
（平成31年１月現在）

住所 電話番号

ＪＡ馬路村 本所 安芸郡馬路村馬路３８８８－４ ０８８７－４４－２０２１
本所　融資課 高知市高須東町４－８ ０８８－８８３－６９３４
大津支所 高知市大津乙９０４－１ ０８８－８６６－２３０１
介良支所 高知市介良乙１６６９－１ ０８８－８６０－０１１１
高須支所 高知市高須本町４－１９ ０８８－８８２－１０９７
五台山支所 高知市五台山５０００ ０８８－８８３－３２９１
布師田支所 高知市布師田１６１６－１ ０８８－８４５－４３２９
一宮支所 高知市一宮中町１－６－２９ ０８８－８４５－１５２１
秦支所 高知市中秦泉寺５２－２ ０８８－８２２－０７１６
初月支所 高知市万々３５５－１ ０８８－８２２－６４４３
中央支所 高知市北本町３－９－４１ ０８８－８８２－１８０５
潮江支所 高知市梅ノ辻６－１３ ０８８－８３１－３０００
三里支所 高知市仁井田１５４０ ０８８－８４７－１１５１
長浜支所 高知市長浜４８２８－１ ０８８－８４２－２３１９
旭支所 高知市横内９６ ０８８－８４４－２０７７
鴨田支所 高知市鴨部１１２８－６ ０８８－８４４－３１７１
朝倉支所 高知市朝倉本町２－２－８ ０８８－８４４－１７１１
土佐山支所 高知市土佐山１２２ ０８８－８９５－２２２１
鏡支所 高知市鏡今井２２－２ ０８８－８９６－２１１１
あき支所 安芸市幸町１－１６ ０８８７－３４－８３１２
あき東支所 安芸市川北甲６８５２ ０８８７－３４－１５６１
あき北支所 安芸市土居１７－３ ０８８７－３４－１５２５
穴内出張所 安芸市穴内乙８１－１ ０８８７－３４－１５２６
赤野出張所 安芸市赤野乙３１－１ ０８８７－３３－２２０４
東洋支所 安芸郡東洋町甲浦３３３－１ ０８８７－２９－３０１１
室戸支所 室戸市室津１７４３ ０８８７－２２－００７７
吉良川支所 室戸市吉良川町甲２２４０－１ ０８８７－２５－２３３１
奈半利支所 安芸郡奈半利町乙１８１０ ０８８７－３８－４９１１
北川支所 安芸郡北川村野友甲８３０ ０８８７－３８－４６１１
田野支所 安芸郡田野町１８５８－２ ０８８７－３８－２６１１
安田支所 安芸郡安田町安田１８４７ ０８８７－３８－６６１１
わじき出張所 安芸郡芸西村和食甲２１４５－５ ０８８７－３３－２２１１
芸西支所 安芸郡芸西村西分甲５７７３－１ ０８８７－３３－２５００
野市支所 香南市野市町西野２７０４－２ ０８８７－５６－０９２１
物部支所 香美市物部町大栃１３８８－２ ０８８７－５８－３１０５
香北支所 香美市香北町美良布１２９３ ０８８７－５９－２３２１
土佐山田支所 香美市土佐山田町百石町２－２－４８ ０８８７－５３－２１５５
赤岡支所 香南市赤岡町本町５４４ ０８８７－５５－２１５１
夜須支所 香南市夜須町坪井４２－１ ０８８７－５５－２１５５
香我美支所 香南市香我美町下分１７９６ ０８８７－５５－３１３５
南国支所 南国市大埇乙８９４－１ ０８８－８６３－２４８１
久礼田支所 南国市久礼田４１８ ０８８－８６２－００３１
岡豊支所 南国市岡豊町八幡２２０ ０８８－８６４－２６７０
南国中央支所 南国市上野田３０３－１ ０８８－８６４－２０６７
大篠支所 南国市大埇甲１８５３－２ ０８８－８６３－４１３１
日章支所 南国市田村乙１７６０－２ ０８８－８６３－２１７９
三和支所 南国市里改田１５１ ０８８－８６５－０１５１
長岡支所 南国市下末松１６９－４ ０８８－８６４－２１４８
ごめん出張所 南国市駅前町1丁目４－３９ ０８８－８６３－１１４７
十市支所 南国市十市３５３５ ０８８－８６５－８４０３
れいほく支所 土佐郡土佐町土居２８４－１ ０８８７－８２－２８０１
田井出張所 土佐郡土佐町田井１４９５－１ ０８８７－８２－００１６
本山支所 長岡郡本山町本山５３０－４ ０８８７－７６－２４４４
大杉支所 長岡郡大豊町川口１９２６－７ ０８８７－７２－０００５
大田口支所 長岡郡大豊町黒石３５０ ０８８７－７３－００１０
大川支所 土佐郡大川村小松２８－５ ０８８７－８４－２１１１
春野支所 高知市春野町西分５１２－２ ０８８－８９４－２２０３
とさのさと支所 Ｈ31.8設置予定
佐川支所 高岡郡佐川町甲１７５１－１ ０８８９－２２－７８３５
吾川支所 吾川郡仁淀川町大崎１２２ ０８８９－３５－０３１１
池川支所 吾川郡仁淀川町土居甲８０７ ０８８９－３４－２３１１
吾北支所 吾川郡いの町小川東津賀才５３－１ ０８８－８６７－２２１１
日高支所 高岡郡日高村本郷２３８ ０８８９－２４－５１２１
斗賀野支所 高岡郡佐川町中組６９ ０８８９－２２－１１４８
越知支所 高岡郡越知町越知甲２３８７ ０８８９－２６－１１４１
仁淀支所 吾川郡仁淀川町森２５７１ ０８８９－３２－１１１６
伊野支所 吾川郡いの町駅前町２２１ ０８８－８９２－１０７０
枝川出張所 吾川郡いの町枝川５４９７－８ ０８８－８９２－２１４５
土佐市支所 土佐市蓮池９４８－１ ０８８－８５４－０３２1
戸波支所 土佐市家俊１０７０ ０８８－８５５－０２３１
新居支所 土佐市新居９６８－１ ０８８－８５６－１１２１
四万十支所 高岡郡四万十町榊山町５８６－２ ０８８０－２２－０２８８
興津支所 高岡郡四万十町興津３８２－５ ０８８０－２５－０００２
大野見支所 高岡郡中土佐町大野見奈路５５８ ０８８９－５７－２３２１
梼原支所 高岡郡梼原町梼原１４４４－１ ０８８９－６５－０１１１
東津野支所 高岡郡津野町力石２８８４－１ ０８８９－６２－２２１１
中村支所 四万十市右山五月町７番４０号 ０８８０－３４－７６３３
中村南部出張所 四万十市竹島５８－１ ０８８０－３３－００１０
中村東部出張所 四万十市蕨岡甲３１４ ０８８０－３２－１１１１
中村北部出張所 四万十市岩田１－１ ０８８０－３４－２２６２
宿毛支所 宿毛市南沖須賀１番１号 ０８８０－６３－２１２１
宿毛東出張所 宿毛市平田町戸内２０８８－２ ０８８０－６６－０３４１
三崎支所 土佐清水市三崎浦１丁目６－７ ０８８０－８５－０３０１
佐賀支所 幡多郡黒潮町佐賀８８８ ０８８０－５５－２５１１
大方支所 幡多郡黒潮町入野２０９８ ０８８０－４３－１２１１
大正支所 高岡郡四万十町大正北ノ川３６３－４ ０８８０－２６－００５０
十和支所 高岡郡四万十町十川２３３－５ ０８８０－２８－５５１１
西土佐支所 四万十市西土佐江川﨑２５３ ０８８０－５２－１００７
三原支所 幡多郡三原村来栖野３４６ ０８８０－４６－２１２１
大月支所 幡多郡大月町弘見２０４５－２ ０８８０－７３－１１４１
本所　信用課 須崎市多ノ郷甲３７５１－１１ ０８８９－４２－８００５
浦ノ内支所 須崎市浦ノ内東分１１９－４ ０８８９－４９－０２１１
吾桑支所 須崎市吾井郷乙４９９－１ ０８８９－４５－０６１１
須崎支所 須崎市西町１－４－１９ ０８８９－４２－１８３５
上分支所 須崎市上分丙３３５ ０８８９ー４６－００２１
大谷出張所 須崎市大谷235 ０８８９－４７－０１１１
多ノ郷支所 須崎市大間本町１４－２６ ０８８９－４３－００６１
葉山支所 高岡郡津野町永野４７８－４ ０８８９－５５－２２１１
久礼支所 高岡郡中土佐町久礼６４４２－１ ０８８９－５２－２１４５
上ノ加江支所 高岡郡中土佐町上ノ加江７８５－１ ０８８９－５４－０２１１

農業協同組合

ＪＡ高知市

ＪＡ高知県

ＪＡ土佐くろしお


