
種馬鈴しょ集荷販売業者一覧   （令和３年６月末日現在）

1 空知第３号 R1.10.25 ながぬま農業協同組合 夕張郡長沼町銀座北1丁目5番19号 長沼町
2 空知第５号 R1.9.19 株式会社タネショウシードコンサルタント 夕張郡栗山町桜丘1丁目57番地 カネコ種苗、雪印種苗、北海道種苗協同組合、ＪＡそらち南

3 空知第７号 R1.7.2 株式会社永池育種農場 夕張郡栗山町朝日3丁目 JAそらち南、雪印種苗(株)、ジェーピーシー
4 空知第８号 R1.11.12 たきかわ農業協同組合 滝川市本町4丁目１番31号 芦別市
5 空知第９号 R1.7.10 きたそらち農業協同組合 深川市北光町1丁目10番10号 深川市
6 空知第１０号 H30.4.25 いわみざわ農業協同組合 岩見沢市2条西1丁目 岩見沢市栗沢町
7 空知第１１号 R3.5.24 大谷種苗株式会社 深川市4条9番地3号 ホクレン、雪印種苗（株）
8 空知第１２号 H31.3.1 ピンネ農業協同組合 樺戸郡新十津川町字中央6番地29 JAきたそらち
9 空知第１４号 R2.8.27 夕張市農業協同組合 夕張市沼ノ沢213番地27 ホクレン

10 空知第１５号 R2.9.4 新砂川農業協同組合 砂川市東1条南1丁目1番20号 JAそらち南、JA長沼、ＪＡいわみざわ、JAたきかわ、JAきたそらち、大谷種苗、大学農園

11 空知第１６号 R2.9.9 北いぶき農業協同組合 雨竜郡秩父別町1298番地の8 ホクレン岩見沢支所
12 空知第１７号 R2.5.13 月形町農業協同組合 樺戸郡月形町1069番地 ホクレン
13 空知第１８号 R2.8.5 峰延農業協同組合 美唄市字峰延37番地 ホクレン
14 空知第１９号 R2.5.18 有限会社植物育種研究所 夕張郡栗山町中央2丁目6番地 栗山町、由仁町
15 空知第２０号 R1.7.2 そらち南農業協同組合 夕張郡栗山町中央3丁目104番地 栗山町、由仁町
16 空知第２１号 R2.5.11 有限会社市村種苗店 夕張郡長沼町旭町北1丁目6番1号 札幌市
17 空知第２２号 H30.10.18 南幌町農業協同組合 空知郡南幌町栄町1丁目4番7号 JAそらち南
18 空知第２３号 H30.6.25 株式会社よねや　米田商店 雨竜郡妹背牛町字妹背牛382番地 大谷種苗（株）
19 空知第２５号 R1.6.13 後藤忠弘 夕張郡栗山町中央2丁目255 JAそらち南、ホクレン
20 空知第２６号 R2.5.15 美唄市農業協同組合 美唄市大通東１条北１丁目２番１号 岩見沢市
21 空知第２７号 H30.9.26 村中　隆 岩見沢市大和4条7丁目1番地２ JAそらち南
22 空知第２８号 H30.11.7 株式会社豊来商事 岩見沢市4条東6丁目4番地1 （株）ホーブ、ジャパンポテト
1 石狩第１号 R1.9.13 全国農業協同組合連合会 東京都千代田区大手町1-3-1 全道
2 石狩第２号 R1.11.14 道央農業協同組合 恵庭市島松仲町2丁目10番1号 全道
3 石狩第３号 R1.10.31 石狩市農業協同組合 石狩市八幡2丁目332番地11 全道
4 石狩第４号 R2.5.1 北石狩農業協同組合 石狩郡当別町錦町53番地57 全道
5 石狩第５号 R1.9.13 札幌市農業協同組合 札幌市中央区北10条西24丁目1番10号 札幌市
6 石狩第６号 R1.8.27 ホクレン農業協同組合連合会 札幌市中央区北4条西1丁目3番地 全道
7 石狩第７号 R1.10.31 DCM株式会社 東京都品川区南大井六丁目２２番７号 全道
8 石狩第８号 R2.9.29 雪印種苗株式会社 札幌市厚別区上野幌1条5丁目1番8号 全道
9 石狩第９号 R2.8.6 有限会社エスエヌシーサツポロノウエン 札幌市中央区南24条西11丁目2番33号 全道

10 石狩第１０号 H31.2.27 三晃化学株式会社 札幌市中央区南1条東5丁目1番地17 深川市、北見市
11 石狩第１１号 H31.2.28 株式会社ジョイフルエーケー 札幌市東区北6条東4丁目1番7号 江別市
12 石狩第１２号 H31.2.28 富士園芸資材株式会社 札幌市白石区流通センター1丁目4番2号 JAそらち南
13 石狩第１３号 R2.8.12 株式会社グリーンプランナー 札幌市厚別区上野幌1条5丁目1番地8号 雪印種苗（株）
14 石狩第１４号 R2.11.6 株式会社明光 江別市角山182番地 全道
15 石狩第１５号 R2.10.8 株式会社渡辺採種場 宮城県遠田郡美里町南小牛田字町屋敷109番地 ホクレン、JA道央、雪印種苗（株）
16 石狩第１６号 R2.10.26 小玉時義 札幌市北区北35条西7丁目1-1　203号 JAそらち南
17 石狩第１８号 H30.3.10 株式会社鹿内青果 札幌市中央区北8条西22丁目2番2号 長沼町、由仁町
18 石狩第２0号 R2.3.18 株式会社全栄 江別市工栄町8番地6 由仁町
19 石狩第２１号 R1.10.31 株式会社札幌採種園 札幌市白石区本通17丁目北17番1号 雪印種苗（株）
20 石狩第２２号 R2.12.8 株式会社タナベ種苗 札幌市厚別区厚別南7丁目1番1号 ＪＡ道央、ＪＡそらち南、(株)渡辺採種場、北海道種苗共同組合、(株)サカタのタネ、雪印種苗(株)

21 石狩第２３号 R1.7.10 横浜植木株式会社北海道支店 札幌市白石区平和通14丁目北2-16 雪印種苗(株)、福井シード（株）
22 石狩第２４号 R2.12.16 有限会社江別ヤマト種苗 江別市美原1441番地 （株）タナベ種苗
23 石狩第２６号 R2.12.16 カネコ種苗株式会社 群馬県前橋市古市町1丁目50番地12 ホクレン
24 石狩第２７号 R2.9.4 有限会社河田商会 札幌市白石区平和通１丁目南３番４号 カネコ種苗、ＪＡ新函館、松永種苗
25 石狩第２８号 R2.9.4 株式会社エルディ 札幌市豊平区平岸1条1丁目９番６号 由仁町、函館市
26 石狩第２９号 R3.3.9 株式会社タネのノザキ 札幌市北区東茨戸1条2丁目1番地18号 （株）渡辺採種場、北海道種苗協同組合、カネコ種苗

27 石狩第３１号 R2.12.8 中村種苗店　中村庄一 札幌市南区石山２条２丁目7番28号 （株）渡辺採種場、カネコ種苗（株）札幌支所
28 石狩第３３号 H30.8.28 北海道種苗協同組合 札幌市北区北7条西2丁目6番地37 雪印種苗（株）、（株）ホーブ
29 石狩第３４号 R2.8.26 株式会社ＤＣＭニコット 札幌市厚別区厚別中央3条2丁目1番40号 （株）サカタのタネ
30 石狩第３５号 H31.2.27 株式会社大学農園 札幌市中央区北6条西16丁目1番地 JA道央
31 石狩第３６号 H30.10.16 札幌みらい中央青果株式会社 札幌市中央区北12条西20丁目2番2号 ホクレン
32 石狩第４０号 H30.7.9 メディパルフーズ株式会社 札幌市中央区北10条西17丁目1番4号 全道
33 石狩第４１号 R1.10.31 株式会社エンドウフーズ 札幌市西区24軒2条2丁目3番1号 ＪＡそらち南、ＪＡふらの
34 石狩第４２号 R2.10.16 株式会社湖池屋 東京都板橋区成増5-9-7 ホクレン
35 石狩第４３号 H30.8.9 エム・エヌ・プラント 静岡県田方郡函南町塚本583-1 JA道央
36 石狩第４４号 R2.2.13 清和肥料工業株式会社

大阪府大阪市中央区備後町4丁目3番
4号

雪印種苗（株）、JA大樹町、JA十勝清水町、JAそらち南

37 石狩第４５号 R2.4.21 マルシン物流株式会社 石狩市花川北１条２丁目７９番地 ＪＡめむろ
38 石狩第４６号 R3.1.14 株式会社せき 茨城県ひたちなか市平磯町１８ ＪＡめまんべつ
39 石狩第４７号 R3.2.8 株式会社サカタのタネ 横浜市都筑区仲町台２丁目７番１号 ＪＡ東神楽
40 石狩第４８号 R3.4.14 明光商事株式会社 兵庫県神戸市灘区中郷町４－２－１ 全道
1 後志第１号 R2.6.19 ようてい農業協同組合 虻田郡倶知安町南1条東2丁目 黒松内町、蘭越町、真狩村、喜茂別町、京極町、倶知安町、ホクレン

2 後志第２号 R1.7.3 株式会社本間松蔵商店 虻田郡倶知安町南3条西1丁目23番地 ホクレン
3 後志第３号 R1.7.3 佐藤商店 寿都郡寿都町字樽岸町樽岸54番地 ＪＡたきかわ、ＪＡ北そらち、ＪＡ道央、北海興農、ＪＡそらち、ＪＡ新函館

4 後志第４号 R1.7.9 株式会社菊地商店 虻田郡喜茂別町字喜茂別283番地 ホクレン
5 後志第５号 R3.6.29 余市町農業協同組合 余市郡余市町黒川町5丁目22番地 ホクレン
6 後志第６号 H30.9.28 株式会社マルエイ商事 東京都江戸川区臨海町３丁目４番地１号 JAそらち南
7 後志第７号 R2.6.19 きょうわ農業協同組合 岩内郡共和町前田167番地 ホクレン、岩内郡共和町、（株）ジェーピーシー
8 後志第８号 R2.7.30 新おたる農業協同組合 余市郡仁木町北町3丁目4番地 ホクレン、雪印種苗(苫小牧市)
9 後志第１０号 R2.6.22 中井金物株式会社 余市郡余市町黒川町１1丁目3番地 カネコ種苗（株）札幌支店、ＪＡ余市

10 後志第１５号 H30.11.7 株式会社久島農産 岩内郡共和町梨野舞納209番地16 ＪＡようてい（黒松内町）、ＪＡ道央（恵庭市）
1 胆振第１号 R1.9.19 とまこまい広域農業協同組合 勇払郡厚真町錦町10番地2 全道
2 胆振第２号 R1.9.19 伊達市農業協同組合 伊達市末永町74番地 全道
3 胆振第３号 R2.9.17 小池商事株式会社 伊達市旭町44番地 伊達市農業協同組合
4 胆振第５号 R1.9.19 とうや湖農業協同組合 虻田郡洞爺湖町香川55番地7 深川市、栗山町、大樹町、幕別町、富良野市、伊達市、今金町

5 胆振第６号 R2.11.27 株式会社コ・ジャスナ 苫小牧市港町2丁目2番10号 栗山町、由仁町
6 胆振第７号 R2.9.28 鵡川農業協同組合 勇払郡むかわ町末広2丁目124番地 全道
7 胆振第８号 R2.1.20 有限会社　北海園芸 白老郡白老町字萩野79番地の27 栗山町
1 日高第２号 R2.11.26 ひだか東農業協同組合 浦河郡浦河町堺町東2丁目5番5号 全道
2 日高第３号 R2.11.12 新冠町農業協同組合 新冠郡新冠町字本町59番地の１ 全道
3 日高第５号 R2.12.11 みついし農業協同組合 日高郡新ひだか町三石本桐224番地6 全道
4 日高第６号 R2.10.7 しずない農業協同組合 日高郡新ひだか町静内本町4丁目1番6号 全道
5 日高第７号 R2.12.3 びらとり農業協同組合 沙流郡平取町本町40番地１ 全道
6 日高第８号 R2.2.20 門別町農業協同組合 沙流郡日高町字緑町１１番地１９ 全道

登録年月日 氏名又は名称 住　　　　　　所 集荷先の地域又は事業者登録番号N0.
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1 渡島第１０号 R1.8.23 松前町農業協同組合 松前郡松前町字大磯171番地 厚沢部町
2 渡島第１１号 R3.5.13 新函館農業協同組合 北斗市本町1丁目1番21号 八雲町、厚沢部町
3 渡島第１４号 R1.11.7 函館市亀田農業協同組合 函館市昭和4丁目42番40号 十勝農業協同組合連合会、道央農業協同組合、そらち南農業協同組合

4 渡島第１９号 R1.7.11 株式会社丸果商事 函館市西桔梗町589番地198 由仁町、恵庭市、札幌市
5 渡島第２２号 R2.8.21 株式会社函館種苗商会 函館市柏木町1番38号 札幌市
6 渡島第２３号 R2.12.2 有限会社ひかり農園 北斗市東浜2丁目7番30号 函館市亀田農協
7 渡島第２５号 H31.3.27 株式会社岩佐商会 函館市桔梗2丁目36番8号 カネコ種苗(株)、福井シード(株)、ＪＡ今金、ＪＡ新函館

8 渡島第２６号 R1.7.18 福島町農業協同組合 松前郡福島町字福島820番地 ホクレン農産園芸課
9 渡島第２７号 R2.3.31 株式会社カネキ金井商店 函館市海岸町5番23号 由仁町、栗山町、そらち南農業協同組合

10 渡島第２８号 R3.2.9 株式会社テーオーリテイリング 函館市西桔梗町589番地124 富士園芸資材(株)、(株)エム・エヌ・プラント
1 檜山第１号 R1.8.29 北檜山町農業協同組合 久遠郡せたな町北檜山区北檜山20番地 せたな町北檜山区
2 檜山第２号 R1.9.10 今金町農業協同組合 瀬棚郡今金町字今金141番地 今金町
3 檜山第３号 R2.3.23 株式会社こがね屋 久遠郡せたな町大成区宮野96番地 せたな町北檜山区
4 檜山第４号 R3.4.22 株式会社ビルドストーン 東京都港区赤坂３丁目21番20号 厚沢部町
1 上川第１号 R1.8.5 美瑛町農業協同組合 上川郡美瑛町中町2丁目6番32号 美瑛町
2 上川第２号 R1.8.5 北ひびき農業協同組合 士別市西1条8丁目701番地 士別市、剣淵町
3 上川第３号 R1.8.5 道北なよろ農業協同組合 名寄市風連町本町62番地 名寄市
4 上川第６号 R1.9.25 上川生産農業協同組合連合会 旭川市宮下通４丁目２番５号 ＪＡ美瑛、ＪＡふらの、ＪA北ひびき、ＪＡ道北なよろ、十勝農協連、ホクレン

5 上川第１２号 H30.9.4 ふらの農業協同組合 富良野市朝日町3番1号 上富良野町、中富良野町、富良野市、南富良野町

6 上川第１３号 H30.9.4 北はるか農業協同組合 中川郡美深町字大通北2丁目12番地 上川生産連
7 上川第１４号 H30.9.4 株式会社トミイチ 旭川市永山北1条10丁目13番5号 道内市町村、JA
8 上川第１６号 R1.8.5 株式会社フジイ種苗園 旭川市流通団地2条2丁目29番地 上川生産連、(株)渡辺採種場、雪印種苗(株)、カネコ種苗（株）

9 上川第１７号 R1.8.5 有限会社カネツ種苗園 旭川市旭町2条3丁目11番地34 （株）寺岡種苗園
10 上川第１８号 R1.8.5 有限会社マルワ旭川農園 旭川市2条通13丁目左10号 札幌市、雪印種苗(株)、JAふらの
11 上川第１９号 R1.8.5 株式会社西條 名寄市西3条南6丁目25番地1 長沼町、栗山町
12 上川第２０号 R2.8.13 株式会社寺岡種苗園 旭川市豊岡3条3丁目7番11号 (株)渡辺採種場、雪印種苗(株)、ジャパンポテト(株)

13 上川第２１号 H30.9.4 有限会社天心農場 空知郡中富良野町東9線北10号 ふらの農協
14 上川第２２号 R2.4.3 東神楽農業協同組合 上川郡東神楽町北1条東1丁目2番1号 上川生産連、(株)フジイ種苗園
15 上川第２４号 R2.8.13 有限会社大友種苗園 士別市大通東12丁目1616番地 (株)渡辺採種場
16 上川第２５号 R2.8.13 株式会社城宝種苗園 富良野市字学田3区 JAふらの、永池育苗農場、カネコ種苗（株）
17 上川第２９号 H30.9.4 マエダ種苗株式会社 富良野市朝日町16番16号 ホクレン、JAふらの、(株)サカタのタネ、カネコ種苗（株）、雪印種苗（株）、北海道種苗協同組合

18 上川第３１号 R1.8.5 株式会社Ｔｏkoファーム 上川郡東川町東3号北22番地 （株）寺岡種苗園
19 上川第３２号 R2.4.10 丸果旭川青果卸売市場株式会社 旭川市流通団地1条3丁目14番地の3 ホクレン、JA美瑛町、ＪＡ新函館
20 上川第３３号 R2.8.13 黒田　康敬 士別市上士別町16線北2番地 中標津町
21 上川第３４号 R2.8.13 上川中央農業協同組合 上川郡愛別町字本町125番地 雪印種苗(株)、上川生産連、(株)フジイ種苗
22 上川第３５号 R2.8.13 たいせつ農業協同組合 旭川市東鷹栖1条3丁目635番地の58 上川生産連、（有）旭川農園
23 上川第３６号 R2.8.13 当麻農業協同組合 上川郡当麻町4条東3丁目4番63号 上川生産連、(株)フジイ種苗
24 上川第３７号 R2.8.26 東旭川農業協同組合 旭川市東旭川南1条5丁目8番22号 上川生産連、（株）寺岡種苗園
25 上川第３８号 R2.8.13 東川町農業協同組合 上川郡東川町西町1丁目5番1号 上川生産連
26 上川第３９号 R2.8.13 比布町農業協同組合 上川郡比布町西町3丁目5番14号 上川生産連、(株)フジイ種苗
27 上川第４０号 R2.8.13 あさひかわ農業協同組合 旭川市豊岡4条1丁目1番18号 上川生産連、（株）寺岡種苗園、(株)フジイ種苗

28 上川第４１号 R2.8.13 株式会社ホクレン商事 札幌市北区北7条西1丁目２番地６ ＪＡあさひかわ、JAきたそらち、大谷種苗(株)、ＪＡ芽室、ＪＡきたみらい

29 上川第４２号 H30.9.4 株式会社丸三美田実郎商店 士別市上士別町16線北2番地 (株)北果、JA全農
30 上川第４３号 R1.8.5 株式会社北果 旭川市流通団地1条2丁目22番1 上川生産連、全道
31 上川第４４号 R1.8.5 株式会社ホーブ 上川郡東神楽町14号北1番地 十勝農協連、ＪＡそらち南
32 上川第４５号 R2.2.5 有限会社アグリ・コーポレーション 旭川市神居町共栄27番地 雪印種苗(株)
33 上川第４６号 R2.8.13 株式会社　２ｆ 茨城県東茨城郡大洗町大貫町２５６番地５３０ 全道
1 留萌第７号 R2.7.29 株式会社丸カ笠井商店 留萌市栄町2丁目2番10号 札幌市
2 留萌第８号 R3.2.17 るもい農業協同組合 苫前郡羽幌町南６条２丁目16番地の４ ホクレン留萌支所
1 宗谷第１号 R3.3.16 東宗谷農業協同組合 枝幸郡浜頓別町大通2丁目19番地 上川生産連
2 宗谷第２号 R3.3.16 稚内農業協同組合 稚内市潮見1丁目5番25号 上川生産連、雪印種苗（株）
4 宗谷第４号 R3.3.16 株式会社石田商店 枝幸郡浜頓別町緑ヶ丘4丁目26番地 全道
6 宗谷第７号 R3.3.16 宗谷南農業協同組合 枝幸郡枝幸町幸町8121番地3 上川生産連
1 オホーツク第１号 R1.8.2 女満別町農業協同組合 網走郡大空町女満別西4条5丁目1番27号 大空町女満別、ホクレン
2 オホーツク第３号 R1.8.2 美幌町農業協同組合 網走郡美幌町字青山南30番地1 美幌町
3 オホーツク第４号 R1.8.21 津別町農業協同組合 網走郡津別町字大通30番地１ ホクレン、津別町
4 オホーツク第５号 R1.8.2 斜里町農業協同組合 斜里郡斜里町本町36番地1 ホクレン、十勝農協連、ＪＡ中標津町、ＪＡ北オホーツク

5 オホーツク第６号 R1.8.2 清里町農業協同組合 斜里郡清里町羽衣町2番地 清里町、ＪＡきたみらい、ＪＡ中標津町、ＪＡ斜里町

6 オホーツク第８号 R1.8.21 小清水町農業協同組合 斜里郡小清水町南町１丁目３番地２号 小清水町、十勝農協連、網走特産種苗センター、ＪＡ中標津

7 オホーツク第１３号 R1.9.4 佐呂間町農業協同組合 常呂郡佐呂間町字永代町57番地 ホクレン
8 オホーツク第１４号 R1.8.21 常呂町農業協同組合 北見市常呂町字常呂608番地 北見市、十勝管内、ホクレン
9 オホーツク第１９号 R1.8.2 オホーツク網走農業協同組合 網走市南4条東2丁目10番地 網走市、大空町東藻琴

10 オホーツク第２０号 R2.8.19 きたみらい農業協同組合 北見市中ノ島町1丁目1番8号 北見市、置戸町、訓子府町
11 オホーツク第２１号 H30.8.8 えんゆう農業協同組合 紋別郡湧別町上湧別字屯田市街地230番地 遠軽町
12 オホーツク第２２号 H30.8.15 オホーツクはまなす農業協同組合 紋別市落石町4丁目8番9 ホクレン、雪印種苗(株)北見営業所、(株)サン園芸

13 オホーツク第２４号 H30.8.8 株式会社ササキ種苗 北見市大通西5丁目8番地 永池育種農場、雪印種苗（株）、カネコ種苗、渡辺採種場、北海道種苗協同組合

14 オホーツク第２６号 H30.8.8 有限会社武田花光園 北見市小泉858番地の2 ＪＡきたみらい
15 オホーツク第２７号 H30.8.8 株式会社サン園芸 北見市東相内町121番地8 北海道種苗協同組合、雪印種苗、JAきたみらい

16 オホーツク第２８号 H30.8.8 株式会社ホームセンター坂本 北見市中央三輪6丁目443番地１ 北海道一円
17 オホーツク第３０号 R2.8.19 株式会社小野寺 常呂郡訓子府町大町94番地 雪印種苗（株）
18 オホーツク第３１号 R2.8.19 有限会社遠軽種苗園 紋別郡遠軽町大通南3丁目2-3 (株)渡辺採種場、雪印種苗（株）
19 オホーツク第３２号 R2.6.30 柳瀬産商株式会社 網走郡津別町字活汲6番地 ＪＡめまんべつ
20 オホーツク第３３号 R2.6.30 株式会社西 紋別郡遠軽町大通南3丁目1-1 カネコ種苗
21 オホーツク第３４号 R2.6.30 有限会社四季倶楽部 北見市東相内町121番地8 (株)サン園芸（北見市）
22 オホーツク第３６号 R1.9.27 石川　秀廣 網走市二見ヶ岡70番地の67 農研機構　種苗管理センター
23 オホーツク第３７号 R2.3.16 北オホーツク農業協同組合 紋別郡興部町字興部518番地 雄武町
24 オホーツク第３８号 H30.12.17 株式会社　丸米産商 斜里郡斜里町本町39番地15 ＪＡそらち南、ＪＡ十勝清水町、ＪＡめむろ、株式会社大学農園

25 オホーツク第３９号 R3.2.9 株式会社ニチノウ 茨城県かすみがうら市西野寺730－17 ＪＡめまんべつ
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1 十勝第１号 R1.6.17 音更町農業協同組合 河東郡音更町大通5丁目1番地 音更町、帯広市
2 十勝第２号 R1.12.4 木野農業協同組合 河東郡音更町木野大通西6丁目1番地 鹿追町、士幌町、十勝清水町、幕別町、大樹町

3 十勝第３号 R1.7.19 士幌町農業協同組合 河東郡士幌町字士幌西2線159番地 士幌町
4 十勝第４号 R1.9.20 上士幌町農業協同組合 河東郡上士幌町字上士幌東2線238番地 上士幌町
5 十勝第５号 R1.6.17 鹿追町農業協同組合 河東郡鹿追町新町4丁目51番地 鹿追町
6 十勝第６号 R1.6.17 新得町農業協同組合 上川郡新得町1条南3丁目1番地 新得町
7 十勝第７号 R1.8.21 十勝清水町農業協同組合 上川郡清水町南2条1丁目8番地 十勝清水町
8 十勝第８号 R1.9.26 芽室町農業協同組合 河西郡芽室町西4条南1丁目1番地9 芽室町、帯広市、幕別町、大樹町、十勝農協連

9 十勝第１０号 R1.7.19 中札内村農業協同組合 河西郡中札内村東1条南2丁目14番地 中札内村
10 十勝第１１号 R1.6.21 更別村農業協同組合 河西郡更別村字更別南2線92番地 更別村
11 十勝第１２号 R1.8.30 忠類農業協同組合 中川郡幕別町忠類栄町259番地 幕別町
12 十勝第１３号 R1.10.7 大樹町農業協同組合 広尾郡大樹町西本通33番地2 大樹町
13 十勝第１５号 R1.7.19 幕別町農業協同組合 中川郡幕別町本町45番地 幕別町
14 十勝第１６号 R1.12.26 札内農業協同組合 中川郡幕別町札内中央町500番地 幕別町
15 十勝第１７号 R1.10.29 十勝池田町農業協同組合 中川郡池田町字利別本町1番地 池田町
16 十勝第１８号 R1.6.5 十勝高島農業協同組合 中川郡池田町字高島7番地 池田町(高島地区）
17 十勝第１９号 R1.9.25 豊頃町農業協同組合 中川郡豊頃町中央若葉町12番地 豊頃町
18 十勝第２０号 R1.8.21 本別町農業協同組合 中川郡本別町北5丁目2番地1 本別町
19 十勝第２１号 R1.10.10 足寄町農業協同組合 足寄郡足寄町南3条1丁目18番地 帯広市
20 十勝第２３号 R1.10.1 浦幌町農業協同組合 十勝郡浦幌町字新町15番地の1 浦幌町
21 十勝第２４号 R1.9.25 帯広市川西農業協同組合 帯広市川西町西2線61番地 帯広市
22 十勝第２５号 R1.6.17 帯広大正農業協同組合 帯広市大正本町東1条2丁目1番地 帯広市
23 十勝第３１号 H30.10.19 十勝太陽食品株式会社 河西郡芽室町北伏古南8線10番地 十勝総合振興局管内
24 十勝第２７号 R1.6.21 株式会社北海興農ビジネス 帯広市西3条南7丁目14番地 十勝総合振興局管内
25 十勝第２８号 R1.6.17 株式会社成田喜八郎商店 河西郡芽室町北伏古南9線33番地7 芽室町
26 十勝第３１号 H30.10.19 十勝太陽食品株式会社 河西郡芽室町北伏古南8線10番地 JA芽室町、(株)北海興農ﾋﾞｼﾞﾈｽ
27 十勝第３３号 R1.12.18 株式会社山本忠信商店 河東郡音更町木野西通7丁目3番地 全道
28 十勝第３５号 H30.7.6 株式会社マツダ樹生園 河東郡音更町木野大通東5丁目1番地 雪印種苗(株）、ホクレン、北海道種苗協同組合

29 十勝第３６号 H30.9.28 アグリシステム株式会社 河西郡芽室町東芽室基線15番地8 芽室町
30 十勝第３７号 R3.5.27 有限会社水野種苗店 帯広市西16条北1丁目1番地68 JA幕別町、JA大樹町、JAふらの
31 十勝第３８号 R2.6.18 名取商産株式会社 河西郡芽室町新生南5線25番地16 JA芽室町、JA幕別町
32 十勝第３９号 R3.7.1 カルビーポテト株式会社 帯広市別府町零号31番地4 道内22市町村等
33 十勝第４２号 R2.6.29 カネサ　キサキ糧穀株式会社 帯広市愛国町基線41番地15 JA帯広市川西
34 十勝第４３号 R2.6.18 株式会社本田商店 河西郡芽室町新生南13線17番地4 JA芽室町
35 十勝第４５号 R2.8.7 株式会社金昌 帯広市白樺16条西5丁目1番地6 JAそらち南
36 十勝第４７号 R1.10.24 横浜冷凍株式会社 横浜市鶴見区大黒町5番35号 十勝農協連、ホクレン
37 十勝第５１号 R2.6.18 (株)ASIR 旭川市神楽6条8丁目3番14号 十勝農協連
38 十勝第５２号 R1.11.12 株式会社　松尾青果 長崎県南島原市南有馬町甲1249番地 北海興農ビジネス
39 十勝第５３号 R2.7.20 ダイモンド十勝株式会社 河西郡芽室町東芽室北2線10-1 芽室町農業協同組合
1 釧路第１号 H31.3.12 摩周湖農業協同組合 川上郡弟子屈町中央3丁目7番12号 弟子屈町
2 釧路第４号 R3.3.30 釧路丹頂農業協同組合 阿寒郡鶴居村鶴居東４丁目４５番地 全道
3 釧路第５号 R3.3.15 阿寒農業協同組合 釧路市阿寒町北新町１丁目４番１号 全道
1 根室第１号 R2.3.25 篠永務 標津郡中標津町字武佐247番地4 中標津町
2 根室第２号 R2.3.3 中標津町農業協同組合 標津郡中標津町東7条南2丁目1番地 中標津町
3 根室第３号 R2.3.3 三宅和雄 標津郡中標津町字武佐南6線西38番地5 中標津町
4 根室第４号 R3.3.11 道東あさひ農業協同組合 野付郡別海町別海緑町116番地9 中標津町
5 根室第５号 R2.3.25 株式会社上原農場 標津郡中標津町字俵橋650番地3 中標津町
6 根室第７号 R3.2.8 中標津地方魚菜株式会社 標津郡中標津町南中8番地10 中標津町
7 根室第８号 H31.4.4 株式会社  東武 標津郡中標津町南町３番地10 中標津町


