
くらしに役立つ、JAの活用法
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JA埼玉中央ホームページ　 　
https://www.ja-sc.or. jp

〒355-0011埼玉県東松山市加美町1番20号
ＴＥＬ：0493-22-3321
管 内：東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、ときがわ町、
　　　鳩山町、川島町、吉見町、東秩父村

経営理念

基本方針

ＪＡ埼玉中央は、中期３か年運動計画で掲げた
自己改革に全役職員が取り組み「農業者の所得
増大」「農業生産の拡大」「地域の活性化」に向け
て他業態にない総合事業の強みを発揮し、農業
振興、農業支援、地域貢献などの重要な役割を
果たしてまいります。また、組合員と地域の皆様
へ質の高いサービスを提供してまいります。 

「食」と「農」と「環境」を守り、地域の発展に貢献
します。

経済センター
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JA埼玉中央について
経営理念

くらしに役立つJAです

ＪＡ埼玉中央を
知りたい

JAでは皆さまの生活やライフプランのさまざまな場面で
お手伝いできるサービスを多数提供しています。

こんな時は一度JAにご相談ください。

P.3

農業経営について
相談したい

P.4

資金計画を
相談したい

P.8

もしもの時に
備えておきたい

P.9

新鮮な地元の
農産物を買いたい

P.6

相続や資産活用を
相談したい

P.11

介護サービスについて
知りたい

P.12

自分や家族の最期を
充実させたい

P.14

JA

農機や車の
メンテナンスを
安心して任せたい
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※一部のサービスについてはＪＡに組合員として
　加入いただく必要がございます。

「食」と「農」と「環境」を守り、地域の発展に貢献します。

※地域戦略に基づき、農業所得の向上に努めます。
※組合員・地域住民のくらしを守るため、総合力を発揮して事業活動を展開
　します。
※経営の健全性の確立のため、ＪＡ経営の変革に努めます。

わたしたちのことを知ってください
Q JA埼玉中央を知りたい

JA

地元の農産物を
知りたい

P.5

JA埼玉中央ならではの
商品を知りたい

P.15

どんな取り組みを
しているか知りたい

P.16

ＪＡの店舗を
知りたい

P.18
JA

　ＪＡ埼玉中央は、名前のとおり埼玉県の
中央に位置し、１市７町１村から成り立って
います。
　中央部を東武東上線が、山添地域を沿
うようにＪＲ八高線がそれぞれ縦貫し、沿
線の東松山市、小川町が商工業の中心となり市街地を形成しています。
　近年では都心への通勤圏に位置していることから住宅化が進んできましたが、現
在も田園風景、山村風景を色濃く残した緑の多い地域でもあります。

　管内は、平坦地域（川島町・吉見町）、丘
陵地域（東松山市・滑川町・嵐山町・鳩山
町）、山添地域（小川町・ときがわ町・東秩
父村）の３つの地域に大別されます。
　平坦地域では「米」「麦」「イチゴ」「イチジ
ク」の生産が盛んで、県内でも有数の米どこ
ろとなっています。
　丘陵地域では、住宅化が進むなか「米」「麦」「花き」「のらぼう菜」などの農産物が
生産されています。
　山添地域は、「和紙」「木工」といった地場産業が中心で、特産物として「クジャクソ
ウ」「花桃」などが生産されています。　　　　　　　　　　　　　　　
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営農経済センター

農業のことなら何でもご相談ください
JA

営農サポート
　管内には東部（川島町・吉見町）、中部（東松山市・滑川町・嵐山町・鳩山町）、西
部（小川町・ときがわ町・東秩父村）３つの営農経済センターがあり、肥料・農薬・飼
料などの生産資材と、主食をはじめとする生活資材を、品質・価格・安全性を考慮し
た上で、組合員・地域の皆さまに販売・配送しています。
　また、地域農業の担い手に出向くＪＡ担当者（愛称ＴＡＣ＝タック）が各営農経済
センターに所属し、栽培指導や営農相談を行っています。

Q 農業経営について相談したいJA

東部営農経済センター
〒350-0121
比企郡川島町上八ツ林784-1
TEL：049-297-8501

お問い合わせは

中部営農経済センター
〒355-0075
東松山市下青鳥641-1
 TEL：0493-21-4011

お問い合わせは

西部営農経済センター
〒355-0312
比企郡小川町上横田556
 TEL：0493-72-5275

お問い合わせは

管内農産物
よりよい農産物をお届けしています

Q 地元の農産物を知りたい
JA

江戸時代、お蔵
米として川越藩
の台所を賄って
いた由緒あるお
米です。おいし
いお米のふるさ
とで丹精込めて
育てたお米をぜ
ひ一度ご賞味く
ださい。

吉見町と川島町は県内でも有数のイチゴ
の産地。「とちおとめ」は、管内直売所で販
売されています。

鉄、カリウム、カルシウムなどとともに食物繊
維を多く含み、健康食品としても古くから知
られるイチジクは、川島町で盛んに栽培さ
れており、直売所で販売されています。

甘みのある茎が特徴で、おひたしやあえ物はもち
ろん、最近ではさまざまな料理法が研究されてい
ます。部会員が栽培する「のらぼう菜」を「比企の
らぼう菜」と呼び、ブランド化に取り組んでいます。

小川町・東秩父村では、クジャ
クソウや花桃の栽培が盛んに
行われています。クジャクソウ
は、菊を小さくしたような可憐
な花で、それらが枝先に連
なって咲くさまは、孔雀が飾り
羽を広げた姿を思わせます。
色は白・ピンク・紫などと豊富。どんな花とも相性が良く、工夫次第で無限に活用できる魅
力的な花です。花桃は、桃の節句を前に出荷のピークを迎え、主に東京方面を中心に出荷
されています。また、東秩父村の大内沢地区では、毎年３月下旬に「花桃まつり」が開かれ、
山一面にピンクの花桃が咲き誇る見事な光景を楽しめます。

イチゴ  お米（お蔵米） 

のらぼう菜 イチジク  

クジャクソウ 花桃
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〒355-0137  比企郡吉見町大字久保田1762-1
ＴＥＬ：0493-54-8727

6 7

農産物直売所
安全・安心の“お墨付き”の品をそろえています

Q 新鮮な地元の農産物を買いたい
JA

　ＪＡ埼玉中央は農産物直売所9店舗を運営し、地域の皆さまに安全で安心できる地場産
農産物を提供しています。生産者と消費者をつなぐ架け橋の役割も発揮します。

滑川農産物直売所

▲

詳しい場所は18～19ページをご覧ください。

武蔵丘陵森林公園南口から500mほど東松山方面へ向
かった場所にあります。新鮮な野菜・果物・花を販売してお
り、滑川町の自然の恵みをいっぱい楽しめます。

〒355-0811  比企郡滑川町大字羽尾1348-1
ＴＥＬ：0493-56-2535 定休日：毎週火曜日、年末年始

東松山農産物直売所（いなほてらす）
2015年11月に移転リニューアルし、ＪＡ埼玉中央で最大
の規模を誇る直売所になりました。地元野菜や名物グルメ
が楽しめるフードコートを併設し、地域のより多くの皆さま
にご利用いただける施設となっています。

〒355-0075  東松山市下青鳥714-1
ＴＥＬ：0493-24-3157 定休日：毎月第2木曜日（祝日除く）、年末年始

嵐山農産物直売所
嵐山町の新鮮野菜が豊富に並んでいます。また、フラワーセ
ンターを併設しており、四季折々の花も多数並んでいます。

〒355-0227  比企郡嵐山町大字千手堂686-1
ＴＥＬ：0493-62-6596 定休日：毎週水曜日、年末年始

都幾川農林産物直売所
木の温もりを感じる明るい店内では、130人以上の地元の
農家が作った新鮮な野菜や地卵、手作りの総菜などを取り
そろえています。

〒355-0356  比企郡ときがわ町大字関堀188-1
ＴＥＬ：0493-65-0950 定休日：毎週木曜日、年末年始

鳩山農産物直売所
安心・安全をモットーに新鮮な品物をお届けできるよう、
日々、努力しています。昼食時に合わせ「おしゃもじ食品」
「美味の会」の加工品、うどん弁当、赤飯、田舎寿司など豊
富にそろえ販売しています。

〒350-0311  比企郡鳩山町大字石坂1014-1
ＴＥＬ：049-296-0053 定休日：毎週木曜日、年末年始

川島農産物直売所
江戸時代にお蔵米として川越藩の台所を賄っていた由緒あ
るお米「川越藩のお蔵米」をはじめ、トマト、キュウリ、イチジ
ク、イチゴなど多数の農産物を取りそろえています。

〒350-0167  比企郡川島町大字南園部239-1
ＴＥＬ：049-297-0522 定休日：毎週水曜日、年末年始

定休日：年末年始

吉見農産物直売所
町の中心部にある「道の駅いちごの里よしみ」に隣接してお
り、地元農家の皆さんが作った新鮮野菜や町の特産である
「吉見いちご」が大人気の直売所です。年間を通してさまざ
まなイベントも開催しています。

小川農産物直売所
地域の特性を生かした新鮮な野菜や季節の山菜・切り花など、
旬の農産物を中心に販売しています。また、店舗に隣接したうど
ん店もお客さまに大変好評いただいております。日曜日には地元
女性部による手作りまんじゅうの実演販売も行われています。

〒355-0313  比企郡小川町大字下横田676-1
ＴＥＬ：0493-74-3396 定休日：毎週火曜日、年末年始

東秩父農産物直売所
2016年10月に新築移転オープン。県内唯一の村にあり、
ユネスコ無形文化遺産に登録された細川紙の情報を観光客
へ発信しています。地元の農家が作った新鮮な野菜や地卵な
どを販売。特産品は山の恵みを生かした原木シイタケです。

〒355-0375  秩父郡東秩父村御堂441
ＴＥＬ：0493-82-0753 定休日：毎週水曜日、年末年始

J
A
直
売
所
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〒355-0313  比企郡小川町大字下横田676-1
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　ＪＡバンクは、全
国に店舗網を展開
しているＪＡバンク
会員（ＪＡ・信連・農
林中金）で構成す

るグループの名称です。ＪＡ埼玉中央は
ＪＡバンクの会員として、地域内に金融
窓口を開設しており、地域の皆さまはど
なたでも、「便利で、安心な」地域の金融
機関としてご利用いただけます。
　また、休日ローン相談会・年金相談
会を開催する月がございますので、ホー
ムページなどで確認の上、お気軽にご
相談ください。

貯　　金

各種ローン

年金相談

給与や年金などの受け取
り、公共料金の振替口座
にご利用いただけます。ま
た、便利なＡＴＭをご利用
いただけます。定期貯金
キャンペーンなども実施し
ています。

住宅・マイカーの購入など、ニ
ーズに応じたご融資にご利用
いただけます。

年金受け取りのお手伝いを
いたします。

信用部
TEL：0493-23-4684

お問い合わせは

インターネットから共済掛
金のお見積もりができます。

　あなたの大切な「ひ
と・いえ・くるま」に大き
な安心を提供していま
す。ライフステージに合
わせた保障についてご
提案いたします。

を対象とする生命総合共
済は、ご契約者が万一、病
気・入院・死亡の場合の保
障の充実に力を入れてい
ます。

を対象とする建物更生共
済は、幅広い保障でマイ
ホームや家財をしっかり
守ります。火災や自然災害
などによる損害を幅広く
保障します。

を対象とする自動車共済
は、大切な愛車をはじめ、人
や物に対して確かな保障で
安心なカーライフをサポー
トします。

共済部
TEL：0493-59-6088

ローンセンターフリーダイヤル
TEL：0120-778-631

事故受付専用ダイヤル
TEL：0493-24-6936

お問い合わせは

「ひと」

「いえ」

「くるま」

JA
 AT
MJA ATMホームページで詳しい内容を

ご覧いただけます。

JAバンク
皆さまの「したい」に応える、地域の金融機関です

Q 資金計画を相談したい

JA共済
人生に寄り添う総合保障をご提案します

Q もしもの時に備えておきたい

ⓒよりぞう
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農機具の購入・修理に関するお問い合わせは

10 11

▲

詳しい場所は18～19ページをご覧ください。

給油所、農機・自動車センター
ガソリンや整備などトータルでお手伝いします

Q 農機や車のメンテナンスを安心して任せたい
JA

資産管理・相続税務相談事業
大切な資産を守るため、専門の職員がお手伝いします

Q 相続や資産活用を相談したい

　当ＪＡの給油所は、セルフスタンドが７店
舗、フルサービススタンドが１店舗で、オイル
交換やタイヤ交換などには店舗にいる職員
が親切・丁寧に対応します。また、令和３年
度から配送センターを設置し、配達専門員
が灯油・軽油・重油の配送を行います。

東松山給油所（日曜定休）
〒355-0073 東松山市上野本1406-3
ＴＥＬ：0493-23-5318

滑川給油所
〒355-0802 比企郡滑川町山田2155-1
ＴＥＬ：0493-56-4025

〒355-0312 比企郡小川町上横田902-1
ＴＥＬ：0493-74-0070

鳩山給油所
〒350-0303 比企郡鳩山町熊井2031-1
ＴＥＬ：049-296-3213

八和田給油所

嵐山給油所兼配送センター
〒355-0205 比企郡嵐山町広野178-1
ＴＥＬ：0493-62-8335

大河給油所兼配送センター
〒355-0332 比企郡小川町増尾116-1
ＴＥＬ：0493-73-2580

農機センター

川島給油所
〒350-0121 比企郡川島町上八ツ林413
ＴＥＬ：049-297-1821

吉見給油所兼配送センター
〒355-0118 比企郡吉見町下細谷808
ＴＥＬ：0493-54-2890

自動車の購入・車検・修理等に関するお問い合わせは

自動車センター
（日・月曜定休）　農繁期には、休日

対応いたします。

ＴＥＬ：0493-24-3159 ＴＥＬ：0493-21-5333

〒355-0073
東松山市上野本1405-1

〒355-0036
東松山市下野本1257

生活組織部資産相談課

　アパート探し、土地の有効利用な
どのご相談は資産相談課へご連絡
ください。アパートは、管内に３０以
上の物件をご用意しています。

ＴＥＬ：0493-35-4499

　資産相談課では、相続相談・資
産活用相談・財産診断を実施して
おります。相談者ごとの個人面談方
式なので、納得がいくまで安心して
ご相談いただけます。随時ご予約を
承っておりますので、最寄りの支店
もしくは資産相談課までご連絡くだ
さい。なお、ご相談内容については、
秘密厳守といたしますので、安心し
てご利用ください。

▲

詳しい場所は18～19ページをご覧ください。
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介護事業
高齢者へ安心のサービスをお届けします

Q 介護サービスについて知りたい
JA

　平成29年9月に通所介護事業【いきいきデイサービスなごみ】を開始しました。温か
な思いやりの心を大切に、「明日への活力」につながるお手伝いをいたします。居宅介護
支援事業では、ケアマネジャーが介護サービスのご相談、申請代行やケアプランの作成
などを承っております。また、訪問介護事業ではホームヘルパーがご家庭を訪問して家
事や身体介護など、身の回りのお手伝いをいたします。

通所介護【いきいきデイサービスなごみ】
　デイサービスでは、ご自宅で自立した生活が送れるよう、日帰りで機能訓練や入浴、食
事などをご利用できます。ご利用者皆さまの体調管理や日常生活の援助を行っております。

居宅介護支援事業所【なごみ】
　ＪＡのケアマネージャーがご自宅で暮らせるお手伝いをいたします。

訪問介護（ホームヘルプ）サービス【ホームヘルプなごみ】【ホームヘルプ東秩父】
　ＪＡのホームヘルパーがご家庭を訪問して、家事や身体介護など、身の回りのことをお
手伝いいたします。

【 営 業 時 間 】
【 休 業 日 】
【サービス提供地域】

8：30～17：30
土・日曜日、祝日、年末年始（12月30日～1月3日）
東松山市・川島町・吉見町

ＴＥＬ：0493-54-7722

●身体介護 　
　食事の介助、清拭・洗髪・入浴の介助、排せつの介助、洗面・歯磨き、移動・移乗介助、通院・外出
　の介助、歩行の介助、体位交換、服薬の介助など

●生活援助
　調理、買い物、掃除、洗濯、片付けなど
●障害福祉サービス
　居宅介護・重度訪問介護のサービス

【サービス提供時間】
【 休 業 日 】

6：00～22：00
年末年始（12月30日～1月3日）

東松山市・滑川町・嵐山町・鳩山町・川島町・吉見町
ＴＥＬ：0493-54-7722
【サービス提供地域（ホームヘルプなごみ）】

ＴＥＬ：0493-81-2520
【サービス提供地域（ホームヘルプ東秩父）】  小川町・ときがわ町・東秩父村

＜居宅介護：障害程度区分1以上の方で対象となる方＞ 　
ご自宅においての入浴・排せつおよび食事などの介護、調理・洗濯および掃除などの家事ならびに
生活に関する相談および助言、その他の生活全般にわたる援助

＜重度訪問介護：障害程度区分4以上の方で対象となる方＞ 　
ご自宅においての入浴・排せつおよび食事などの介護、調理・洗濯および掃除などの家事ならびに
生活に関する相談および助言、その他の生活全般にわたる援助
※訪問介護・障害福祉サービス共に、ご利用は、ご本人の事柄に限ります。家族のことを依頼することはできません。

主な内容

●ご本人やご家族の要望をもとに、ケアプラン（介護サービス計画）の作成
●在宅介護のご相談
●デイサービス、訪問介護、ショートステイ、福祉用具の貸与や購入など
●要介護認定などの手続きの代行
●手すりの取り付けや段差解消の住宅改修工事のご相談

主な内容

●ご自宅まで専用車での送迎
●看護師による、血圧・脈拍・体温などの測定、体調チェック
●入浴はヒノキのお風呂でくつろぎの時間。利用者さまの状態に合わせて、機械浴槽も完備
●生活機能の維持向上を目指した機能訓練
●日常生活に関するご相談、アドバイス
●身体機能維持や健康増進を目的にレクリエーションや外出行事
●JAならではの安心・安全な食事の提供

主な内容

【 営 業 時 間 】
【ご利用時間】
【 休 業 日 】
【サービス提供地域】

8：30～17：30
9：15～16：30
日曜日、年末年始（12月30日～1月3日）
東松山市・川島町・吉見町

ＴＥＬ：0493-54-7722
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催事事業
誠心誠意、真心込めてご奉仕いたします

Q 自分や家族の最期を充実させたい

オリジナル６次産業化商品
管内農産物を使ったオリジナル6次産業化商品を紹介します

Q JA埼玉中央ならではの商品を知りたい
JA

　組合員・地域の皆さま一人ひとりの
想いを大切にし、まごころを込めた惜
別の時間と空間を提供。葬儀全般か
ら法要、生前予約に至るまで、豊富な
知識と経験でサポートいたします。
365日、24時間、年中無休で対応して
おります。

東部セレモニーホール

〒350-0121 比企郡川島町上八ツ林411-1
ＴＥＬ：049-299-0983

西部セレモニーホール

〒355-0342 比企郡ときがわ町玉川1123-5
ＴＥＬ：0493-66-0983

中部セレモニーホール

〒355-0032 東松山市新宿町27-2
ＴＥＬ：0493-21-0983

TEL:0493-54-2891

JA埼玉中央 
催事センター

ＪＡ埼玉中央では、令和３年７月より、今までご
利用いただいていたアグリ倶楽部カードから新
しい会員カード「GREEN CARD」へ変更いたしま
す。今までと同様に、ホール使用料が無料、葬儀
が割引料金でご利用できる他、ＪＡＳＳでの燃料
の割引、GREEN CARD提携全店舗での割引な
ど、さまざまな特典がございます。
詳しくはお近
くの支店まで
お問い合わせ
ください。

▲

詳しい場所は18～19ページをご覧ください。

　ＪＡ埼玉中央では、管内で生産された農産物を食品加工まで手掛ける（委託
製造）ことで、その価値を高めています。管内の特産農産物の知名度向上と生産
者の所得向上に貢献するため、直売所などで６次産業化商品を販売しています。

管内産ホウレンソウやトマト、シイタケ、ウコ
ンを使用した素麺です。夏のお中元として
もご利用いただけるよう、丸広百貨店全店
で販売しています。

管内の特産品を使った、ジェラート＆
シャーベットです。ジェラートに使用する生
乳も埼玉県産で、埼玉県の「ふるさと認証
食品」としても登録されています。

川島町の特産品である「イチジク」をたっ
ぷりと使用した商品。「彩の国優良ブラン
ド品」として認証を受けました。

管内で広く生産される伝統野菜「のらぼう
菜」のお漬物。「しょうゆ漬け」「辛子酢みそ
漬け」の２種類を販売しています。

素麺

ドレッシング
&

焼肉のたれ

ジェラート
&

シャーベット

ホームページで詳しい
内容をご覧いただけます。
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加工業務用野菜の契約栽培

　ＪＡ埼玉中央では「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域の活性化」の目標達
成に向け、直売所、ＴＡＣを中心にさまざまな自己改革に取り組んでいます。これからも、組
合員・地域の皆さまに愛され、地域に必要とされるＪＡを目指します。

食農教育出前講座

ＪＡ埼玉中央では「地域の農地は地域で守る」をコンセプトとし、農地を守り続けていくために、農閑期
の作業の平準化や、遊休農地を活用した加工業務用野菜の契約栽培の提案を、ＴＡＣ職員が行ってい
ます。「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」だけでなく「安定的収入の確保」を目指しています。

主食用米「直接買取方式」

ＪＡ埼玉中央では、令和元年産米より、出荷い
ただいた主食用米の全量を独自の「直接買取方
式」にて買い取り、管内直売所などで販売してい
ます。

農機具リース事業

ＪＡ埼玉中央では、管内の農業者の皆さまが、
農産物の生産拡大や作業負担軽減を図れるよ
う、移植機や管理機、掘り取り機といった農業
機械のリース事業を展開しています。

親子農業体験教室

ＪＡ管内の親子に地域農業の応援団になっても
らうことを目的に、種まき・植付けから収穫まで
をＪＡ職員と一緒に行う親子農業体験教室を
行っています。

ＪＡ埼玉中央女性大学

女性組織リーダーの育成や心豊かな地域の仲
間づくりを目的とし、健康・地産地消・食農教育
など年間で５回の講義を行っています。

農協感謝祭

事業の利用に対する感謝と、組合員・地域住民
のコミュニケーションを一層深めることを目的
に、各地区で毎年１１、１２月に「農協感謝祭」を
行っています。 

ＪＡ埼玉中央では、ＪＡ女性部の協力をいただき
ながら、管内の小学生や園児を対象に、田植え・
稲刈り・大豆の種まきといった農業体験や、お寿
司作り・豆腐造りなどの料理体験を通じて農業や
食の大切さを知ってもらうことを目的とした「食農
教育出前講座」を行っています。

自己改革の取り組みJA埼玉中央

これからも地域農業のために頑張ります

※新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず中止となっ
た取り組みもありますので、それぞれの実施状況につきまして
は、本店総務部もしくは最寄りの支店にお問い合わせください。 
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JA埼玉中央 店舗マップ
お近くの店舗にお気軽においでください

Q JAの店舗を知りたい

JA

JA

1918

中部営農経済センター
西部営農経済センター
東部営農経済センター

0493-21-4011
0493-72-5275
049-297-8501

番号 名　　称 電話番号
営農経済センター

32

33

34

東松山給油所
滑川給油所
嵐山給油所
八和田給油所
大河給油所
鳩山給油所
川島給油所
吉見給油所
ＬＰガスセンター

0493-23-5318
0493-56-4025
0493-62-8335
0493-74-0070
0493-73-2580
049-296-3213
049-297-1821
0493-54-2890
0493-22-4891

番号 名　　称 電話番号
給油所

35

36

37

38

39

40

41

43

42

農機センター
自動車センター

0493-24-3159
0493-21-5333

番号 名　　称 電話番号
農機・自動車センター

44

45

生活組織部
資産相談課
いきいきデイサービスなごみ
ホームヘルプ東秩父

0493-81-7199
0493-35-4499
0493-54-7722
0493-81-2520

番号 名　　称 電話番号
生活組織部

50

51

52

53

（株）比企アグリサービス 049-297-1808
番号 名　　称 電話番号
子会社

55

ローンセンター 0120-778-631
番号 名　　称 電話番号
ローンセンター

54

催事部
東部セレモニーホール
中部セレモニーホール
西部セレモニーホール

0493-54-2891
049-299-0983
0493-21-0983
0493-66-0983

番号 名　　称 電話番号
催事センター・セレモニーホール

46

47

48

49
東松山農産物直売所
「いなほてらす」
滑川農産物直売所
嵐山農産物直売所
小川農産物直売所
都幾川農林産物直売所
鳩山農産物直売所
川島農産物直売所
吉見農産物直売所
東秩父農産物直売所

0493-24-3157

0493-56-2535
0493-62-6596
0493-74-3396
0493-65-0950
049-296-0053
049-297-0522
0493-54-8727
0493-82-0753

番号 名　　称 電話番号
直売所

23

24

25

26

27

28

29

30

31

本　店 （代表）
東松山北支店
高坂支店
東松山南支店
滑川支店
嵐山支店
菅谷支店
小川支店
竹沢支店
八和田支店
東秩父支店
鳩山支店
ときがわ支店
川島支店
中山支店
三保谷支店
出丸支店
小見野支店
東吉見支店
南吉見支店
西吉見支店
北吉見支店

0493-22-3321
0493-22-4036
0493-34-3121
0493-22-1733
0493-56-2255
0493-62-2012
0493-62-2003
0493-72-1100
0493-73-1872
0493-72-0558
0493-82-1241
049-296-1255
0493-65-1116
049-297-1822
049-297-1807
049-297-1805
049-297-1810
049-297-1803
0493-54-1541
0493-54-1521
0493-54-1531
0493-54-1501

番号 名　　称 電話番号
本・支店

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

より詳細な情報については、
ＪＡ埼玉中央の
ホームページをご覧ください。



店
舗
マ
ッ
プ

店
舗
マ
ッ
プ

254

254

407

407

254

254

東秩父村

ときがわ町

小川町 嵐山町

東松山市

鳩山町

滑川町

JR八高線

東松山東松山

森林公園森林公園

つきのわつきのわ

武蔵嵐山武蔵嵐山

小川町小川町

明覚明覚

越生越生

竹沢竹沢
東武竹沢東武竹沢

みなみ寄居みなみ寄居

男衾男衾

折原折原

吉見町

川島町

東武東上線

高坂高坂

北坂戸北坂戸

坂戸坂戸
若葉若葉

6

8

9

7

16

17

18

19

22

20

15
28

29

30
24

26

31

25

34

42
37

38

39

48

49
45

52

55

12 40
3 51

32 35 44 14 41

10 3311 53 1 542

4 23

21 46

5 36

43

50

47

2713

JA埼玉中央 店舗マップ
お近くの店舗にお気軽においでください

Q JAの店舗を知りたい

JA

JA

1918

中部営農経済センター
西部営農経済センター
東部営農経済センター

0493-21-4011
0493-72-5275
049-297-8501

番号 名　　称 電話番号
営農経済センター

32

33

34

東松山給油所
滑川給油所
嵐山給油所
八和田給油所
大河給油所
鳩山給油所
川島給油所
吉見給油所
ＬＰガスセンター

0493-23-5318
0493-56-4025
0493-62-8335
0493-74-0070
0493-73-2580
049-296-3213
049-297-1821
0493-54-2890
0493-22-4891

番号 名　　称 電話番号
給油所

35

36

37

38

39

40

41

43

42

農機センター
自動車センター

0493-24-3159
0493-21-5333

番号 名　　称 電話番号
農機・自動車センター

44

45

生活組織部
資産相談課
いきいきデイサービスなごみ
ホームヘルプ東秩父

0493-81-7199
0493-35-4499
0493-54-7722
0493-81-2520

番号 名　　称 電話番号
生活組織部

50

51

52

53

（株）比企アグリサービス 049-297-1808
番号 名　　称 電話番号
子会社

55

ローンセンター 0120-778-631
番号 名　　称 電話番号
ローンセンター

54

催事部
東部セレモニーホール
中部セレモニーホール
西部セレモニーホール

0493-54-2891
049-299-0983
0493-21-0983
0493-66-0983

番号 名　　称 電話番号
催事センター・セレモニーホール

46

47

48

49
東松山農産物直売所
「いなほてらす」
滑川農産物直売所
嵐山農産物直売所
小川農産物直売所
都幾川農林産物直売所
鳩山農産物直売所
川島農産物直売所
吉見農産物直売所
東秩父農産物直売所

0493-24-3157

0493-56-2535
0493-62-6596
0493-74-3396
0493-65-0950
049-296-0053
049-297-0522
0493-54-8727
0493-82-0753

番号 名　　称 電話番号
直売所

23

24

25

26

27

28

29

30

31

本　店 （代表）
東松山北支店
高坂支店
東松山南支店
滑川支店
嵐山支店
菅谷支店
小川支店
竹沢支店
八和田支店
東秩父支店
鳩山支店
ときがわ支店
川島支店
中山支店
三保谷支店
出丸支店
小見野支店
東吉見支店
南吉見支店
西吉見支店
北吉見支店

0493-22-3321
0493-22-4036
0493-34-3121
0493-22-1733
0493-56-2255
0493-62-2012
0493-62-2003
0493-72-1100
0493-73-1872
0493-72-0558
0493-82-1241
049-296-1255
0493-65-1116
049-297-1822
049-297-1807
049-297-1805
049-297-1810
049-297-1803
0493-54-1541
0493-54-1521
0493-54-1531
0493-54-1501

番号 名　　称 電話番号
本・支店

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

より詳細な情報については、
ＪＡ埼玉中央の
ホームページをご覧ください。



くらしに役立つ、JAの活用法

【 取 扱 説 明 書 】

JA埼玉中央の
トリセツ

JA

セレモニーホール

J
A
直
売
所

JA
 SS

JA SS

JA埼玉中央ホームページ　 　
https://www.ja-sc.or. jp

〒355-0011埼玉県東松山市加美町1番20号
ＴＥＬ：0493-22-3321
管 内：東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、ときがわ町、
　　　鳩山町、川島町、吉見町、東秩父村

経営理念

基本方針

ＪＡ埼玉中央は、中期３か年運動計画で掲げた
自己改革に全役職員が取り組み「農業者の所得
増大」「農業生産の拡大」「地域の活性化」に向け
て他業態にない総合事業の強みを発揮し、農業
振興、農業支援、地域貢献などの重要な役割を
果たしてまいります。また、組合員と地域の皆様
へ質の高いサービスを提供してまいります。 

「食」と「農」と「環境」を守り、地域の発展に貢献
します。

経済センター


