
都道府県 市区町村 店番 店名 都道府県 市区町村 店番 店名 都道府県 市区町村 店番 店名
茨城県 水戸市 310 水戸 東京都 世田谷区 349 尾山台 東京都 府中市 225 府中

土浦市 605 土浦 358 烏山 調布市 149 仙川
埼玉県 さいたま市浦和区 669 浦和 091 経堂 590 調布

川越市 382 川越 193 駒沢大学駅前 町田市 228 町田
川口市 383 蕨 700 三軒茶屋 小金井市 223 小金井
所沢市 295 所沢 127 下北沢 国分寺市 557 国分寺
春日部市 630 春日部 132 成城 国立市 243 国立
上尾市 293 上尾 渋谷区 138 笹塚 多摩市 245 多摩
草加市 291 草加 135 渋谷 591 多摩センター
越谷市 381 越谷 137 代々木上原 西東京市 168 田無
新座市 296 新座志木 中野区 552 中野駅前 神奈川県 横浜市鶴見区 621 鶴見

千葉県 市川市 272 八幡 153 野方※ 横浜市西区 251 横浜駅前
船橋市 271 船橋 152 東中野 横浜市金沢区 709 金沢文庫
松戸市 386 松戸 杉並区 156 阿佐ケ谷 横浜市港北区 215 新横浜
習志野市 277 津田沼 347 永福町 640 綱島
柏市 454 柏 157 荻窪 横浜市戸塚区 635 戸塚
浦安市 361 浦安 567 久我山 横浜市港南区 262 上大岡

東京都 千代田区 330 日比谷 155 高円寺 307 港南台
001 本店※ 748 西荻窪 横浜市旭区 672 二俣川

中央区 325 銀座 豊島区 171 大塚※ 横浜市青葉区 728 青葉台
326 月島 061 駒込 629 たまプラーザ

港区 084 青山通 北区 178 赤羽 横浜市都筑区 303 港北ニュータウン
新宿区 052 神楽坂 763 王子駅前 川崎市川崎区 253 川崎

329 荒川区 180 日暮里 川崎市中原区 375 武蔵小杉
板橋区 895 板橋 656 武蔵新城

187 大山 254 元住吉
186 志村 川崎市多摩区 258 登戸

053 高田馬場 188 下赤塚 川崎市宮前区 613 鷺沼
文京区 062 春日町※ 練馬区 350 大泉 川崎市麻生区 075 新百合ヶ丘

351 本郷 335 上石神井 相模原市中央区 259 相模原

台東区 337 上野※ 459 練馬 横須賀市 673 横須賀
369 雷門 241 保谷 平塚市 785 平塚

墨田区 081 押上 足立区 166 千住 鎌倉市 255 鎌倉
082 錦糸町 葛飾区 596 亀有 茅ヶ崎市 261 茅ヶ崎※
353 本所 江戸川区 206 小岩 厚木市 707 厚木

江東区 634 木場深川 463 小松川 大和市 260 大和
品川区 618 大井 631 西葛西 海老名市 409 海老名
目黒区 140 学芸大学駅前 429 船堀 新潟県 新潟市中央区 426 新潟

794 自由が丘 八王子市 367 八王子

111 都立大学駅前 226 八王子中央※ 　※　ご利用時間　　平日9：00～15：00

643 中目黒 立川市 227 立川
大田区 115 大森 武蔵野市 220 吉祥寺

119 長原 464 武蔵境

法人受付可能店舗（東日本地区）
2023年3月20日現在

新宿新都心
(注)地下1階ATMコーナー
　　設置のテレビ窓口のみ
　　受付可能



2023年3月20日現在

都道府県 市区町村 店番 店名 都道府県 市区町村 店番 店名

岐阜県 多治見市 586 多治見 愛知県 瀬戸市 214 瀬戸

静岡県 沼津市 468 沼津※ 半田市 440 半田

愛知県 名古屋市千種区 263 今池 春日井市 213 春日井

264 覚王山 757 高蔵寺

276 星ヶ丘 豊川市 482 豊川

名古屋市西区 238 小田井 津島市 547 津島

400 浄心 碧南市 416 碧南

名古屋市中村区 235 中村公園前 豊田市 408 豊田南

221 名古屋駅前 安城市 413 安城

名古屋市中区 203 大津町 西尾市 449 西尾

267 鶴舞 蒲郡市 465 蒲郡

名古屋市昭和区 278 石川橋 犬山市 704 犬山

268 滝子 常滑市 305 常滑

名古屋市瑞穂区 417 新瑞橋 江南市 830 江南

269 堀田 小牧市 323 小牧

名古屋市中川区 286 尾頭橋 稲沢市 393 稲沢

297 高畑 新城市 549 新城

名古屋市南区 792 内田橋 東海市 311 東海

名古屋市緑区 686 徳重 大府市 344 大府

273 鳴海 知立市 412 知立

名古屋市名東区 252 藤ヶ丘 尾張旭市 796 尾張旭

名古屋市天白区 299 鳴子 田原市 467 田原

095 平針 清須市 894 尾張新川

266 八事 海部郡蟹江町 234 蟹江

三重県 津市 531 津

桑名市 536 桑名

 　※　ご利用時間　　平日9：00～15：00

法人受付可能店舗（中部地区）



2023年3月20日現在

都道府県 市区町村 店番 店名 都道府県 市区町村 店番 店名 都道府県 市区町村 店番 店名

滋賀県 草津市 452 草津 大阪府 堺市堺区 205 堺東 兵庫県 神戸市東灘区 513 住吉

京都府 京都市上京区 506 出町 堺市東区 787 大美野 神戸市中央区 462 三宮

441 西陣 堺市南区 451 泉ヶ丘 姫路市 496 姫路

京都市左京区 445 聖護院 堺市北区 456 中もず 尼崎市 472 尼崎

京都市下京区 434 京都駅前 岸和田市 780 岸和田 474 塚口

京都市南区 436 東寺 豊中市 240 千里中央 明石市 495 明石

京都市右京区 504 西院※ 593 豊中 494 明石・西明石(特出)

京都市伏見区 508 伏見 池田市 790 池田 西宮市 795 甲子園

京都市西京区 448 京都・洛西（出） 吹田市 074 江坂 481 夙川

大阪府 大阪市都島区 825 大阪京橋 218 吹田 479 西宮

大阪市福島区 059 野田※ 高槻市 229 高槻 244 甲子園・阪神甲子園(出）

大阪市西区 036 信濃橋 守口市 797 守口 芦屋市 483 芦屋

大阪市大正区 789 大正橋 枚方市 499 くずは 伊丹市 477 伊丹

大阪市天王寺区 007 玉造 651 枚方 宝塚市 490 宝塚

大阪市東淀川区 028 淡路 茨木市 219 茨木 485 宝塚中山

大阪市東成区 070 今里 087 茨木西 奈良県 奈良市 458 近鉄学園前

大阪市城東区 066 城東 八尾市 207 八尾 719 奈良

大阪市住吉区 556 北畠※ 寝屋川市 447 香里 橿原市 134 橿原

大阪市西成区 071 玉出 河内長野市 247 河内長野 北葛城郡王寺町 457 大和王寺

大阪市淀川区 068 十三 松原市 209 松原 和歌山県 和歌山市 497 和歌山

822 新大阪 和泉市 210 和泉 広島県 福山市 602 福山

大阪市平野区 076 平野南口 門真市 572 門真 山口県 宇部市 498 宇部

大阪市北区 044 梅田 高石市 594 羽衣 徳島県 徳島市 546 徳島

533 天満 藤井寺市 211 藤井寺 香川県 高松市 488 高松

039 天六 東大阪市 018 鴻池新田 福岡県 北九州市小倉北区 650 北九州

092 中之島※ 415 小阪 久留米市 765 久留米

大阪市中央区 019 谷町 201 東大阪 長崎県 長崎市 654 長崎

026 枚岡 熊本県 熊本市中央区 655 熊本

 　※　ご利用時間　　平日9：00～15：00

法人受付可能店舗（西日本地区）


