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【正会員】
法律により設立された共済事業を行う協同組合であって、全
国の区域をその地区とする団体およびそれに準ずる団体
・ＪＡ共済連（全国共済農業協同組合連合会）
・ＪＦ共水連（全国共済水産業協同組合連合会）
・こくみん共済 coop（全国労働者共済生活協同組合連合会）
・日本再共済連（日本再共済生活協同組合連合会）
・コープ共済連（日本コープ共済生活協同組合連合会）
・大学生協共済連（全国大学生協共済生活協同組合連合会）
・全国生協連（全国生活協同組合連合会）
・生協全共連（全国共済生活協同組合連合会）
・日火連（全日本火災共済協同組合連合会）
・交協連（全国トラック交通共済協同組合連合会）
・全自共（全国自動車共済協同組合連合会）
・全労済協会（一般財団法人全国勤労者福祉・共済振興協会）
・共栄火災（共栄火災海上保険株式会社）
【第Ⅰ種賛助会員】
法律により設立された共済事業を行う協同組織体であって、
全国の区域をその地区とする団体
・ＮＯＳＡＩ協会（公益社団法人全国農業共済協会）
【第Ⅱ種賛助会員】
法律により設立された共済事業を行う協同組織体
・防衛省生協（防衛省職員生活協同組合 )
・神奈川県民共済（神奈川県民共済生活協同組合 )
・中済連（中小企業福祉共済協同組合連合会 )
・開業医共済（開業医共済協同組合）
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