
県名 〒 TEL

北海道 (一社)日本ホルスタイン登録協会 北海道支局 001-0015 札幌市北区北１５条西５－２０ 　 011-726-3111

青　森 全国農業協同組合連合会 青森県本部 039-2664 上北郡東北町字乙供63-239 　 0175-63-3551

岩　手 日本ホルスタイン登録協会 岩手県支部 020-0605 滝沢市砂込389-7 岩手県畜産協会内 019-694-1300

宮　城 宮城県ホルスタイン協会 　 983-0832 仙台市宮城野区安養寺3-11-24 県畜産協会家畜改良課内 022-298-9750

秋　田 日本ホルスタイン登録協会 秋田県支部 010-0001 秋田市中通6-7-9 畜産会館内 018-835-3346

山　形 日本ホルスタイン登録協会 山形県支部 990-0825 山形市城北町1-18-4 　 023-644-7585

福　島 福島県酪農業協同組合 　 969-1103 本宮市仁井田字一里壇17 酪農総合センター内 0243-63-2225

茨　城 茨城県酪農業協同組合連合会 　 310-0022 水戸市梅香1-2-54 　 029-224-6711

栃　木 酪農とちぎ農業協同組合 　 321-0905 宇都宮市平出工業団地6-7 028-660-2213

群　馬 公益社団法人 群馬県畜産協会 　 379-2147 前橋市亀里町1310 ＪＡビル 027-220-2360

埼　玉 一般社団法人 埼玉県畜産会 　 360-0102 熊谷市須賀広784 県農林総合研究センター内 048-536-5281

千　葉 千葉県酪農農業協同組合連合会 　 265-0041 千葉市若葉区富田町1033-1 043-312-8513

東　京 東京都酪農業協同組合 　 190-1221 西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎99 　 042-557-0054

神奈川 神奈川県酪農業協同組合連合会 　 259-1141 伊勢原市上粕屋220 　 0463-94-1020

新　潟 新潟県酪農業協同組合連合会 　 950-0914 新潟市中央区紫竹山2-5-32 025-241-3021

富　山 公益社団法人 富山県畜産振興協会 　 930-0901 富山市手屋3-10-15 獣医畜産会館内 076-451-3677

石　川 石川県酪農業協同組合 　 924-0815 白山市三浦町613-1 　 076-276-8422

福　井 一般社団法人 福井県畜産協会 　 910-0005 福井市大手3-2-18 農業会館内 0776-27-8228

山　梨 山梨県家畜改良協会 　 409-3866 中巨摩郡昭和町西条3852-3 県酪農会館内 055-240-7052

長　野 全国農業協同組合連合会 長野県本部 380-0826 長野市大字南長野北石堂町1177-3 農協会館内 026-236-2382

岐　阜 一般社団法人 岐阜県畜産協会 　 500-8385 岐阜市下奈良2-2-1 福祉農業会館内 058-273-9205

静　岡 静岡県ホルスタイン協会 　 420-0838 静岡市葵区相生町14-26-3 県獣医畜産会館内 054-254-5615

愛　知 愛知県酪農農業協同組合 酪農センター 444-0802 岡崎市美合町並松1-62 　 0564-53-2450

三　重 三重県酪農業協同組合連合会 　 515-2354 松阪市嬉野下之庄町753 ＪＡ三重ビル 0598-42-6800

滋　賀 一般社団法人 滋賀県畜産振興協会 　 523-0896 近江八幡市鷹飼町北4-12-2 　 0748-33-4345

京　都 日本ホルスタイン登録協会 京都府支部 604-8845 京都市南区東九条西山王町1 京都府畜産振興協会内 075-681-4280

大　阪 大阪畜産農業協同組合 　 540-0124 堺市南区畑1627 大手前建設会館内 072-284-7541

兵　庫 兵庫県酪農農業協同組合 　 651-2124 神戸市西区伊川谷町潤和1058 西神文化センター３階 078-976-5011

奈　良 奈良県ホルスタイン協会 　 639-1122 大和郡山市丹後庄町475-1 奈良県食肉公社内 0743-59-0234

和歌山 和歌山県家畜改良協会 　 649-3141 西牟婁郡すさみ町見老津1 県農林水産総合技術センター畜産試験場内 0739-55-2430

鳥　取 大山乳業農業協同組合 　 689-2393 東伯郡琴浦町大字保37-1 　 0858-52-2222

島　根 島根県農業協同組合 699-0631 出雲市斐川町直江5030 　 0853-25-8592

岡　山 おかやま酪農業協同組合 　 708-0841 津山市川崎94-1 　 0868-26-1106

広　島 広島県酪農業協同組合 　 728-0023 三次市東酒屋町306-65 　 0824-64-2072

山　口 公益社団法人 山口県畜産振興協会 　 754-0002 山口市小郡下郷2139 　 083-973-2725

徳　島 徳島県酪農業協同組合 　 779-3245 名西郡石井町浦庄字上浦531-1 　 088-674-0401

香　川 香川県農業協同組合　酪農振興センター 　 761-1405 高松市香南町池内522-2 　 087-879-8135

愛　媛 愛媛県酪農業協同組合連合会 　 791-0397 東温市南方955-1 　 089-966-1400

高　知 一般社団法人 高知県畜産会 　 781-8125 高知市五台山5015-1 　 088-883-8161

福　岡 ふくおか県酪農業協同組合 　 812-0011 福岡市博多区博多駅前4-32-18 　 092-431-7864

佐　賀 佐賀県農業協同組合 酪農指導センター 846-0031 多久市多久町5796-3 　 0952-71-9644

長　崎 長崎県酪農業協同組合連合会 　 859-1215 雲仙市瑞穂町古部甲2087-1 　 0957-61-8811

熊　本 熊本県酪農業協同組合連合会 　 861-8041 熊本市東区戸島5-10-15 　 096-388-3516

大　分 大分県酪農業協同組合 　 870-1201 大分市大字廻栖野3231 みどりの王国内 097-586-4225

宮　崎 宮崎県経済農業協同組合連合会 　 880-8556 宮崎市霧島1-1-1 　 0985-31-2128

鹿児島 鹿児島県酪農業協同組合 　 890-0073 鹿児島市宇宿1-34-3 　 099-255-3186

沖　縄 公益社団法人 沖縄県家畜改良協会 　 900-0024 那覇市古波蔵1-24-28 　 098-855-0474
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