
企業名（振込依頼人名） 郵便番号 住　　所

FVジャパン株式会社 170-6019 東京都豊島区東池袋３丁目１番１号　
MEGAドン・キホーテ西条玉津店 793-0001 西条市玉津５６４－１
ＮＥＣファシリティーズ株式会社 105-0014 東京都港区芝2-22-12

NECフィールディング株式会社 790-0814 松山市味酒町１－３
ＰＨＣホールディングス株式会社 105-8433 東京都港区西新橋2丁目38番5号

ＳＯＭＰＯひまわり生命保険 190-0012 東京都立川市曙町2-36-2

アートコーポレーション株式会社 540-6016 大阪府大阪市中央区城見１－２－２７
あおき製作株式会社 793-0054 西条市中野甲６６－１
旭化成　株式会社 100-0006 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号　

ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ 760-0023 香川県高松市寿町2-1-1

アサヒプリテック株式会社　四国事業所 799-1362 西条市今在家１０７３

アサヒロジ株式会社 793-0003 西条市ひうち2-6　

アビリティーセンター株式会社 792-0812 新居浜市坂井町2-3-17

アフラック生命保険株式会社 790-0003 松山市三番町４－９－６　

イオンクレジットサービス株式会社 101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地　
イオンリテール株式会社 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1

いしづち森林組合 793-0030 西条市大町1211番地

一宮運輸株式会社 792-8584 新居浜市西原町２丁目４－３６
一般財団法人愛媛県教職員互助会 790-0001 松山市一番町四丁目4番地2

井上造園 793-0054 西条市中野甲1388-1

今治加工株式会社 799-1362 西条市今在家1218-1

今治造船株式会社 793-8515 西条市ひうち7番6号

今治明徳高校 794-0054 今治市北日吉町1丁目4番47号

いよせき株式会社 793-0003 西条市西ひうち３－２１

医療法人　北辰会 799-1104 西条市小松町妙口甲1521番地

エース住宅 793-0042 西条市喜多川269-4

エース住宅株式会社 793-0042 西条市喜多川２６９－４
エスエヌ化成株式会社 792-0015 新居浜市大江町1-1

エスビー食品株式会社 103-0026 東京都中央区日本橋兜町18番6号

愛媛県森林組合連合会 790-8582 松山市三番町4丁目4-1

愛媛県農業会議 790-8570 松山市一番町４－４－２

愛媛県農業共済組合 793-0006 西条市下島山甲1324-2

愛媛新聞エリアサービス丹原 791-0505 西条市丹原町古田８５－１

愛媛トヨタ自動車株式会社 793-0010 西条市飯岡1355-5

大亀製作所 791-0522 西条市丹原町田野上方1016番地

岡三証券 103-8278 東京都中央区日本橋１丁目１７番６号
おべ工業株式会社 792-0801 新居浜市菊本町２－１４－１

オリックス生命保険株式会社 790-0001 松山市一番町３－３－３　
花王　株式会社 103-8210 東京都中央区日本橋茅場町1丁目14番10号

株式会社　H２ 107-0062 東京都港区南青山２丁目２番８号　DF
株式会社　アール 792-0892 新居浜市黒島町１丁目３番４５号
株式会社　愛光不動産 793-0027 西条市朔日市７８０－３３

株式会社　浅野鍛造所 793-0006 西条市下島山甲１１４０番地

株式会社　浅野鉄工所 793-0006 西条市下島山甲１１４０番地

株式会社　アサヒセキュリティ 105-0022 東京都港区海岸２丁目４番２号
株式会社　アメニティハウス 790-0951 松山市天山３丁目１３－１２
株式会社　ありがとうサービス 794-0832 今治市八町西３丁目６－３０
株式会社　イージーエス 792-0003 新居浜市新田町３丁目１番３９号

当ＪＡより変更通知を行った企業様一覧

　下記掲載の企業につきまして、変更通知を送付しておりますが、お手数ではございますが、お客様ご自身で
お振込み人様へ「新ＪＡ名（えひめ未来農業協同組合・８３９７）新店舗コード」をご確認いただきますようお願い
申し上げます。
　なお、万が一、合併日（11月2日）以降に「旧金融機関名・旧金融機関コード」「旧店舗コード」でお客様口座へ
のお振込みを受け付けた場合、1月３０日（金）までは、お客様の口座へ読み替えてご入金いたします。



株式会社　イトーキ 103-6113 東京都中央区日本橋２－５－１
株式会社　エポスカード 164-8701 東京都中野区中野４丁目３番２号
株式会社　エム工業 793 西条市氷見北新開79

株式会社　大藤つり具 550-0011 大阪市西区阿波座１丁目１３番１８号
株式会社　金子鉄建工業 793-0046 西条市港４９－２
株式会社　ギガプライズ 150-0044 東京都渋谷区円山町３－６　
株式会社　クラレ 793-8585 西条市朔日市892

株式会社　グローバル 444-1225 愛知県安城市和泉町井上２番地１
株式会社　興新設計 792-0026 新居浜市久保田町２丁目１番６７号
株式会社　コスモワーク 793-0061 西条市禎瑞537

株式会社　西条電業社 793-0030 西条市大町６１０－１

株式会社　サイプレス・スナダヤ 799-1101 西条市小松町新屋敷甲１１７１番地１
株式会社　さわやか倶楽部 802-0044 北九州市小倉北区熊本２丁目１０番１０号
株式会社　シアテック 792-0003 新居浜市新田町３丁目１番３９号
株式会社　ジェイコム 793-0073 西条市氷見丙444番地1

株式会社　四国機器サービス 793-0006 西条市下島山８４３－２

株式会社　四国地盤 792-0002 広島市安佐南区八木１－１２－１
株式会社　シンキ 650-0024 神戸市中央区海岸通８番

株式会社　スマイルラボ 792-0886 新居浜市郷３丁目６番１０号
株式会社　そごうマート 799-1301 西条市三芳１２３２

株式会社　ソニーミュージックソリューションズ 107-6214 東京都港区赤坂９－７－１
株式会社　大京穴吹不動産 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷４－１９－１８
株式会社　地圏総合コンサルタント 792-0001 新居浜市惣開町1番6号

株式会社　長曽鉄工所 793-0046 西条市港１－１１
株式会社　東新製作所 792-0893 新居浜市多喜浜６丁目３番１３号
株式会社　トータルエステート・プロ 793-0041 西条市神拝甲２３０－１

株式会社　中四国丸和ロジスティクス 781-0112 高知県高知市仁井田字旭日ヶ丘４６６６番１

株式会社　長曽鉄工所 793-0046 西条市港1-11

株式会社　西四国マツダ 792-0050 新居浜市萩生６０６－１

株式会社　日本システムグループ 793-0026 西条市東町３３０
株式会社　ハウスメイトパートナーズ 170-6041 東京都豊島区東池袋３－１－１－
株式会社　萩尾鉄工所 793-0046 西条市港新地１番１３号
株式会社　ビックモーター西条店 793-0028 西条市新田１６７－１
株式会社　ファミリーマート 108-0023 東京都港区芝浦三丁目１番２１号
株式会社　フラスコ 793-0010 西条市飯岡3743-2

株式会社　ホットスタッフ松山 790-0962 松山市枝松五丁目６番４８号
株式会社　マーク住研 793-0030 西条市大町７０４－１

株式会社　マルイ設備工業 793-0035 西条市福武甲１１９４－２

株式会社　ミーティンクラフト 793-0010 西条市飯岡２２７２－２　
株式会社　ミカワ 731-3363 広島県広島市安佐北区安佐町大字くすの木台６０３－1

株式会社　三原三共アメニティ 793-0043 西条市樋之口７－８
株式会社　宮嶋組 793-0027 西条市朔日市８９２

株式会社　三好鉄工所 792-0003 新居浜市新田町３丁目３番５号

株式会社　もち吉 822-0007 福岡県直方市下境２４００番地
株式会社　ヤマハミュージックリティリング 108-8568 東京都港区高輪２－１７－１１
株式会社　レールテック 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目４番２０号
株式会社　レクザム 541-0054 大阪市中央区南本町2-1-18

株式会社　レディ薬局 790-8556 松山市南江戸４丁目３番３７号
株式会社ＮＴＴスマイルエナジー 541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2丁目6番18号

株式会社アドバンテック 793-0046 西条市港293-1

株式会社イフイ 799-1371 西条市周布727-1

株式会社エイテック 151-0071 東京都渋谷区本町4-12-7

株式会社エポスカード 164-8701 東京都中野区中野4丁目3番2号

株式会社川下建設 793-0028 西条市新田215-1

株式会社きもの潮見 793-0001 西条市玉津石鎚通り

株式会社クリーンダスト 793-0005 西条市船屋乙5-7

株式会社コスモス薬品 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番1号

株式会社コメリ 793-0010 西条市飯岡2209番地

株式会社ザ・ワークス 793-0042 西条市喜多川622-1



株式会社山陽断熱 706-0001 岡山県玉野市田井6丁目2-9

株式会社しまむら 793-0021 西条市神拝乙140-1

株式会社ジャパンビバレッジ中四国 791-1114 松山市井門町５４４－１
株式会社大京穴吹不動産 792-0812 新居浜市坂井町2-5-26

株式会社匠興産 793-0043 西条市樋之口377番地19

株式会社ダスキンプロダクト中四国 799-1101 西条市小松町新屋敷甲2021-1

株式会社中国フジパン 793-0003 西条市ひうち字西ひうち3-12

株式会社中四国丸和ロジスティクス 799-1362 西条市今在家928-16

株式会社土佐花き園芸市場 781-5101 高知県高知市布師田3024-1

株式会社ドリーマー 781-8126 高知県高知市吸江90-1

株式会社ニチイ学館 101-0062 東京都千代田区神田駿河台2丁目9番地

株式会社日本アクセス 736-0084 広島県広島市安芸区矢野新町2-4-37

株式会社ハローズ 793-0010 西条市飯岡1390番地

株式会社ビッグモーター 793-0028 西条市新田167-1

株式会社姫路農産流通センター 670-0972 兵庫県姫路市手柄30-1

株式会社ひめライス 791-3163 伊予郡松前町大字徳丸字五屋敷771-25

株式会社フジ 790-8567 松山市宮西一丁目2番1号

株式会社藤栄商事 793-0066 西条市野々市112番地4

株式会社藤田青果 799-0712 四国中央市土井町入野1081

株式会社フジデリカ・クオリティ 791-8006 松山市安城寺町571番地2

株式会社プレナス 763-0072 香川県丸亀市山北町721-1

株式会社ママイ 792-0893 新居浜市多喜浜6丁目9番25号

株式会社丸馬銘木 794-0035 今治市枝堀町2丁目4番地6

株式会社マルカ 791-8055 松山市清住2丁目1143-1

株式会社マルナカ 791-0242 松山市北梅本町66

株式会社マルハン 793-0006 西条市下島山甲1340番地

株式会社森実商会 799-0111 四国中央市金生町下分901-2

株式会社弓山建設 793-0054 西条市中野甲1288-1

株式会社四電工 793-0003 西条市ひうち字西ひうち3番63

株式会社ライフエンジニアリング 792-0005 新居浜市江口町4

株式会社ローソン 141-8643 東京都品川区大崎一丁目11番2号

木村チェーン 793-0030 西条市大町534-1

共栄プロパンガス株式会社 793-0010 西条市飯岡b２６０９番地２
協和観光開発株式会社 791-1204 上浮穴郡久万高原町東明神乙３３３－１
國田農産有限会社 793-0052 西条市中西381

栗原工業株式会社 792-0003 新居浜市新田町2-2-52

黒田木材商事株式会社 799-1101 西条市小松町新屋敷1203

公益財団法人　愛媛県埋蔵文化財センター 791-8025 松山市衣山四丁目６８番地１
公益社団法人　愛媛県シルバー人材センター連合会 790-0001 松山市一番町１丁目１４－１０
コープえひめ 790-0952 松山市朝生田町３－１－１２
コープ共済連 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷４－１－１３　
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 107-6211 東京都港区赤坂九丁目7番1号

是則西条運輸株式会社 793-0003 西条市ひうち字西ひうち３－４８
西条環境整備株式会社 793-0043 西条市樋之口452-8

西条市農業委員会 793-0023 西条市明屋敷１６４番地
西条市立小松学校給食センター 799-1101 西条市小松町新屋敷甲２２１０－１
四国計測工業株式会社 793-0003 西条市ひうち７番3

四国高速運輸株式会社 770-0873 徳島市東沖洲２丁目６２番地
四国西濃運輸株式会社 791-0288 東温市上村甲９８０番地

四国積水工業株式会社 793-0072 西条市氷見乙880番地

四国地方整備局 760-8554 香川県高松市サンポート3-33

四国テクニカルサービス株式会社 793-0051 西条市安知生180番地1

四国電力 793-0027 西条市朔日市300-1

四国電力株式会社 760-8573 高松市丸の内２番５号

四国電力送配電 760-8610 高松市丸の内２番５号

社会福祉法人　神拝保育園 793-0041 西条市神拝甲239-3

社会福祉法人　済生会今治病院 799-1592 今治市喜田村7丁目1-6

じょうとく内科クリニック 793-0041 西条市神拝甲２１７－１
白石建設工業株式会社 792-0026 新居浜市久保田町３丁目９番２０号



新東運輸株式会社 792-0801 新居浜市菊本町１丁目１０－１
住鉱技術サービス株式会社 792-8588 新居浜市惣開町１番６号
住重アテックス株式会社 799-1393 西条市今在家1501番地

住化アグロ製造株式会社 792-0001 新居浜市惣開町５番１号
住化アッセンブリーテクノ株式会社 792-0015 新居浜市大江町１番１号
住友化学株式会社 792-8521 新居浜市惣開町5-1

住友化学システムサービス株式会社 792-0003 新居浜市新田町３丁目１－４３

住友共同電力 792-8520 新居浜市磯浦町16番5号

住友金属鉱山エンジニアリング株式会社 792-0003 新居浜市新田町３丁目３番地２０号

住友金属鉱山株式会社 792-8555 新居浜市西原町3-5-3

住友建機販売株式会社 792-0893 新居浜市多喜浜６－６－４６
住友重機械イオンテクノロジー株式会社 141-6025 東京都品川区大崎2丁目1番1号

住友重機械工業株式会社 792-0001 新居浜市惣開町5-2

住友重機械搬送システム株式会社 792-8588 新居浜市惣開町５番２号
住友重機械プロセス機器株式会社 799-1393 西条市今在家1501番地

住友生命保険 540-8512 大阪府大阪市中央区城見1-4-35

スミメックエンジニアリング株式会社 792-0003 新居浜市新田町３丁目４－２３

住化農業資材株式会社 792-0001 新居浜市惣開町5-1

住化不動産株式会社 792-0003 新居浜市新田町三丁目2番27号

住鉱テクノリサーチ株式会社 792-0002 新居浜市磯浦町17-2

生活協同組合コープえひめ 790-8543 松山市朝生田町3丁目1番12号

積水ハウス不動産中国四国株式会社 730-0041 広島市中区小町１番２５号
全国健康保険協会 790-8546 松山市千舟町4丁目6-3

第一生命保険株式会社 793-0030 西条市大町802-43

大王製紙株式会社 799-0492 四国中央市三島紙屋町６２８

大末建設株式会社 541-0056 大阪市中央区久太郎町二丁目５番２８号
大屋不動産株式会社 793-0041 西条市神拝甲535-1

大和リース株式会社 790-0066 松山市宮田町１８６番地４

大和リビング株式会社 790-0062 松山市南江戸２丁目６－３２
ダイワロイヤル株式会社 102-0072 東京都千代田区飯田橋２丁目１８番２号
テーブルマーク株式会社 104-0045 東京都中央区築地６－４－１０
東建コーポレーション株式会社 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番33号

東和電気株式会社 793-0010 西条市飯岡３４９６－２

常盤砕石株式会社 799-1101 西条市小松町新屋敷乙17-1

トヨタ自動車株式会社 471-8571 愛知豊田市トヨタ町１番地

長山産業株式会社 799-1362 西条市今在家1500番地2

新居浜青果株式会社 793-0005 西条市船屋乙110-1

新居浜電子株式会社 792-0008 新居浜市王子町１－１０

日本製鉄 299-0835 千葉県君津市君津１番地
ネッツトヨタ愛媛株式会社 790-0054 松山市空港通二丁目６番３３号
パネ協 790-0003 松山市三番町4-12-10

パラマウントケアサービス株式会社 793-0003 西条市ひうち字西ひうち１０－１２
阪南理美容株式会社 583-0026 大阪府藤井寺市春日丘３丁目１２－１

フォーデイズ 103-0016 東京都中央区日本橋小網町６－７

松井証券株式会社 102-0083 東京都千代田区麹町一丁目４番地

松山地方裁判所 793-0023 西条市明屋敷165

丸三産業株式会社 795-8508 大洲市徳森1349番地

マルヨシセンター 769-0198 香川県高松市国分寺町国分367-1

三浦工業株式会社 799-2651 松山市堀江町７番地

三井住研道路 793-0004 西条市船屋甲４５－３

三井住友海上火災保険株式会社 101-8011 東京都千代田区神田駿河台3-9

三菱ＵＦＪニコス株式会社 101-8960 東京都千代田区外神田4-14-1　秋葉原ＵＤＸ

三菱電機ライフサービス株式会社 793-0003 西条市ひうち８－６
明治安田生命保険相互会社 100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1

森実運輸株式会社 792-8505 新居浜市惣開町2番13号

ヤマト運輸株式会社　香川主管支店 769-0221 香川県綾歌郡宇多津町吉田４００１

ヤマトフィナンシャル株式会社 104-0061 東京都中央区銀座2-12-18

(有)クドウグリーンテック 793-0053 西条市洲之内甲807-2

有限会社　アオイ測量設計 793-0006 西条市下島山甲５７３



有限会社　コウソウ 794-0005 今治市石井町４丁目１番１３号

有限会社　西条マツダ 793-0030 西条市大町５１８－８

有限会社石川金物 793-0001 西条市玉津320-1

四電ビジネス株式会社 760-8559 香川県高松市丸の内２番５号

陸上自衛隊　海田市駐屯地 736-8502 広島県安芸郡海田町寿町2番1号

ルートインジャパン株式会社 140-0014 東京都品川区大井１－３５－３
ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング株式会社 793-8501 西条市ひうち8-6

ロッキー産業株式会社 793-0030 西条市大町１７０７

ワールドインテック 790-0003 松山市三番町4-7-7

若竹旅行株式会社 793-0030 西条市大町７７１－１
中国四国農政局　愛媛県拠点　地方参事官室　（経営所得安定対策）790-8519 愛媛県松山市宮田町188番地　松山地方合同庁舎４階

日本食研ホールディングス株式会社
大東建託株式会社 東京都港区港南二丁目１６番１号


