
金融機関
番　　号

代理店名 取扱地域

東京都 立川

愛知県 柳橋 小牧 一宮 津島 半田 碧南 岡崎 豊橋

兵庫県 御影 伊丹 明石 三木 洲本 加古川 姫路 龍野 豊岡

大阪府 難波

0017 埼玉りそな銀行 埼玉県 熊谷 大宮 秩父 行田 春日部 東松山 児玉 飯能 幸手 小川

0117 青森銀行 青森県 本店営業部 八戸

0119 秋田銀行 秋田県 本店営業部 大久保 大館 花輪 能代 本荘 大曲 横手 湯沢 美郷

0122 山形銀行 山形県 本店営業部 赤湯 米沢 長井 寒河江 楯岡 新庄 鶴岡 酒田

0123 岩手銀行 岩手県 本店営業部

0125 七十七銀行 宮城県 本店営業部 古川 米谷 築館 気仙沼 岩沼 塩釜 石巻 大河原

0126 東邦銀行 福島県 本店営業部 二本松 郡山営業部 喜多方 坂下 田島 須賀川 いわき営業部 白河 会津 郡山中町

0128 群馬銀行 群馬県 本店営業部 高崎 太田 渋川 前橋 沼田 長野原

0129 足利銀行 栃木県 宇都宮 栃木 佐野 真岡 氏家 大田原 足利 今市 茂木

0130 常陽銀行 茨城県 本店営業部 日立 土浦 下館 太田 竜崎 麻生 境

0134 千葉銀行 千葉県 野田 木更津 館山 勝浦 東金 八日市場 銚子 佐原 成田 佐倉

0138 横浜銀行 神奈川県 厚木 秦野 小田原

沼垂 亀田 巻 内野 新津 新発田 水原 三条 加茂 長岡営業部 栃尾 津川 小出 六日町 東小千谷

塩沢 十日町 柏崎 高田営業部 直江津 新井 柿崎 糸魚川 両津 村上 豊栄 佐和田

0141 北越銀行 新潟県 本店営業部 柏崎 新発田 村上 小千谷 佐和田

0142 山梨中央銀行 山梨県 本店営業部 鰍沢 日下部 大月

0143 八十二銀行 長野県 本店営業部 大町 須坂 諏訪 中野 上田 伊那 飯田 福島 岩村田 松本営業部 中野西

0144 北陸銀行 富山県 本店営業部 魚津 高岡 砺波

0146 北國銀行 石川県 本店営業部 小松中央 松任 七尾 輪島 珠洲 金沢城北

0147 福井銀行 福井県 本店営業部 小浜

0149 静岡銀行 静岡県 浜松中央 磐田 掛川 島田 藤枝 呉服町 清水 富士宮 沼津 三島

柳ケ瀬 各務原 北方 羽島 大垣 揖斐川 八百津 美濃加茂 美濃 古井 御嵩 八幡 多治見 瑞浪 土岐

中津川 恵那 岩村 高山 益田 古川 可児

0155 百五銀行 三重県 桑名 四日市 鈴鹿 上野 津駅前 松阪

0157 滋賀銀行 滋賀県 本店営業部 八幡 草津 水口 彦根 今津 長浜 堅田駅前 八日市東 石部 甲西中央

0158 京都銀行 京都府 本店営業部 伏見 亀岡 園部 福知山 綾部 西舞鶴 宮津 峰山 木津 東京営業部

0162 南都銀行 奈良県 本店営業部 桜井 高田 上市

0163 紀陽銀行 和歌山県 本店営業部 海南駅前 湯浅 御坊 田辺 新宮 粉河

鳥取県 鳥取営業部 倉吉 米子東

島根県 北 西郷 雲南 出雲 大田 川本 浜田 益田東出張所

本店営業部 瀬戸 西大寺 児島 宇野 倉敷駅前 玉島 鴨方 笠岡 高梁 新見 久世 津山 林野 赤磐

寄島 金光

本店営業部 銀山町 廿日市 可部 海田 西条 大柿 呉 広 安芸津 竹原 三原 尾道 福山 十日市

東城 吉田 河内 庄原 向原

0170 山口銀行 山口県 本店営業部 厚狭 宇部 山口 宮市 徳山 田布施 柳井 岩国 萩 長門

0172 阿波銀行 徳島県 本店営業部 鳴門 阿南 川島 脇町 池田

0173 百十四銀行 香川県 本店営業部 内海 長尾 坂出 丸亀 観音寺 琴平 多度津

0174 伊予銀行 愛媛県 三島 新居浜 西条 今治 大街道 八幡浜 追手 卯之町 大洲

0175 四国銀行 高知県 本店営業部

本店営業部 甘木 赤坂門 久留米 八女 香椎 小倉 大善寺 行橋 瀬高 直方 天神町 後藤寺 飯塚 東久留米

宇美

0179 佐賀銀行 佐賀県 本店営業部 鳥栖 唐津 伊万里 鹿島 武雄 小城 塩田

0180 十八銀行 長崎県 本店営業部 佐世保 平戸 諫早 島原 波佐見 壱岐 対馬

0181 親和銀行 長崎県 本店営業部 諫早 平戸 長崎営業部 南島原 波佐見 島原

0182 肥後銀行 熊本県 本店営業部 人吉

0183 大分銀行 大分県 本店営業部 日出 中津 国東 宇佐 三重 竹田 玖珠 日田 臼杵 佐伯

0184 宮崎銀行 宮崎県 本店営業部 都城営業部 小林 串間 油津 延岡営業部 日向 高千穂 西都 高鍋

0185 鹿児島銀行 鹿児島県 本店営業部 知覧 加治木 種子島

0188 沖縄銀行 沖縄県 本店営業部 八重山

0501 北洋銀行 北海道 本店営業部 旭川中央 奥沢口

0562 みなと銀行 兵庫県 柏原 社

0177 福岡銀行 福岡県

0168 中国銀行 岡山県

0169 広島銀行 広島県

新潟県

0153 十六銀行 岐阜県

0167 山陰合同銀行

0009 三井住友銀行

0140 第四銀行
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