乳用牛群検定全国協議会会員名簿
（令和２年１０月現在）

都道府県

会

員

名

北海道 北海道農政部生産振興局畜産振興課
公益社団法人北海道酪農検定検査協会
青森県 青森県農林水産部畜産課
全国農業協同組合連合会
青森県本部
岩手県 岩手県農林水産部畜産課
岩手県乳用牛群検定推進協議会
宮城県 宮城県農政部畜産課
宮城県ホルスタイン協会
秋田県 秋田県農林水産部畜産振興課
全国農業協同組合連合会
秋田県本部
山形県 山形県農林水産部畜産振興課
一般社団法人山形県ホルスタイン協会
福島県 福島県農林水産部畜産課
福島県酪農業協同組合
茨城県 茨城県農林水産部畜産課
茨城県酪農業協同組合連合会
栃木県 栃木県農政部畜産振興課
酪農とちぎ農業協同組合
群馬県 群馬県農政部畜産課
群馬県牛乳販売農業協同組合連合会
埼玉県 埼玉県農林部畜産安全課
一般社団法人埼玉県畜産会
千葉県 千葉県農林水産部畜産課
千葉県酪農農業協同組合連合会

郵便番号

所

在

地

060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
060-0004

札幌市中央区北4条西1丁目1番地
共済ﾋﾞﾙ4階

電話番号
011-231-4111
011-271-6057

030-8570 青森市長島1-1-1

017-734-9496

039-2664 青森県上北郡東北町乙供63-239

0175-63-3551

020-0023 盛岡市内丸10-1

019-629-5729

020-0605

岩手県滝沢市砂込389-7
岩手県畜産協会内

019-694-1300

980-0014 仙台市青葉区本町3-8-1

022-211-2850

983-0832 宮城県仙台市宮城野区安養寺3-11-24

022-298-8476

010-0951 秋田市山王4-1-1

018-860-1801

010-8553 秋田県秋田市八橋南2-10-16

018-864-2505

990-0023 山形市松波2-8-1

023-630-2471

990-0825 山形県山形市城北町1-18-4

023-644-7585

960-8065 福島市杉妻町2-16

024-521-7365

969-1103 福島県本宮市仁井田字市一里壇17

0243-63-2225

310-0852 水戸市笠原町978-6

029-301-3977

310-0022 茨城県水戸市梅香1-2-54

029-224-6711

320-0027 宇都宮市塙田1-1-20

028-623-2342

321-0905 栃木県宇都宮市平出工業団地6-7

028-660-2213

371-8570 前橋市大手町1-1-1

027-226-3106

379-2147 群馬県前橋市亀里町1310 JAビル8F

027-220-2157

360-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1

048-830-4193

埼玉県熊谷市須賀広784
埼玉県農林総合研究ｾﾝﾀｰ内

048-536-5281

360-0102

260-0855 千葉市中央区市場町1-1

043-223-2921

265-0041 千葉県千葉市若葉区富田町1033-1

043-312-8513

都道府県

会

員

名

東京都

東京都産業労働局
農林水産部農業振興課

163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1

東京都牛群検定組合

190-1221

神奈川県 神奈川県環境農政局農政部畜産課
神奈川県酪農業協同組合連合会
新潟県 新潟県農林水産部畜産課
新潟県酪農業協同組合連合会
富山県 富山県農林水産部農業技術課
公益社団法人富山県畜産振興協会
石川県 石川県農林水産部生産流通課
石川県酪農業協同組合
福井県 福井県農林水産部中山間農業・畜産課
一般社団法人福井県畜産協会
山梨県 山梨県農政部畜産課
山梨県乳用牛群検定組合
長野県 長野県農政部園芸畜産課
全国農業協同組合連合会
長野県本部
岐阜県 岐阜県農政部畜産振興課
岐阜県酪農農業協同組合連合会
静岡県 静岡県経済産業部農業局畜産振興課
静岡県牛群検定協会
愛知県 愛知県農業水産局畜産課
愛知県酪農農業協同組合
三重県 三重県農林水産部畜産課
三重県酪農業協同組合連合会

郵便番号

所

在

地

電話番号
03-5321-1111

東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎99
(東京都酪農業協同組合内)

042-557-0054

231-0021 横浜市中区日本大通1

045-210-1111

259-1141 神奈川県伊勢原市上粕屋220

0463-94-1020

950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4-1

025-285-5511

950-0914 新潟県新潟市紫竹山2-5-32

025-241-3021

930-8501 富山市新総曲輪1-7

076-444-3288

930-0901 富山県富山市手屋3-10-15

076-451-0117

920-8203 金沢市鞍月1-1

076-225-1623

924-0815 石川県白山市三浦町613-1

076-276-8422

910-8580 福井市大手3-17-1

0776-20-0439

910-0005 福井県福井市大手3丁目2番1号

福井ﾋﾞﾙ5階

400-0031 甲府市丸の内1-6-1
409-3866

山梨県中巨摩郡昭和町西条3852-3
(山梨県酪農業協同組合内)

0776-27-8228
055-223-1607
055-275-6186

380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2

026-232-0111

380-8614 長野県長野市南長野北石堂町1177-3

026-236-2382

500-8570 岐阜市藪田南2-1-1

058-272-1111

501-3756 岐阜県美濃市生櫛439-2

0575-46-8803

420-0853 静岡市葵区追手町9-6

054-221-2708

418-0108 静岡県富士宮市猪之頭1945

0544-52-0660

460-0001 名古屋市中区三の丸3-1-2

052-961-2111

444-0802 愛知県岡崎市美合町並松1-62

0564-53-2450

514-0006 津市広明町13

059-224-2547

515-2354 松阪市嬉野下之庄町753

059-229-9217

都道府県

会

員

名

滋賀県 滋賀県農政水産部畜産課
滋賀県乳用牛群検定組合
京都府 京都府農林水産部畜産課

大阪府

郵便番号

所

在

地

520-0044 大津市京町4-1-1
523-0896

電話番号
077-528-3853

滋賀県近江八幡市鷹飼町北4丁目12-2
(一社)滋賀県畜産振興協会内

0748-33-4345

602-8570 京都市上京区下立売通新町西入藪ﾉ内町

075-414-4981

公益社団法人京都府畜産振興協会

604-8845 京都市中京区壬生東高田町1-15

075-681-4280

大阪府環境農林水産部
動物愛護畜産課

559-8555 大阪府大阪市住之江区南港北1-14-16

06-6210-9618

大阪畜産農業協同組合

590-0124 大阪府堺市南区畑1627番地

072-284-7541

650-8567 神戸市中央区下山手通り5-10-1

078-341-7711

兵庫県 兵庫県農政環境部農林水産局畜産課
兵庫県酪農農業協同組合

651-2124

兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和1058番地
西神文化ｾﾝﾀｰ3階

078-976-5021

奈良県 奈良県食と農の振興部畜産課

630-8501 奈良市登大路町30

0742-27-7450

奈良県農業協同組合

630-8131 奈良市大森町57-3

0742-27-4116

和歌山県農林水産部
農業生産局畜産課

640-8269 和歌山市小松原通り1-1

073-432-4111

和歌山県農業協同組合連合会

640-8331

和歌山県

鳥取県 鳥取県農林水産部農業振興戦略監畜産課
大山乳業農業協同組合
島根県 島根県農林水産部畜産課
島根県乳用牛検定協議会
岡山県 岡山県農林水産部畜産課
おかやま酪農業協同組合
広島県 広島県農林水産局畜産課
広島県酪農業協同組合
山口県 山口県農林水産部畜産振興課
山口県酪農農業協同組合

和歌山市美園町五丁目1番地の１
和歌山県JAビル

073-488-5574

680-8570 鳥取市東町1-220

0857-26-7291

689-2393 東伯郡琴浦町保37-1

0858-52-2221

690-0887 松江市殿町1

0852-22-5136

699-0631 島根県出雲市斐川町直江5030

0853-25-8592

700-8570 岡山市北区内山下2-4-6

086-224-2111

708-0841 岡山県津山市川崎94-1

086-826-1101

730-0011 広島市中区基町10-52

082-228-0936

728-0023 広島県三次市東酒屋町306-65

082-464-2072

753-0071 山口市滝町1-1

083-933-3430

750-0324 下関市菊川町大字久野556-3

(酪農部)

0832-87-2882

都道府県

会

員

名

徳島県 徳島県農林水産部畜産振興課
徳島県酪農業協同組合
香川県 香川県農政水産部畜産課

愛媛県

郵便番号

所

在

地

電話番号

770-0941 徳島市万代町1-1

088-621-2415

779-3245 徳島県名西郡石井町浦庄字上浦531-1

088-674-0401

760-0017 高松市番町4-1-10

087-831-1111

高松市香南町池内522番地2
(県農協 営農部酪農振興ｾﾝﾀｰ内)

香川県乳用牛群検定組合

761-1405

愛媛県農林水産部
農業振興局畜産課

790-8570 松山市一番町4-4-2

089-912-1000

愛媛県酪農業協同組合連合会

791-0397 愛媛県東温市南方955-1

089-966-1400

780-8570 高知市丸ﾉ内1-7-52

088-821-4551

780-0086 高知県高知市海老ノ丸13-58

088-884-4400

812-0045 福岡市博多区東公園7-7

092-643-3497

812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4-32-18

092-431-7861

840-0041 佐賀市城内1-1-59

0952-25-7121

高知県 高知県農業振興部畜産振興課
高知県農業協同組合
福岡県 福岡県農林水産部畜産課
ふくおか県酪農業協同組合
佐賀県 佐賀県農林水産部畜産課
佐賀県農業協同組合
長崎県 長崎県農林部畜産課
長崎県酪農業協同組合連合会
熊本県 熊本県農林水産部生産経営局畜産課
熊本県酪農業協同組合連合会
大分県 大分県農林水産部畜産技術室
大分県酪農業協同組合
宮崎県 宮崎県農政水産部畜産新生推進局畜産振興課
宮崎県経済農業協同組合連合会
鹿児島県 鹿児島県農政部畜産課
鹿児島県酪農業協同組合
沖縄県 沖縄県農林水産部畜産課
沖縄県酪農農業協同組合

846-0002

多久市北多久町大字小侍1951-1
(畜産総合ｾﾝﾀｰ)

087-879-8135

0952-71-9644

850-8570 長崎市尾上町3番1号

095-895-2951

859-1215 長崎県雲仙市瑞穂町古部甲2087-1

0957-61-8811

862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

096-333-2401

861-8041 熊本県熊本市東区戸島5-10-15

096-388-3516

870-8501 大分市大手町3-1-1

097-506-3678

870-1201 大分県大分市大字廻栖野3231番地

097-586-4225

880-0805 宮崎市橘通東2-10-1

0985-26-7141

880-8556 宮崎県宮崎市霧島1-1-1

0985-31-2128

890-0064 鹿児島市鴨池新町10-1

099-286-3221

890-0073 鹿児島県鹿児島市宇宿1-34-3

099-255-3185

900-0021 沖縄県那覇市泉崎1-2-2

098-866-2269

901-0411 沖縄県島尻郡八重瀬町字友寄960

098-998-6262

会

員 一般社団法人日本ホルスタイン登録協会

164-0012 東京都中野区本町4-38-13

03-3383-2501

会

員 一般社団法人家畜改良事業団

135-0041 東京都江東区冬木11-17 ｲｼﾏﾋﾞﾙ18階

03-5621-8921

賛助会員 公益社団法人中央畜産会

101-0021

東京都千代田区外神田2-16-2
第2ﾃﾞｨｰｱｲｼｰﾋﾞﾙ9階

03-6206-0840

賛助会員 公益財団法人日本乳業技術協会

102-0073

東京都千代田区九段北1-14-19
乳業会館

03-3264-1921

