝東長町3-1		075-331-3348		075-331-3354		2018-11-01		55		550,000				2018-11-01		453-1

		160		6577		454		159		関西北陸		奈良女子大学生活協同組合		630-8263		奈良県奈良市北魚屋西町		0742-23-5016		0742-26-2038		2018-11-01		878		8,780,000				2018-11-01		454-1

		161		6578		455		160		関西北陸		奈良教育大学生活協同組合		630-8528		奈良県奈良市高畑町		0742-26-1406		0742-26-1405		2018-11-01		350		3,500,000				2018-11-01		455-1

		162		6887		456		161		関西北陸		奈良県立大学生活協同組合		630-8258		奈良県奈良市船橋町10番地		0742-24-3303		0742-24-3303		2018-11-01		118		1,180,000				2018-11-01		456-1

		163		6889		457		162		関西北陸		奈良工業高等専門学校生活協同組合		639-1058		奈良県大和郡山市矢田町22番地		0743-55-2466		0743-55-2466		2018-11-01		227		2,270,000				2018-11-01		457-1

		164		6574		458		163		関西北陸		滋賀県立大学生活協同組合		522-8533		滋賀県彦根市八坂町2500		0749-25-4830		0749-25-4839		2018-11-01		852		8,520,000				2018-11-01		458-1

		165		6576		459		164		関西北陸		滋賀大学彦根地区生活協同組合		522-8522		滋賀県彦根市馬場1-1-1		0749-24-3256		0749-26-3012		2018-11-01		625		6,250,000				2018-11-01		459-1

		166		6575		460		165		関西北陸		滋賀大学大津地区生活協同組合		520-0862		滋賀県大津市平津2-5-1		077-537-0024		077-531-2060		2018-11-01		258		2,580,000				2018-11-01		460-1

		167		6580		461		166		関西北陸		滋賀医科大学生活協同組合		520-2192		滋賀県大津市瀬田月輪町滋賀医科大学福利棟内		077-548-2091		077-547-3151		2018-11-01		426		4,260,000				2018-11-01		461-1

		168		9101		601		167		九州		生活協同組合福岡インターカレッジコープ		812-0044		福岡県福岡市博多区千代2-21-1　公団ビル1階		092-631-5140		092-651-1708		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		601-1

		169		9172		672		168		九州		福岡教育大学生活協同組合		811-4192		福岡県宗像市赤間文教町1番1号		0940-32-0024		0940-35-0490		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		672-1

		170		9173		673		169		九州		九州工業大学生活協同組合		804-8550		福岡県北九州市戸畑区仙水町1-1		093-883-0498		093-873-1370		2018-11-01		740		7,400,000				2018-11-01		673-1

		171		9174		674		170		九州		北九州市立大学生活協同組合		802-0841		福岡県北九州市小倉南区北方4-2-1		093-961-4430		093-961-5944		2018-11-01		540		5,400,000				2018-11-01		674-1

		172		9175		675		171		九州		佐賀大学生活協同組合		840-0027		佐賀県佐賀市本庄町本庄1　かささぎホール2F		0952-25-4450		0952-25-4287		2018-11-01		730		7,300,000				2018-11-01		675-1

		173		9176		676		172		九州		宮崎大学生活協同組合		889-2155		宮崎県宮崎市学園木花台西1-1		0985-58-0612		0985-55-3020		2018-11-01		600		6,000,000				2018-11-01		676-1

		174		9177		677		173		九州		鹿児島大学生活協同組合		890-0065		鹿児島県鹿児島市郡元1-21-24		099-255-0131		099-286-0095		2018-11-01		2,110		21,100,000				2018-11-01		677-1

		175		9178		678		174		九州		琉球大学生活協同組合		903-0129		沖縄県中頭郡西原町字千原1番地		098-895-2620		098-895-4041		2018-11-01		900		9,000,000				2018-11-01		678-1

		176		9181		681		175		九州		鹿児島県立短期大学生活協同組合		890-0005		鹿児島県鹿児島市下伊敷1-52-1		099-229-0172		099-220-2602		2018-11-01		70		700,000				2018-11-01		681-1

		177		9182		682		176		九州		沖縄大学生活協同組合		902-0075		沖縄県那覇市国場555		098-855-9806		098-855-9815		2018-11-01		80		800,000				2018-11-01		682-1

		178		9183		683		177		九州		福岡女子大学生活協同組合		813-0003		福岡県福岡市東区香住ヶ丘1-1-1		092-661-7736		092-673-0789		2018-11-01		70		700,000				2018-11-01		683-1

		179		9184		684		178		九州		九州大学生活協同組合		819-0385		福岡県福岡市西区元岡744　ウエスト５号館 ニシク モトオカ ゴウカン		092-834-2135		092-834-2778		2018-11-01		2,510		25,100,000				2018-11-01		684-1

		191		9185		685		179		九州		西南学院大学生活協同組合		814-0002		福岡県福岡市早良区西新7-4-63		092-285-6051		092-822-5429		2018-11-01		550		5,500,000				2018-11-01		685-1

		181		9186		686		180		九州		長崎県立大学佐世保校生活協同組合		858-0914		長崎県佐世保市川下町123		0956-48-3732		0956-48-3722		2018-11-01		190		1,900,000				2018-11-01		686-1

		182		9187		687		181		九州		長崎大学生活協同組合		852-8131		長崎県長崎市文教町1-14		095-845-5887		095-845-5819		2018-11-01		1,150		11,500,000				2018-11-01		687-1

		183		9188		688		182		九州		熊本大学生活協同組合		860-0862		熊本県熊本市中央区黒髪2-40-1		096-343-4422		096-343-4897		2018-11-01		1,010		10,100,000				2018-11-01		688-1

		184		9189		689		183		九州		大分大学生活協同組合		870-1192		大分県大分市旦野原700番地		097-569-0016		097-569-2340		2018-11-01		600		6,000,000				2018-11-01		689-1

		185		9190		690		184		九州		福岡県立大学生活協同組合		825-8585		福岡県田川市伊田4395		0947-44-3399		0947-44-4003		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		690-1

		186		9191		691		185		九州		純心大学生活協同組合		852-8142		長崎県長崎市三ツ山町235		095-842-1015		095-842-0551		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		691-1

		187		9193		693		186		九州		南九州学園生活協同組合		880-0032		宮崎県宮崎市霧島5-1-2		0985-35-0456		0985-32-0222		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		693-1

		188		9195		695		187		九州		九州国際大学生活協同組合		805-0062		福岡県北九州市八幡東区平野1丁目6-1		093-663-5385		093-663-5386		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		695-1

		189		9196		696		188		九州		長崎県立大学シーボルト校生活協同組合		851-2130		長崎県西彼杵郡長与町まなび野1-1-1		095-887-5552		095-887-4681		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		696-1

		190		9198		698		189		九州		生活協同組合熊本インターカレッジコープアカデミア		860-0862		熊本県熊本市中央区黒髪6-8-41		096-343-6515		096-343-6540		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		698-1

		180		9199		699		190		九州		西南女学院大学生活協同組合		803-0835		福岡県北九州市小倉北区井堀1-3-5		093-563-2232		093-592-0121		2018-11-01		10		100,000				2018-11-01		699-1
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●杉並事務所
〒166-8532 東京都杉並区和田3-30-22 大学生協杉並会館
TEL.03-5307-1133（大代表）
交通：地下鉄丸ノ内線「東高円寺駅」徒歩10分

●札幌事務所
〒060-0808 札幌市北区北8条西7丁目1番地生協会館3階
TEL.011-726-9148

●仙台事務所
〒981-0933 宮城県仙台市青葉区柏木1丁目1-41 大学生協仙台会館
TEL.022-717-4850

●市ヶ谷事務所
〒162-0843 東京都新宿区市谷田町3-24-1

●所沢事務所
〒359-0013 埼玉県所沢市城682-1

●名古屋事務所
〒466-8657
愛知県名古屋市昭和区山手通二丁目16番地の1 大学生協東海会館
TEL.052-839-2892

●大阪事務所
〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-15 大学生協大阪会館
TEL. 06-7659-9799

●京都事務所
〒604-8113 京都市中京区井筒屋町411 大学生協京都会館3階

●福岡事務所
〒812-0044 福岡市博多区千代2丁目21番1号 公団ビル1階
TEL.092-631-5131

事務所所在地

経営概況

生活協同組合連合会大学生協事業連合
Business Association of University Co-operatives

https://www.univ.coop/
2020.7.1

損益計算書（単位：千円）
自2019年3月  1日
至2020年2月29日

金額 金額 供給高 116,782,586

現預金 18,160,436 買掛金 18,131,792 供給総剰余金 282,119

供給未収金 12,334,352 その他流動負債 19,367,263 事業収入 8,350,592

その他流動資産 5,342,075 流動負債　計 37,499,055 事業総剰余金 8,632,712

流動資産　計 35,836,863 退職給付引当金 3,325,502 事業経費 10,310,625

有形固定資産 4,173,823 その他固定負債 112,365 事業損失金 1,677,912

無形固定資産 756,970 固定負債　計 3,437,867 事業外収益 275,308

その他固定資産 2,962,351 40,936,922 事業外費用 195,017

固定資産　計 7,893,145 会員資本 会員生協出資金 2,959,180 経常損失金 1,597,621

法定準備金 678,677 特別利益 2,335

任意積立金 428,836 特別損失 8,631

当期未処理損失金 1,273,609 税引前当期損失金 1,603,917

剰余金　計 △ 166,094 法人税等 14,825

2,793,085 法人税等調整額 1,132,474

当期損失金 2,751,217

43,730,008 43,730,008 当期未処理損失金 1,273,609

剰余金

純資産合計

資産合計 負債・純資産合計

2020年 2月 29日現在（単位：千円）

資産の部 負債・純資産の部

流動資産
流動負債

固定負債

固定資産
負債合計

貸借対照表


貸借対照表・損益計算書

				貸借対照表								2020年 2月 29日現在（単位：千円） ネン ガツ ニチ ゲンザイ タンイ センエン								損益計算書（単位：千円） ソンエキ ケイサンショ		自2019年3月  1日　　至2020年2月29日 ジ ネン ガツ ヒ イタル ネン ガツ ニチ

				資産の部 シサン ブ				金額 キンガク				負債・純資産の部 フサイ ジュンシサン ブ				金額 キンガク				供給高 キョウキュウ ダカ		116,782,586

				流動資産 リュウドウ シサン		現預金 ゲン ヨキン		18,160,436				流動負債 リュウドウ フサイ		買掛金 カイカケキン		18,131,792				供給総剰余金 キョウキュウ ソウ ジョウヨキン		282,119

						供給未収金 キョウキュウ ミシュウキン		12,334,352						その他流動負債 タ リュウドウ フサイ		19,367,263				事業収入 ジギョウ シュウニュウ		8,350,592

						その他流動資産 タ リュウドウ シサン		5,342,075						流動負債　計 リュウドウ フサイ ケイ		37,499,055				事業総剰余金 ジギョウ ソウ ジョウヨキン		8,632,712

						流動資産　計 リュウドウ シサン ケイ		35,836,863				固定負債 コテイ フサイ		退職給付引当金 タイショク キュウフ ヒキアテキン		3,325,502				事業経費 ジギョウ ケイヒ		10,310,625

				固定資産 コテイシサン		有形固定資産 ユウケイ コテイシサン		4,173,823						その他固定負債 タ コテイ フサイ		112,365				事業損失金 ジギョウ ソンシツ キン		1,677,912

						無形固定資産 ムケイ コテイシサン		756,970						固定負債　計 コテイ フサイ ケイ		3,437,867				事業外収益 ジギョウ ガイ シュウエキ		275,308

						その他固定資産 タ コテイ シサン		2,962,351				負債合計 フサイ ゴウケイ				40,936,922				事業外費用 ジギョウ ガイ ヒヨウ		195,017												228329

						固定資産　計 コテイ シサン ケイ		7,893,145				会員資本 カイイン シホン		会員生協出資金 カイイン セイキョウ シュッシキン		2,959,180				経常損失金 ケイジョウ ソンシツ キン		1,597,621												101887

												剰余金 ジョウヨキン		法定準備金 ホウテイ ジュンビキン		678,677				特別利益 トクベツ リエキ		2,335												10000

														任意積立金 ニンイ ツミタテキン		428,836				特別損失 トクベツ ソンシツ		8,631												10920

														当期未処理損失金 トウキ ミショリ ソンシツ キン		1,273,609				税引前当期損失金 ゼイビキマエ トウキ ソンシツ キン		1,603,917												77700

														剰余金　計 ジョウヨキン ケイ		△ 166,094				法人税等 ホウジンゼイ トウ		14,825

												純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				2,793,085				法人税等調整額 ホウジンゼイ トウ チョウセイ ガク		1,132,474												428836

																				当期損失金 トウキ ソンシツ キン		2,751,217

				資産合計 シサン ゴウケイ				43,730,008				負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				43,730,008				当期未処理損失金 トウキ ミショリ ソンシツ キン		1,273,609
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