
合併1周年記念スペシャル企画

玄米30kg特別販売　引き取り場所一覧

※ご注文の受付およびお引き取り可能な曜日や時間帯は店舗によって異なります。最寄りの店舗へお電話にてご確認ください。

市町村 センター・支店等 TEL FAX 住所 統括

赤磐市 赤磐吉井支店 086-954-0311 086-954-0400 岡山県赤磐市福田500 岡山東

赤磐市 赤坂支店 086-957-2121 086-957-3930 岡山県赤磐市町苅田1301 岡山東

赤磐市 熊山支店 086-995-1261 086-995-0416 岡山県赤磐市松木632 岡山東

赤磐市 山陽支店 086-955-1221 086-955-3012 岡山県赤磐市下市110 岡山東

浅口市 金光購買店舗 0865-42-3156 0865-42-3977 岡山県浅口市金光町占見新田274 岡山西

浅口市 寄島支店 0865-54-3241 0865-54-4714 岡山県浅口市寄島町5410 岡山西

井原市 井原農産資材店 0866-62-2121 0866-62-1495 岡山県井原市井原町512-2 岡山西

井原市 井原西支店 0866-67-3515 0866-6７-3516 岡山県井原市下出部町2-16-7 岡山西

井原市 井原東支店 0866-62-4105 0866-62-4139 岡山県井原市木之子町400-3 岡山西

井原市 井原北支店 0866-62-1381 0866-62-7053 岡山県井原市西江原町1514-1 岡山西

井原市 井原芳井支店 0866-72-1414 0866-72-1537 岡山県井原市芳井町吉井97 岡山西

井原市 美星支店 0866-87-2531 0866-87-2533 岡山県井原市美星町三山1038 岡山西

岡山市 瀬戸支店 086-952-0511 086-952-2920 岡山県岡山市東区瀬戸町光明谷195 岡山東

鏡野町 津山西部アグリセンター 0868-54-0582 0868-54-3407 岡山県苫田郡鏡野町円宗寺２１２ 津山

笠岡市 笠岡グリーンセンター 0865-66-1501 0865-66-5011 岡山県笠岡市平成町55-2 倉敷かさや

吉備中央町 賀陽総合センター 0866-54-9331 0866-54-9332 岡山県加賀郡吉備中央町上竹2645-5 びほく

倉敷市 帯江支店 086-429-1171 086-429-1172 岡山県倉敷市加須山300 岡山西

倉敷市 児島支店 086-485-1261 086-485-2414 岡山県倉敷市林530 岡山西

倉敷市 庄支店 086-462-4488 086-463-0392 岡山県倉敷市上東750-4 岡山西

倉敷市 菅生農産資材店 086-461-1154 086-461-1156 岡山県倉敷市粒江2081-1 岡山西

倉敷市 玉島購買店舗 086-522-2191 086-525-1036 岡山県倉敷市玉島中央町1-2-5 岡山西

倉敷市 玉島北農産資材店 086-522-2153 086-522-2174 岡山県倉敷市玉島八島1507-1 岡山西

倉敷市 茶屋町支店 086-428-0017 086-428-7388 岡山県倉敷市茶屋町1648 岡山西

倉敷市 粒江支店 086-422-7101 086-422-7102 岡山県倉敷市粒江2081-1 岡山西

倉敷市 豊洲支店 086-482-0131 086-482-0192 岡山県倉敷市西田403-1 岡山西

倉敷市 中庄支店 086-462-1980 086-462-1985 岡山県倉敷市中庄2708 岡山西

倉敷市 藤戸支店 086-428-1031 086-428-1140 岡山県倉敷市藤戸町天城19 岡山西

倉敷市 船穂購買店舗 086-552-5788 086-552-5787 岡山県倉敷市船穂町船穂2636-2 岡山西

倉敷市 真備東支店 086-698-0331 086-698-8786 岡山県倉敷市真備町辻田60-3 岡山西

倉敷市 真備西支店 086-698-0018 086-698-7102 岡山県倉敷市真備町箭田1171-1 岡山西

倉敷市 倉敷アグリセンター（連島支店） 086-444-0447  086-444-0481 岡山県倉敷市連島町西之浦512 倉敷かさや

里庄町 鴨方農産資材店 0865-45-8165 0865-44-0028 岡山県浅口郡里庄町里見5265-1 岡山西

里庄町 里庄購買店舗 0865-64-3314 0865-64-3314 岡山県浅口郡里庄町里見2610-1 岡山西

勝央町 勝央経済センター 0868-38-3162 0868-38-7150 岡山県勝田郡勝央町植月中2969 勝英

総社市 池田支店 0866-95-8106 0866-95-9818 岡山県総社市見延639-2 岡山西

総社市 吉備路支店 0866-93-7841 0866-93-7891 岡山県総社市門田85 岡山西

総社市 清音支店 0866-94-0021 0866-94-0024 岡山県総社市清音軽部697 岡山西

総社市 昭和支店 0866-99-1111 0866-99-2845 岡山県総社市美袋483-2 岡山西

総社市 総社東支店 0866-92-0074 0866-92-0461 岡山県総社市窪木507-1 岡山西

総社市 総社西支店 0866-96-0410 0866-96-1618 岡山県総社市久代4700 岡山西

総社市 山手支店 0866-93-2336 0866-93-8555 岡山県総社市岡谷23 岡山西

高梁市 有漢総合センター 0866-57-3225 0866-57-3222 岡山県高梁市有漢町有漢2447 びほく

高梁市 川上総合センター 0866-48-2007 0866-48-2045 岡山県高梁市川上町地頭1780-2 びほく

高梁市 高梁総合センター 0866-22-8811 0866-23-0757 岡山県高梁市津川町今津873-1 びほく

高梁市 成羽総合センター 0866-42-3313 0866-42-2048 岡山県高梁市成羽町下原435 びほく
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高梁市 備中総合センター 0866-45-4050 0866-45-2244 岡山県高梁市備中町長屋28-1 びほく

津山市 勝北経済センター 0868-36-7444 0868-36-7444 岡山県津山市西中346-16 勝英

津山市 津山東部アグリセンター 0868-29-2911 0868-29-2490 岡山県津山市野村７３５－１ 津山

奈義町 奈義経済センター 0868-36-4124 0868-36-2320 岡山県勝田郡奈義町豊沢249-1 勝英

新見市 新砥営農経済センター 0867-96-2341 0867-96-2342 岡山県新見市哲多町蚊家4413-1 新見

新見市 大佐支店 0867-98-2125 0867-98-2126 岡山県新見市大佐小阪部1544-1 新見

新見市 草間支店 0867-74-2121 0867-74-2137 岡山県新見市草間7454-1 新見

新見市 熊谷支店 0867-78-1202 0867-78-1445 岡山県新見市上熊谷3973-1 新見

新見市 神代支店 0867-92-6012 0867-92-6141 岡山県新見市神郷下神代4210 新見

新見市 菅生営業所 0867-78-1041 0867-78-1042 岡山県新見市菅生6134-3 新見

新見市 千屋営農経済センター 0867-77-2111 0867-77-2112 岡山県新見市千屋実1437-4 新見

新見市 哲多支店 0867-96-2211 0867-96-2212 岡山県新見市哲多町本郷576 新見

新見市 豊永支店 0867-74-2111 0867-74-2112 岡山県新見市豊永佐伏1093-1 新見

新見市 新郷営農経済センター 0867-93-5032 0867-93-5137 岡山県新見市神郷釜村1174-1 新見

新見市 野馳出張所 0867-94-2121 0867-94-2120 岡山県新見市哲西町八鳥303-1 新見

新見市 美穀支店 0867-76-1144 0867-76-1145 岡山県新見市唐松2759-1 新見

新見市 宗金グリーンセンター 0867-72-0611 0867-72-0680 岡山県新見市西方1406 新見

新見市 矢神支店 0867-94-3115 0867-94-3116 岡山県新見市哲西町上神代6560 新見

早島町 早島町支店 086-482-0647 086-482-3330 岡山県都窪郡早島町前潟147-1 岡山西

備前市 備前支店 0869-64-3381 0869-64-4437 岡山県備前市伊部1312-8 岡山東

備前市 吉永支店 0869-84-3161 0869-84-3163 岡山県備前市吉永町吉永中502-6 岡山東

真庭市 北房総合センター 0866-52-4888 0866-52-9922 岡山県真庭市上水田5106-1 びほく

真庭市 あいあいタウン 0867-52-1565 0867-52-7581 岡山県真庭市落合垂水1064-1 真庭

真庭市 勝山支店 0867-44-5566 0867-44-5022 岡山県真庭市勝山812-6 真庭

真庭市 久世支店 0867-42-1123 0867-42-0289 岡山県真庭市久世2903-1 真庭

真庭市 蒜山グリーンセンター 0867-66-2520 0867-66-7180 岡山県真庭市蒜山上長田490-15 真庭

真庭市 美甘支店 0867-56-2757 0867-56-2756 岡山県真庭市美甘4134 真庭

真庭市 湯原支店 0867-62-2038 0867-62-3135 岡山県真庭市久見90 真庭

美咲町 津山南部アグリセンター 0868-66-3500 0868-66-3511 岡山県久米郡美咲町打穴中１２２３ 津山

美作市 英田経済センター 0868-74-3171 0868-74-3173 岡山県美作市福本751-3 勝英

美作市 英北アグリセンター 0868-78-3131 0868-78-4838 岡山県美作市古町1775 勝英

美作市 勝田経済センター 0868-77-1121 0868-77-0705 岡山県美作市小畑250-4 勝英

美作市 作東経済センター 0868-75-1121 0868-75-1930 岡山県美作市江見475-1 勝英

美作市 美作アグリセンター 0868-72-9031 0868-72-1312 岡山県美作市明見170-1 勝英

矢掛町 矢掛アグリセンター 0866-82-0123 0866-83-0444 岡山県小田郡矢掛町小林17-1 倉敷かさや

和気町 佐伯支店 0869-88-1131 0869-88-1730 岡山県和気郡和気町佐伯234 岡山東

和気町 和気営農物流センター 0869-93-3333 0869-93-1579 岡山県和気郡和気町本88-1 岡山東
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