
JA高知県金融店舗　新旧対比表 店舗再編日：令和4年7月23日

店舗コード 店舗名 店舗コード 店舗名 カナ 店舗コード 店舗名 カナ

101 あき支所 101 あき支所 アキ

102 あき東支所 102 あき東支所 アキヒガシ

103 あき北支所 103 あき北支所 アキキタ

106 東洋支所 106 東洋支所 トウヨウ

107 室戸支所 107 室戸支所 ムロト

108 吉良川支所 108 吉良川支所 キラガワ

109 奈半利支所 109 奈半利支所 ナハリ

110 北川支所 110 北川支所 キタガワ

111 田野支所 111 田野支所 タノ

112 安田支所 112 安田支所 ヤスダ

114 芸西支所 114 芸西支所 ゲイセイ

201 野市支所 201 野市支所 ノイチ

202 物部支所 202 物部支所 モノベ

203 香北支所 203 香北支所 カホク

204 土佐山田支所 204 土佐山田支所 トサヤマダ

205 赤岡支所 205 赤岡支所 アカオカ

206 夜須支所 206 夜須支所 ヤス

207 香我美支所 207 香我美支所 カガミ

302 久礼田支所 302 久礼田支所 クレダ

303 岡豊支所 303 岡豊支所 オコウ

304 南国中央支所 304 南国中央支所 ナンゴクチュウオウ

305 大篠支所 305 大篠支所 オオシノ

306 日章支所 306 日章支所 ニッショウ

307 三和支所 307 三和支所 ミワ

308 長岡支所 308 長岡支所 ナガオカ

310 十市支所 310 十市支所 トオチ

311 れいほく支所 311 れいほく支所 レイホク

313 本山支所 313 本山支所 モトヤマ

314 大杉支所 314 大杉出張所 オオスギ － － －

315 大田口支所 315 大田口支所 オオタグチ

316 大川支所 316 大川支所 オオカワ

高知 401 春野支所 401 春野支所 ハルノ

－ 402 とさのさと支所 402 とさのさと支所 トサノサト

501 佐川支所 501 佐川支所 サカワ

502 吾川支所 502 吾川支所 アガワ

504 吾北支所 504 吾北支所 ゴホク

505 日高支所 505 日高支所 ヒダカ

506 斗賀野支所 506 斗賀野支所 トカノ

507 越知支所 507 越知支所 オチ

508 仁淀出張所 508 仁淀出張所 ニヨド

509 伊野支所 509 伊野支所 イノ

511 土佐市支所 511 土佐市支所 トサシ

512 戸波支所 512 戸波支所 ヘワ

513 新居支所 513 新居支所 ニイ

601 四万十支所 601 四万十支所 シマント

602 興津支所 602 興津支所 オキツ

603 大野見支所 603 大野見支所 オオノミ

604 梼原支所 604 梼原支所 ユスハラ

605 東津野支所 605 東津野支所 ヒガシツノ

701 中村支所 701 中村支所 ナカムラ

705 宿毛支所 705 宿毛支所 スクモ

707 三崎支所 707 三崎支所 ミサキ

708 佐賀支所 708 佐賀支所 サガ

709 大方支所 709 大方支所 オオガタ

711 十和支所 711 十和支所 トオワ

712 西土佐支所 712 西土佐支所 ニシトサ

713 三原出張所 713 三原出張所 ミハラ

714 大月支所 714 大月支所 オオツキ

本所 801 本所 801 本所 ホンショ
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