コーポレートデータ

グループの国内ネットワーク

店舗（支店・出張所）
（平成27年5月31日現在）
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東京法人営業部

芝支店

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-4-1
TEL（03）5202-3811

〒108-0014 東京都港区芝5-34-7
TEL（03）3453-5151

京橋支店

高輪台支店

〒104-0031 東京都中央区京橋2-7-19
TEL（03）3563-0131

〒108-0074 東京都港区高輪3-8-15
TEL（03）3445-0231

本店

新川支店

〒100-8176 東京都千代田区大手町1-5-5
TEL（03）3214-1111

〒104-0033 東京都中央区新川1-24-8
TEL（03）3552-6881

内幸町営業部

築地支店

〒100-8176 東京都千代田区大手町1-5-5
（本店内）
TEL（03）3214-1111

〒104-0045 東京都中央区築地2-11-21
TEL（03）3541-4561

新宿中央支店

大手町営業部

築地支店 東京中央市場内特別出張所
〒104-0045 東京都中央区築地5-2-1
TEL（03）3541-1341

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-4-1
TEL（03）3356-4111

〒100-8176 東京都千代田区大手町1-5-5
（本店内）
TEL（03）3214-1111

◎ 丸の内中央支店

銀座中央支店

〒100-8176 東京都千代田区大手町1-5-5
TEL（03）5200-7200

〒104-0061 東京都中央区銀座1-7-10
TEL（03）3561-3171

●

東京中央支店

銀座支店
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〒100-8176 東京都千代田区大手町1-5-5
TEL（03）3201-5111

〒104-0061 東京都中央区銀座4-2-11
TEL（03）3563-6611

丸之内支店

銀座通支店

〒100-8176 東京都千代田区大手町1-5-5
TEL（03）3216-1111

〒104-0061 東京都中央区銀座5-8-15
TEL（03）3572-5811

店
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東京営業部
〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-5
TEL（03）3596-1111

東京営業部 町村会館出張所
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-35
TEL（03）3581-9245

神田駅前支店
〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-6-2
TEL（03）3256-5251

九段支店
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-4
TEL（03）3261-8371

神田支店
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-1
TEL（03）3255-2351

市ヶ谷支店
〒102-0076 東京都千代田区五番町2-23
TEL（03）3234-2721

町支店
〒102-0083 東京都千代田区麹町3-2
TEL（03）3265-8181

中央区
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港区
虎ノ門支店
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-2-3
TEL（03）3501-2331

神谷町支店
〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-1-5
TEL（03）3434-2581

新橋支店
〒105-0004 東京都港区新橋2-1-3
TEL（03）3501-7111

新橋中央支店
〒105-0004 東京都港区新橋4-6-15
TEL（03）3431-6151

浜松町支店
〒105-6101 東京都港区浜松町2-4-1
TEL（03）3436-5011

浜松町支店 芝浦シーバンス出張所
〒105-6101 東京都港区浜松町2-4-1（浜松町支店内）
TEL（03）3436-5011

六本木支店
〒106-0032 東京都港区六本木7-15-7
TEL（03）3405-6611

横山町支店

麻布支店

〒103-0003 東京都中央区日本橋横山町4-1
TEL（03）3661-3131

〒106-0047 東京都港区南麻布2-11-6
TEL（03）3453-0151

小舟町支店 日本橋浜町出張所

広尾支店

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-31-1
TEL（03）3249-2021

〒106-0047 東京都港区南麻布5-15-19
TEL（03）3446-5111

日本橋支店

広尾支店 白金出張所

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-3-18
TEL（03）3241-2321

〒106-0047 東京都港区南麻布5-15-19（広尾支店内）
TEL（03）3444-5611

小舟町支店

赤坂支店

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町8-1
TEL（03）3661-3111

〒107-0052 東京都港区赤坂4-1-33
TEL（03）3582-2211

兜町支店

外苑前支店 伊藤忠商事本社ビル出張所

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町4-3
TEL（03）3666-1111

〒107-0061 東京都港区北青山2-5-1
TEL（03）3478-3011

兜町証券営業部

外苑前支店

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町6-7
TEL（03）3669-6811

〒107-0061 東京都港区北青山3-2-4
TEL（03）3497-8201

八重洲口支店

青山支店

〒103-0028 東京都中央区八重洲1-8-17
TEL（03）3272-2071

〒107-0061 東京都港区北青山3-6-12
TEL（03）3400-8111

新宿区
四谷支店
〒160-0004 東京都新宿区四谷3-3-1
TEL（03）3351-6151

新宿支店
〒160-0022 東京都新宿区新宿3-25-1
TEL（03）3354-0111

新宿西口支店
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-7-2
TEL（03）3342-2211

◎ 新宿南口支店
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-17-1
TEL（03）3344-6111

新宿法人支店
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-17-1（新宿南
口支店内）
TEL（03）5322-4311

中井支店
〒161-0032 東京都新宿区中落合1-16-2
TEL（03）3951-9141

早稲田支店
〒162-0045 東京都新宿区馬場下町11-1
TEL（03）3204-0211

飯田橋支店
〒162-0822 東京都新宿区下宮比町2-1
TEL（03）3269-5211

新宿新都心支店
〒163-0676 東京都新宿区西新宿1-25-1
TEL（03）3345-1221

東京中央支店 東京都庁出張所
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
TEL（03）5381-0021

東京営業部 東京都庁公営企業出張所
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
TEL（03）5320-7580

高田馬場支店
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-3-6
TEL（03）3362-6211

文京区
江戸川橋支店
〒112-0014 東京都文京区関口1-21-10
TEL（03）3269-2211

駒込支店
〒113-0021 東京都文京区本駒込6-1-1
TEL（03）3941-6161

根津支店
〒113-0022 東京都文京区千駄木2-7-9
TEL（03）3821-8181

動坂支店
〒113-0022 東京都文京区千駄木4-7-8
TEL（03）3821-2171

本郷支店
〒113-0033 東京都文京区本郷3-34-3
TEL（03）3812-3261

台東区
上野支店
〒110-0005 東京都台東区上野3-16-5
TEL（03）3832-0231

◎

稲荷町支店
〒110-0015 東京都台東区東上野5-1-5
TEL（03）3842-3261

雷門支店
〒111-0032 東京都台東区浅草1-1-15
TEL（03）3843-5111

千束町支店
〒111-0032 東京都台東区浅草3-11-1
TEL（03）3872-1131

浅草支店
〒111-0051 東京都台東区蔵前3-21-7
TEL（03）3866-7131

目黒区

金融債取扱店

上池上支店

都立大学駅前支店

〒145-0064 東京都大田区上池台5-37-6
TEL（03）3726-5411

〒152-0032 東京都目黒区平町1-26-15
TEL（03）5701-6701

自由が丘支店 田園調布出張所

自由が丘支店

〒145-0071 東京都大田区田園調布3-24-14
TEL（03）3717-2181

〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1-29-9
TEL（03）3718-4311

久が原支店

池尻大橋支店
〒153-0043 東京都目黒区東山3-3-11
TEL（03）3791-2201

〒146-0085 東京都大田区久が原3-35-11
TEL（03）3751-2151

世田谷区

中目黒支店

世田谷支店

〒153-0051 東京都目黒区上目黒1-26-1
TEL（03）3715-2211

〒154-0004 東京都世田谷区太子堂2-14-8
TEL（03）3410-2211

祐天寺支店

駒沢支店

〒153-0052 東京都目黒区祐天寺2-1-6
TEL（03）3711-8181

〒154-0012 東京都世田谷区駒沢2-17-3
TEL（03）3422-9111

押上支店

目黒支店

北沢支店

〒130-0002 東京都墨田区業平3-15-9
TEL（03）3625-2131

〒153-0062 東京都目黒区三田1-7-13
TEL（03）3441-5131

〒155-0031 東京都世田谷区北沢2-25-20
TEL（03）3466-3101

浅草橋支店
〒111-0051 東京都台東区蔵前4-6-10
TEL（03）3861-5411

墨田区

錦糸町支店
〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-26-5
TEL（03）5600-1151

本所支店
〒130-0026 東京都墨田区両国4-31-11
TEL（03）3631-2121

江東区

大田区

経堂支店

大森支店 大田市場出張所

〒156-0051 東京都世田谷区宮坂3-11-12
TEL（03）3420-1171

〒143-0001 東京都大田区東海3-2-1
TEL（03）5492-2511

千歳船橋支店

馬込支店

〒156-0054 東京都世田谷区桜丘2-27-12
TEL（03）3429-1101

〒143-0022 東京都大田区東馬込2-11-1
TEL（03）3773-0371

烏山支店

東陽町支店

大森支店

〒157-0062 東京都世田谷区南烏山5-16-18
TEL（03）3300-6321

〒135-0016 東京都江東区東陽4-5-18
TEL（03）3699-5651

〒143-0023 東京都大田区山王2-5-13
TEL（03）3774-5111

成城支店

深川支店

蒲田支店 羽田空港第二出張所

〒157-0066 東京都世田谷区成城5-1-25
TEL（03）3482-8611

〒135-0034 東京都江東区永代2-36-16
TEL（03）3642-4111

〒144-0041 東京都大田区羽田空港2-6-5
TEL（03）5708-0311

祖師谷支店

豊洲支店
〒135-6001 東京都江東区豊洲3-3-3
TEL（03）3536-8801

東京営業部 東京ファッションタウン出張所
〒135-8071 東京都江東区有明3-6-11
TEL（03）5500-2533

亀戸支店
〒136-0071 東京都江東区亀戸1-39-10
TEL（03）3681-5111

亀戸支店 大島駅前出張所
〒136-0072 東京都江東区大島5-10-10
TEL（03）3636-7401

品川区
品川支店
〒140-0004 東京都品川区南品川2-2-7
TEL（03）3474-2401

品川駅前支店
〒140-0004 東京都品川区南品川2-2-7（品川支店内）
TEL（03）3740-7001

品川支店 品川区役所出張所
〒140-0005 東京都品川区広町2-1-36
TEL（03）3777-5221

大井町支店
〒140-0014 東京都品川区大井1-6-6
TEL（03）3774-0111

五反田支店
〒141-0031 東京都品川区西五反田1-27-2
TEL（03）3492-4541

大崎支店
〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-3
TEL（03）3495-8011

蒲田支店 羽田空港第三出張所
（外貨両替ショップ羽田空港国際線1階ロビー店）
〒144-0041 東京都大田区羽田空港2-6-5
羽田空港国際線旅客ターミナルビル1F
TEL（03）5708-0291
注）外貨両替業務のみのお取り扱いとなります

蒲田支店 羽田空港第四出張所
（外貨両替ショップ羽田空港国際線2階ロビー店）
〒144-0041 東京都大田区羽田空港2-6-5
羽田空港国際線旅客ターミナルビル2F
TEL（03）5708-0320
注）外貨両替業務・関税収納業務のみのお取り扱いとなります

蒲田支店 羽田空港第五出張所
（外貨両替ショップ羽田空港国際線3階ロビー店）
〒144-0041 東京都大田区羽田空港2-6-5
羽田空港国際線旅客ターミナルビル3F
TEL（03）5708-0330
注）外貨両替業務のみのお取り扱いとなります

蒲田支店 羽田空港第六出張所
（外貨両替ショップ羽田空港国際線免税エリア店）
〒144-0041 東京都大田区羽田空港2-6-5
羽田空港国際線旅客ターミナルビル3F（出国免税エリア内）
TEL（03）5708-0351
注）外貨両替業務のみのお取り扱いとなります
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〒158-0082 東京都世田谷区等々力2-19-2
TEL（03）5707-6671

上野毛支店
〒158-0093 東京都世田谷区上野毛1-26-1
TEL（03）3702-5111

玉川支店
〒158-0094 東京都世田谷区玉川3-7-18
TEL（03）3700-7221

渋谷区
渋谷支店
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-24-16
TEL（03）3400-5111

恵比寿支店
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-20-22
TEL（03）3442-1131

渋谷中央支店 放送センター出張所
〒150-0041 東京都渋谷区神南2-2-1
TEL（03）3465-2581

羽田支店

渋谷支店 渋谷区役所出張所

〒144-0047 東京都大田区萩中1-7-10
TEL（03）3742-1111

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町1-1
TEL（03）3496-9461

蒲田支店

渋谷中央支店

〒144-0052 東京都大田区蒲田5-14-1
TEL（03）3734-6131

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町23-3
TEL（03）3462-0311

蒲田支店 池上出張所

恵比寿支店 恵比寿ガーデン出張所

〒144-0052 東京都大田区蒲田5-14-1
（蒲田支店内）
TEL（03）3755-2401

〒150-6003 東京都渋谷区恵比寿4-20-3
TEL（03）5423-5521

笹塚支店

〒144-6591 東京都大田区羽田空港3-3-2
私書箱67号
TEL（03）5757-9591

〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-57-7
TEL（03）3377-3151

荏原支店

大岡山支店
〒145-0062 東京都大田区北千束3-28-12
TEL（03）3729-2115

店
舗

みずほパーソナルスクエア 尾山台ラウンジ
（自由が丘支店 尾山台出張所）

蒲田支店 羽田空港出張所

〒142-0063 東京都品川区荏原4-4-7
TEL（03）3783-6111

●

〒157-0073 東京都世田谷区砧6-32-8
TEL（03）3417-4111

〒142-0041 東京都品川区戸越4-9-15
TEL（03）3783-6521

戸越支店
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中野区
中野支店
〒164-0012 東京都中野区本町4-44-18
TEL（03）3382-1151
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〒164-0012 東京都中野区本町4-44-18（中野支店内）
TEL（03）3320-7811

沼袋支店
〒165-0025 東京都中野区沼袋3-26-13
TEL（03）3387-2111

中野北口支店
〒165-0026 東京都中野区新井1-9-5
TEL（03）3386-1101

鷺宮支店
〒165-0035 東京都中野区白鷺2-48-1
TEL（03）3330-6121

杉並区
高円寺北口支店
〒166-0002 東京都杉並区高円寺北3-45-14
TEL（03）3330-7231

高円寺支店
〒166-0003 東京都杉並区高円寺南3-1-1
TEL（03）3311-1181

阿佐ヶ谷支店
〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南3-1-36
TEL（03）3392-8581

荻窪支店
〒167-0032 東京都杉並区天沼3-4-1
TEL（03）3391-5101

西荻窪支店
〒167-0053 東京都杉並区西荻南3-14-5
TEL（03）3333-2241

方南町支店
〒168-0062 東京都杉並区方南2-12-20
TEL（03）3312-6111

浜田山支店
〒168-0065 東京都杉並区浜田山3-24-2
TEL（03）3302-1191

永福町支店
〒168-0065 東京都杉並区浜田山3-24-2（浜田山
支店内）
TEL（03）5300-8631

浜田山支店 高井戸特別出張所
〒168-0071 東京都杉並区高井戸西1-29-4
TEL（03）3334-4411

豊島区
大塚支店
〒170-0004 東京都豊島区北大塚2-13-1
TEL（03）3940-1411

池袋支店
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-1-6
TEL（03）3983-7221

池袋西口支店
〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-15-2
TEL（03）3984-7111

北区
王子支店
〒114-0002 東京都北区王子1-10-17
TEL（03）3912-2231

尾久支店
〒114-0012 東京都北区田端新町2-26-1
TEL（03）3802-5131

十条支店
〒114-0034 東京都北区上十条2-27-13
TEL（03）3906-1111

赤羽支店
〒115-0045 東京都北区赤羽1-7-8
TEL（03）3903-1131

荒川区

小松川支店

〒116-0003 東京都荒川区南千住1-32-9
TEL（03）3803-3111

〒132-0025 東京都江戸川区松江1-15-18
TEL（03）3656-2211

板橋区
板橋支店
〒173-0001 東京都板橋区本町36-7
TEL（03）3962-5111
注）2015年6月8日 東京都板橋区本町35-4へ移転

小松川支店 瑞江出張所
〒132-0025 東京都江戸川区松江1-15-18（小松川
支店内）
TEL（03）3698-3211

平井支店

大山支店

〒132-0035 東京都江戸川区平井3-30-4
TEL（03）3682-2211

〒173-0023 東京都板橋区大山町6-1
TEL（03）5995-2101

小岩支店

根支店
〒174-0043 東京都板橋区坂下2-33-8
TEL（03）3969-1211

志村支店
〒174-0056 東京都板橋区志村2-1-1
TEL（03）3966-1251

〒133-0056 東京都江戸川区南小岩7-13-6
TEL（03）5693-1211

西 西支店
〒134-0088 東京都江戸川区西葛西5-6-2
TEL（03）5696-6001

23区以外の市町村

東武練馬支店

吉祥寺支店

〒175-0083 東京都板橋区徳丸2-6-1
TEL（03）3934-1101

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-2-13
TEL（0422）22-5111

成増支店

武蔵境支店

〒175-0094 東京都板橋区成増2-11-2
TEL（03）3930-5121

〒180-0023 東京都武蔵野市境南町2-3-16
TEL（0422）30-2811

練馬区

三鷹支店

桜台支店

〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-35-1
TEL（0422）43-2171

〒176-0002 東京都練馬区桜台1-4-12
TEL（03）3992-2141

調布仙川支店

江古田支店

〒182-0002 東京都調布市仙川町3-1
TEL（03）3300-3331

〒176-0005 東京都練馬区旭丘2-45-3
TEL（03）3956-9111

調布支店

練馬富士見台支店

〒182-0026 東京都調布市小島町1-36-16
TEL（042）484-2211

〒176-0021 東京都練馬区貫井3-7-6
TEL（03）3998-1111

府中支店

練馬富士見台支店 谷原出張所
〒176-0021 東京都練馬区貫井3-7-6（練馬富士見
台支店内）
TEL（03）3904-5771

石神井支店
〒177-0041 東京都練馬区石神井町3-27-22
TEL（03）3995-3123

大泉支店
〒178-0063 東京都練馬区東大泉1-37-6
TEL（03）3925-2411

光が丘支店
〒179-0072 東京都練馬区光が丘5-1-1
TEL（03）5383-9411

足立区
綾瀬支店
〒120-0005 東京都足立区綾瀬1-39-7
TEL（03）3601-6111

千住支店
〒120-0034 東京都足立区千住2-58
TEL（03）3888-1161

足立支店
〒121-0816 東京都足立区梅島3-32-6
TEL（03）3889-5151

飾区
飾支店
〒124-0012 東京都葛飾区立石1-3-12
TEL（03）3694-2211

金町支店
〒125-0041 東京都葛飾区東金町1-23-2
TEL（03）3600-3131

高砂支店
〒125-0054 東京都葛飾区高砂5-43-3
TEL（03）3609-2341

亀有支店
〒125-0061 東京都葛飾区亀有5-33-9
TEL（03）3606-1121
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三ノ輪支店

〒183-0055 東京都府中市府中町1-1-2
TEL（042）364-2121

小金井支店
〒184-0004 東京都小金井市本町5-13-3
TEL（042）381-6301

国分寺支店
〒185-0021 東京都国分寺市南町3-17-3
TEL（042）324-2211

八坂支店
〒187-0031 東京都小平市小川東町2-12-2
TEL（042）345-1121

田無支店
〒188-0011 東京都西東京市田無町2-1-1
TEL（042）461-8271

久米川支店
〒189-0013 東京都東村山市栄町1-5-1
TEL（042）393-1511

立川支店
〒190-0012 東京都立川市曙町2-4-6
TEL（042）524-3121

日野駅前支店
〒191-0011 東京都日野市日野本町3-11-1
TEL（042）583-1101

高幡不動支店
〒191-0031 東京都日野市高幡1008-6
TEL（042）592-2491

日野支店
〒191-0062 東京都日野市多摩平1-3-1
TEL（042）581-2211

八王子支店
〒192-0081 東京都八王子市横山町15-3
TEL（042）623-1111

南大沢支店
〒192-0364 東京都八王子市南大沢2-30
TEL（042）677-7981

八王子南口支店
〒192-0904 東京都八王子市子安町1-3-12
TEL（042）648-6111

◎

金融債取扱店

八王子支店 長房出張所

市が尾支店

武蔵小杉支店

〒193-0824 東京都八王子市長房町545-11
TEL（042）665-1111

〒225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町
1063-14
TEL（045）973-4111

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町3-419
TEL（044）722-7151

鴨居支店

〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口1-11-5
TEL（044）833-4121

町田支店
〒194-0022 東京都町田市森野1-17-1
TEL（042）723-0033

玉川学園前支店
〒194-0041 東京都町田市玉川学園7-5-6
TEL（042）728-3061

東青梅支店
〒198-0042 東京都青梅市東青梅2-13-1
TEL（0428）23-5141

狛江支店
〒201-0012 東京都狛江市中和泉1-1-1
TEL（03）3489-1251

ひばりが丘支店
〒202-0002 東京都西東京市ひばりが丘北4-3-27
TEL（042）421-1212

東久留米支店
〒203-0053 東京都東久留米市本町1-5-1
TEL（042）477-8801

清瀬支店
〒204-0021 東京都清瀬市元町1-10-4
TEL（042）492-5811

多摩支店
〒206-0011 東京都多摩市関戸4-72
TEL（042）374-2121

〒226-0003 神奈川県横浜市緑区鴨居3-1-4
TEL（045）934-9311

十日市場支店
〒226-0025 神奈川県横浜市緑区十日市場町801-1
TEL（045）985-2251

長津田支店
〒226-0027 神奈川県横浜市緑区長津田4-1-23
TEL（045）983-2831

青葉台支店
〒227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台1-6-13
TEL（045）983-2111

鶴見支店
〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-32-23
TEL（045）502-1711

鶴見駅前支店
〒230-0062 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町15-1
TEL（045）571-2341

横浜支店
〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町3-33
TEL（045）211-2101

横浜法人支店

ノ口支店

向ヶ丘支店
〒214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸2779-6
TEL（044）933-1161

新百合ヶ丘支店
〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-5-2
TEL（044）952-4421

鷺沼支店
〒216-0004 神奈川県川崎市宮前区鷺沼1-2
TEL（044）877-2251

宮前平支店
〒216-0006 神奈川県川崎市宮前区宮前平2-15-15
TEL（044）852-7201

向ヶ丘支店 マリアンナ医大前出張所
〒216-0015 神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1
TEL（044）976-1511

その他の神奈川県
追浜支店
〒237-0064 神奈川県横須賀市追浜町3-13
TEL（046）865-1241

〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町3-33（横浜
支店内）
TEL（045）633-3411

横須賀支店

多摩センター支店
〒206-0033 東京都多摩市落合1-44
TEL（042）373-2511

横浜中央支店

衣笠支店

稲城中央支店

〒231-0047 神奈川県横浜市中区羽衣町1-3-1
TEL（045）263-4921

〒206-0804 東京都稲城市百村34
TEL（042）378-3121

〒238-0031 神奈川県横須賀市衣笠栄町2-65
TEL（046）852-3611

上大岡支店

大和支店

築地支店 大島特別出張所

〒233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1
TEL（045）842-3971

〒100-0101 東京都大島町元町4-1-7
TEL（04992）2-2321

〒242-0016 神奈川県大和市大和南1-5-1
TEL（046）262-1311

上大岡支店 上永谷出張所

厚木支店

浜松町支店 八丈島特別出張所
〒100-1401 東京都八丈島八丈町大賀郷1524
TEL（04996）2-0640

〒233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1
（上大岡支店内）
TEL（045）845-6505

新杉田支店

神奈川県
横浜市

◎ 横浜駅前支店

〒235-0033 神奈川県横浜市磯子区杉田1-1-1
TEL（045）771-1221

洋光台支店
〒235-0045 神奈川県横浜市磯子区洋光台3-13-3
TEL（045）833-5221

〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-2-1
TEL（045）311-1341

金沢文庫支店

横浜駅前支店 菊名出張所

〒236-0016 神奈川県横浜市金沢区谷津町421-6
TEL（045）786-4511

〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-2-1（横浜
駅前支店内）
TEL（045）401-7211

鶴ヶ峰支店

横浜東口支店
〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-13-2
TEL（045）461-1241

新横浜支店
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-3
TEL（045）471-2011

綱島支店

〒241-0022 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰2-20
TEL（045）371-1151

二俣川支店
〒241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川2-52-15
TEL（045）362-5511

緑園都市支店
〒241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川2-52-15
（二俣川支店内）
TEL（045）814-9111

〒223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東1-2-18
TEL（045）542-2211

戸塚支店

日吉支店

〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4091-1
TEL（045）871-5551

〒238-0007 神奈川県横須賀市若松町2-31
TEL（046）825-2411
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海老名支店
〒243-0485 神奈川県海老名市中央1-4-1
TEL（046）235-0471

大船支店
〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-24-15
TEL（0467）45-4111

鎌倉支店
〒248-0012 神奈川県鎌倉市御成町11-35
TEL（0467）23-1155

子支店
〒249-0006 神奈川県逗子市逗子1-4-1
TEL（046）873-2111

小田原支店
〒250-0011 神奈川県小田原市栄町2-7-32
TEL（0465）23-1141

堂支店
〒251-0047 神奈川県藤沢市辻堂1-3-16
TEL（0466）33-4131

◎ 藤沢支店
〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢107-1
TEL（0466）23-4131

沼支店

東戸 支店

〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢107-1（藤沢支店内）
TEL（0466）23-1211

港北ニュータウン支店

〒244-8528 神奈川県横浜市戸塚区品濃町535-1
TEL（045）824-3121

橋本支店

〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央20-1
TEL（045）944-2931

三ツ境支店

〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本3-29-8
TEL（042）771-5151

たまプラーザ支店

〒246-0022 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境16-4
TEL（045）364-7151

相模原支店

川崎市

●

〒243-0018 神奈川県厚木市中町3-5-10
TEL（046）221-6333

〒223-0061 神奈川県横浜市港北区日吉2-3-1
TEL（045）562-2181

〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5-1-1
TEL（045）901-1811
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〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原3-9-16
TEL（042）751-4311

あざみ野支店

川崎支店

相模大野支店

〒225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野2-1-3
TEL（045）902-7141

〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子2-4-10
TEL（044）211-3311

〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-31-101
TEL（042）742-7111
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新所沢支店 狭山出張所

行徳支店

〒350-1307 埼玉県狭山市祇園4-59
TEL（04）2923-2241

〒272-0133 千葉県市川市行徳駅前2-1-8
TEL（047）356-8111

小田急相模原支店

朝霞支店

市川妙典支店

〒252-0313 神奈川県相模原市南区松が枝町25-1
TEL（042）745-1511

〒351-0011 埼玉県朝霞市本町2-4-9
TEL（048）466-4611

湘南台支店

鶴瀬支店

〒272-0133 千葉県市川市行徳駅前2-1-8（行徳支
店内）
TEL（047）359-3251

〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台2-13-6
TEL（0466）43-6111

〒354-0024 埼玉県富士見市鶴瀬東1-7-40
TEL（049）251-2111

茅ヶ崎支店

ふじみ野支店

〒253-0044 神奈川県茅ヶ崎市新栄町9-25
TEL（0467）85-8101

〒354-0035 埼玉県富士見市ふじみ野西1-1-1
TEL（049）264-6501

平塚支店

上福岡支店

〒254-0043 神奈川県平塚市紅谷町2-22
TEL（0463）22-1761

〒356-0004 埼玉県ふじみ野市上福岡1-7-11
TEL（049）263-1111

秦野支店

飯能支店

〒257-0035 神奈川県秦野市本町1-10-15
TEL（0463）82-3211

〒357-0038 埼玉県飯能市仲町10-5
TEL（042）973-3511

みずほ銀行（つづき）
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新所沢支店

埼玉県
さいたま市
浦和支店
〒330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町1-4-9
TEL（048）822-5141

大宮支店
〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-14
TEL（048）641-5311

大宮支店 さいたま新都心出張所
〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-14
（大宮支店内）
TEL（048）645-3331

所沢支店
〒359-1123 埼玉県所沢市日吉町12-1
TEL（04）2923-4111

新所沢支店 小手指出張所
〒359-1141 埼玉県所沢市小手指町1-25-8
TEL（04）2923-2241

熊谷支店
〒360-0037 埼玉県熊谷市筑波3-95
TEL（048）523-5111

上尾支店

南浦和支店

〒362-0042 埼玉県上尾市谷津2-1-50-1
TEL（048）773-0331

〒336-0018 埼玉県さいたま市南区南本町1-5-3
TEL（048）863-2111

桶川支店

武蔵浦和支店
〒336-0021 埼玉県さいたま市南区別所7-12-1
TEL（048）866-8751

その他の埼玉県
川口支店
〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-5-1
TEL（048）255-2711

西川口支店
〒332-0034 埼玉県川口市並木3-2-21
TEL（048）256-4111

わらび支店
〒335-0002 埼玉県蕨市塚越1-3-2
TEL（048）443-1521

草加支店
〒340-0015 埼玉県草加市高砂2-7-1
TEL（048）924-1110

三郷支店
〒341-0024 埼玉県三郷市三郷2-2-7
TEL（048）953-2141

せんげん台支店
〒343-0041 埼玉県越谷市千間台西1-10-11
TEL（048）979-9621

越谷支店
〒343-0816 埼玉県越谷市弥生町2-6
TEL（048）966-2211

春日部支店
〒344-0067 埼玉県春日部市中央1-1
TEL（048）754-5511

久喜支店
〒346-0003 埼玉県久喜市久喜中央1-1-20
TEL（0480）22-2311

川越支店
〒350-0043 埼玉県川越市新富町2-1-8
TEL（049）225-2211

川越駅前支店
〒350-1122 埼玉県川越市脇田町105
TEL（049）224-3511
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〒359-1111 埼玉県所沢市緑町1-1-20
TEL（04）2923-2241

〒363-0016 埼玉県桶川市寿1-6-3
TEL（048）774-2211

千葉県
千葉市
千葉支店
〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町1000
TEL（043）238-5641

稲毛海岸支店
〒261-0004 千葉県千葉市美浜区高洲1-21-1
TEL（043）278-0001

稲毛支店
〒263-0043 千葉県千葉市稲毛区小仲台2-5-1
TEL（043）253-5211

千葉支店 鎌取出張所
〒266-0011 千葉県千葉市緑区鎌取町786-6
TEL（043）293-2751

その他の千葉県
北小金支店
〒270-0014 千葉県松戸市小金431
TEL（047）342-1131

新松戸支店
〒270-0034 千葉県松戸市新松戸2-113-2
TEL（047）343-6151

五香支店
〒270-2261 千葉県松戸市常盤平5-18-1
TEL（047）387-1111

松戸支店
〒271-0091 千葉県松戸市本町1-5
TEL（047）365-0111

本八幡支店
〒272-0021 千葉県市川市八幡2-5-3
TEL（047）335-5311

市川支店
〒272-0034 千葉県市川市市川1-7-8
TEL（047）326-4341

船橋支店
〒273-0005 千葉県船橋市本町1-3-1
TEL（047）424-1234

西船橋支店
〒273-0031 千葉県船橋市西船4-17-12
TEL（047）433-9331

鎌ヶ谷支店
〒273-0113 千葉県鎌ヶ谷市道野辺中央2-8-1
TEL（047）442-1121

津田沼支店
〒274-0825 千葉県船橋市前原西2-14-8
TEL（047）476-2151

勝田台支店
〒276-0020 千葉県八千代市勝田台北3-1-1
TEL（047）485-2531

八千代支店
〒276-0032 千葉県八千代市八千代台東1-5-3
TEL（047）484-7711

八千代緑が丘支店
〒276-0049 千葉県八千代市緑が丘1-1-1
TEL（047）459-8741

柏支店
〒277-0005 千葉県柏市柏2-2-3
TEL（04）7164-2281

新浦安支店
〒279-0012 千葉県浦安市入船1-5-2
TEL（047）350-2211

東京営業部 成田空港出張所
（外貨両替ショップ成田空港第2ターミナル店）
〒282-0004 千葉県成田市古込字古込1-1
成田空港第2旅客ターミナルビル1F（入国フロア）
TEL（0476）33-1781
注）外貨両替業務・関税収納業務のみのお取り扱いとなります

東京営業部 成田空港第三出張所
（外貨両替ショップ成田空港第3ターミナル1階ロビー店）
〒282-0006 千葉県成田市取香字上人塚148-1
成田空港第3旅客ターミナルビル1F（入国フロア）
TEL（0476）33-5011
注）外貨両替業務・関税収納業務のみのお取り扱いとなります

東京営業部 成田空港第四出張所
（外貨両替ショップ成田空港第3ターミナル2階ロビー店）
〒282-0006 千葉県成田市取香字上人塚148-1
成田空港第3旅客ターミナルビル2F（出国フロア）
TEL（0476）33-5051
注）外貨両替業務のみのお取り扱いとなります

東京営業部 成田空港第二出張所
（外貨両替ショップ成田空港第1ターミナル店）
〒282-0011 千葉県成田市三里塚字御料牧場1-1
成田空港第1旅客ターミナルビル4F（出国フロア）
TEL（0476）33-1885
注）外貨両替業務のみのお取り扱いとなります

東京営業部 成田空港サテライト出張所
（外貨両替ショップ成田空港サテライト店）
〒282-0011 千葉県成田市三里塚字御料牧場1-1
成田空港第1旅客ターミナルビル3Fサテライト
TEL（0476）32-5771
注）外貨両替業務のみのお取り扱いとなります

ユーカリが丘支店
〒285-0858 千葉県佐倉市ユーカリが丘3-1-1
TEL（043）461-7111

成田支店
〒286-0033 千葉県成田市花崎町816-2
TEL（0476）23-1311

五井支店
〒290-0081 千葉県市原市五井中央西1-2-5
TEL（0436）21-2111

木更津支店
〒292-0067 千葉県木更津市中央1-3-2
TEL（0438）23-9111

◎

茨城県
取手支店
〒302-0024 茨城県取手市新町2-1-3
TEL（0297）73-5111

金融債取扱店

大阪中央支店

枚方支店

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜3-6-13
TEL（06）6202-1151

〒573-0031 大阪府枚方市岡本町2-20
TEL（072）843-8251

◎ 大阪支店

東大阪支店

〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋4-2-1
TEL（06）6202-2251

〒577-0056 大阪府東大阪市長堂2-16-11
TEL（06）6783-1161

大阪法人支店

大阪東支店

〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋4-2-1
TEL（06）6223-6811

〒577-0841 大阪府東大阪市足代2-2-23
TEL（06）6728-5501

船場支店

枚岡支店

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町3-4-8
TEL（06）6261-7571

〒579-8051 大阪府東大阪市瓢箪山町3-1
TEL（072）982-1181

難波支店

山本支店

〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波4-4-1
TEL（06）6633-1171

〒581-0013 大阪府八尾市山本町南1-4-7
TEL（072）998-1131

南船場支店

八尾支店

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-3-2
TEL（06）6262-2201

〒581-0803 大阪府八尾市光町1-61
TEL（072）991-2881

阿倍野橋支店

堺支店

〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-38
TEL（06）6632-6151

〒590-0076 大阪府堺市堺区北瓦町2-4-16
TEL（072）238-3361

平野支店

和泉中央支店

宇都宮支店

〒547-0045 大阪府大阪市平野区平野上町2-10-10
TEL（06）6791-2831

〒594-0041 大阪府和泉市いぶき野5-1-14
TEL（0725）55-3501

〒320-0033 栃木県宇都宮市本町5-14
TEL（028）622-4271

四ツ橋支店

守谷支店
〒302-0115 茨城県守谷市中央1-23-4
TEL（0297）45-6171

つくば支店
〒305-0032 茨城県つくば市竹園1-4-1
TEL（029）858-3741

古河支店
〒306-0011 茨城県古河市東1-1-2
TEL（0280）31-1111

水戸支店
〒310-0021 茨城県水戸市南町3-5-1
TEL（029）224-4151

日立支店
〒317-0073 茨城県日立市幸町1-3-8
TEL（0294）23-3111

栃木県

小山支店

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-5-7
TEL（06）6532-1312

〒323-0023 栃木県小山市中央町3-6-16
TEL（0285）25-6111

九条支店

四条支店

足利支店

〒550-0027 大阪府大阪市西区九条1-16-28
TEL（06）6581-1141

〒326-0814 栃木県足利市通2-12-20
TEL（0284）21-1181

〒600-8002 京都府京都市下京区四条通寺町東入
2丁目御旅町51
TEL（075）211-4441

西野田支店

京都府

〒553-0006 大阪府大阪市福島区吉野1-22-15
TEL（06）6443-5371

〒328-0015 栃木県栃木市万町1-18
TEL（0282）22-0041

住吉支店

〒600-8008 京都府京都市下京区四条通烏丸東入
長刀鉾町20
TEL（075）221-7291

〒558-0044 大阪府大阪市住吉区長峡町1-6
TEL（06）6673-7661

京都法人支店

高崎支店
〒370-0824 群馬県高崎市田町63-2
TEL（027）322-2231

前橋支店
〒371-0023 群馬県前橋市本町2-1-14
TEL（027）231-4481

館林支店
〒374-0024 群馬県館林市本町2-9-26
TEL（0276）72-3131

大阪府
大阪市
梅田支店
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-11-4-100
TEL（06）6345-6301

堂島支店
〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-5-17
TEL（06）6341-0235

阪急梅田支店
〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-1-3
TEL（06）6371-4311

十三支店
〒532-0024 大阪府大阪市淀川区十三本町1-5-5
TEL（06）6302-5441

今里支店
〒537-0012 大阪府大阪市東成区大今里3-21-3
TEL（06）6971-4331

天満橋支店
〒540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町1-1
TEL（06）6942-1361

京阪京橋支店
〒540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町1-1
（天満橋支店内）
TEL（06）6356-3641

その他の大阪府

〒600-8008 京都府京都市下京区四条通烏丸東入
長刀鉾町20（京都支店内）
TEL（075）231-6221

大阪支店 関西国際空港出張所
（ 外貨両替ショップ関西国際空港1号店）

出町支店

〒549-0001 大阪府泉佐野市泉州空港北1
関西国際空港旅客ターミナルビル4F（出国フロア）
TEL（072）456-7016
注）外貨両替業務のみのお取り扱いとなります

大阪支店 関西国際空港第二出張所
（ 外貨両替ショップ関西国際空港2号店）
〒549-0001 大阪府泉佐野市泉州空港北1
関西国際空港旅客ターミナルビル4F（出国フロア）
TEL（072）456-7006
注）外貨両替業務のみのお取り扱いとなります
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京都支店

栃木支店

群馬県
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〒602-0822 京都府京都市上京区出町今出川上ル
青龍町259
TEL（075）231-7161

◎ 京都中央支店
〒604-8161 京都府京都市中京区烏丸通三条南入
饅頭屋町591
TEL（075）221-1121

伏見支店
〒612-8053 京都府京都市伏見区東大手町757
TEL（075）611-2221

千里中央支店

長岡天神支店

〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-5-3
TEL（06）4863-2411

〒617-0823 京都府長岡京市長岡1-1-1
TEL（075）952-1161

池田支店
〒563-0047 大阪府池田市室町1-2
TEL（072）752-3131

兵庫県

吹田駅前支店

◎ 神戸支店

〒564-0031 大阪府吹田市元町3-6
TEL（06）6383-2021

〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町1-3-1
TEL（078）331-7921

江坂支店

神戸法人支店

〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-20
TEL（06）6821-9301

〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町1-3-1（神
戸支店内）
TEL（078）333-6431

茨木支店
〒567-0829 大阪府茨木市双葉町9-1
TEL（072）632-1601

高槻支店
〒569-0802 大阪府高槻市北園町15-17
TEL（072）685-5581

守口支店
〒570-0038 大阪府守口市河原町8-21
TEL（06）6996-3331

香里支店

長田支店
〒653-0036 兵庫県神戸市長田区腕塚町5-5-1
TEL（078）611-2181

垂水支店
〒655-0027 兵庫県神戸市垂水区神田町3-8
TEL（078）706-0281

支店
〒657-0831 兵庫県神戸市灘区水道筋3-10-7
TEL（078）871-5261

〒572-0084 大阪府寝屋川市香里南之町20-3
TEL（072）833-2231
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名古屋駅前支店

郡山支店

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-25-3
TEL（052）541-3211

〒963-8004 福島県郡山市中町7-19
TEL（024）932-6060

芦屋支店

みずほパーソナルスクエア

会津支店

〒659-0092 兵庫県芦屋市大原町10-1-102
TEL（0797）35-3951

名駅スカイラウンジ（名駅支店）

〒965-0037 福島県会津若松市中央1-1-25
TEL（0242）22-7315

みずほ銀行（つづき）

グ
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ー
プ
の
国
内
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ッ
ト
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尼崎支店
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通5-158
TEL（06）6411-1501

口支店
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町1-1-5
TEL（06）6427-5811

西宮北口支店
〒663-8204 兵庫県西宮市高松町5-39
TEL（0798）66-1711

伊丹支店
〒664-0858 兵庫県伊丹市西台1-5-3
TEL（072）772-6071

川西支店
〒666-0016 兵庫県川西市中央町7-21
TEL（072）755-6110

姫路支店
〒670-0924 兵庫県姫路市紺屋町55
TEL（079）285-4455

明石支店
〒673-0891 兵庫県明石市大明石町1-5-1
TEL（078）911-0133

その他の近畿
大津支店
〒520-0041 滋賀県大津市浜町1-1
TEL（077）522-4181

生駒支店
〒630-0245 奈良県生駒市北新町9-12
TEL（0743）75-0211

奈良支店

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-6-17
TEL（052）563-4511

◎ 名古屋支店
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-19-24
TEL（052）201-2371

名古屋法人支店
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-19-24（名
古屋支店内）
TEL（052）205-3111

名古屋中央支店
〒460-8688 愛知県名古屋市中区栄3-4-5
TEL（052）262-1231

豊田支店
〒471-0025 愛知県豊田市西町1-200
TEL（0565）31-7111

一宮支店
〒491-0859 愛知県一宮市本町3-1-1
TEL（0586）73-8111

岐阜支店
〒500-8175 岐阜県岐阜市長住町5-1
TEL（058）262-0161

四日市支店
〒510-0075 三重県四日市市安島1-2-25
TEL（059）352-2101

津支店
〒514-0032 三重県津市中央1-1
TEL（059）226-3121

伊勢支店
〒516-0037 三重県伊勢市岩渕1-16-13
TEL（0596）22-3111

北海道

〒630-8228 奈良県奈良市上三条町13-1
TEL（0742）24-1211

函館支店

学園前支店

〒040-0063 北海道函館市若松町16-6
TEL（0138）22-2111

〒631-0036 奈良県奈良市学園北1-8-10
TEL（0742）49-8201

西大寺支店
〒631-0821 奈良県奈良市西大寺東町2-1-51
TEL（0742）33-1211

和歌山支店
〒640-8154 和歌山県和歌山市六番丁1
TEL（073）423-1221

◎ 札幌支店
〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西3-1-44
TEL（011）231-1171

札幌法人支店
〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西3-1-44
（札幌支店内）
TEL（011）231-6731

いわき支店
〒970-8026 福島県いわき市平字三町目25
TEL（0246）23-3251

◎ 仙台支店
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1
TEL（022）222-9111

仙台法人支店
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1
（仙台支店内）
TEL（022）713-3311

山形支店
〒990-0043 山形県山形市本町2-4-8
TEL（023）641-6201

北陸・甲信越
長野支店
〒380-0834 長野県長野市問御所町1260
TEL（026）227-3101

松本支店
〒390-0811 長野県松本市中央2-5-8
TEL（0263）32-2715

甲府支店
〒400-0031 山梨県甲府市丸の内1-19-10
TEL（055）237-1511

福井支店
〒910-0005 福井県福井市大手3-5-1
TEL（0776）22-3500

金沢支店
〒920-0869 石川県金沢市上堤町1-7
TEL（076）232-1161

◎ 富山支店
〒930-0004 富山県富山市桜橋通り5-13
TEL（076）441-1111

富山法人支店
〒930-0004 富山県富山市桜橋通り5-13（富山支
店内）
TEL（076）444-3521

◎ 新潟支店
〒951-8061 新潟県新潟市中央区西堀通六番町
5942
TEL（025）229-2331

旭川支店

東海
三島支店
〒411-0855 静岡県三島市本町3-38
TEL（055）972-3911

◎ 静岡支店
〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町8-1
TEL（054）252-4161

清水支店
〒424-0821 静岡県静岡市清水区相生町4-1
TEL（054）352-2171

浜松支店
〒430-0933 静岡県浜松市中区鍛冶町332-1
TEL（053）452-3111

浜松法人支店
〒430-0933 静岡県浜松市中区鍛冶町332-1（浜松
支店内）
TEL（053）452-6221

豊橋支店
〒440-0881 愛知県豊橋市広小路1-39
TEL（0532）55-1511

岡崎支店
〒444-0860 愛知県岡崎市明大寺本町4-40
TEL（0564）22-5631

130

〒070-8691 北海道旭川市四条通9-左9-1
TEL（0166）23-6171

帯広支店

中国・四国
鳥取支店

〒080-0012 北海道帯広市西二条南10-17-1
TEL（0155）23-4191

〒680-0833 鳥取県鳥取市末広温泉町715
TEL（0857）22-4181

釧路支店

松江支店

〒085-0015 北海道釧路市北大通7-2
TEL（0154）22-2131

〒690-0064 島根県松江市天神町1
TEL（0852）21-5201

岡山支店

東北

〒700-0902 岡山県岡山市北区錦町1-1-101
TEL（086）224-0281

秋田支店

倉敷支店

〒010-0001 秋田県秋田市中通1-2-1
TEL（018）833-8371

〒710-0055 岡山県倉敷市阿知1-7-2-107
TEL（086）422-4545

盛岡支店

福山支店

〒020-0871 岩手県盛岡市中ノ橋通1-5-8
TEL（019）622-2161

〒720-0064 広島県福山市延広町1-23
TEL（084）921-2411

青森支店
〒030-0801 青森県青森市新町2-1-15
TEL（017）722-4361

◎ 福島支店
〒960-8034 福島県福島市置賜町6-20
TEL（024）522-4131

◎ 広島支店
〒730-8710 広島県広島市中区紙屋町2-1-1
TEL（082）247-7111

広島法人支店
〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町2-1-1（広島
支店内）
TEL（082）245-5131

◎
○

徳山支店

◎ 福岡支店

金融債取扱店
みずほ銀行との共同店舗

熊本支店

〒745-0032 山口県周南市銀座1-20
TEL（0834）31-3111

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-13-1
TEL（092）711-1234

〒860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町3-8
TEL（096）352-3141

北九州支店 下関出張所

福岡法人支店

大分支店

〒750-0016 山口県下関市細江町1-2-5
TEL（083）222-3431

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-13-1（福
岡支店内）
TEL（092）734-3211

〒870-0034 大分県大分市都町1-4-2
TEL（097）532-5121

久留米支店

〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東4-1-7
TEL（0985）24-3131

山口支店
〒753-0087 山口県山口市米屋町1-15
TEL（083）922-1600

◎ 高松支店
〒760-8677 香川県高松市番町1-6-8
TEL（087）821-5051

高松法人支店
〒760-0017 香川県高松市番町1-6-8（高松支店内）
TEL（087）823-2011

徳島支店

〒830-0017 福岡県久留米市日吉町5-51
TEL（0942）32-4551

佐賀支店
〒840-0825 佐賀県佐賀市中央本町2-23
TEL（0952）24-9281

長崎支店
〒850-0853 長崎県長崎市浜町3-28
TEL（095）822-2151

宮崎支店

鹿児島支店
〒892-0828 鹿児島県鹿児島市金生町7-3
TEL（099）226-0161

那覇支店
〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地3-1-1
TEL（098）866-0079

〒770-0911 徳島県徳島市東船場町1-24
TEL（088）622-7171

高知支店
〒780-0870 高知県高知市本町1-2-10
TEL（088）822-5131

●このほかにインターネット専用支店として「インターネット支店」、ATM管理専門支店として「ATM統括
支店」、確定拠出年金プラン向け預金専用支店として「確定拠出年金支店」、住宅ローン専用出張所とし
て「渋谷ローンコンサルティングスクエア」
「大宮ローンコンサルティングスクエア」
「町田ローンコンサ

松山支店

ルティングスクエア」
「神戸ローンコンサルティングスクエア」、外国為替業務専用出張所として「東京営業

〒790-0011 愛媛県松山市千舟町3-3-1
TEL（089）921-7141

部 大阪外為サービスオフィス出張所」、振込のみを取り扱う振込専用支店として「シラカバ支店」
「ハナミ

今治支店

集中支店」
「第三集中支店」
「第四集中支店」
「第五集中支店」
「第七集中支店」
「第八集中支店」
「第九集中

〒794-0026 愛媛県今治市別宮町1-3-3
TEL（0898）32-3961

ズキ支店」
「サツキ支店」
「クヌギ支店」
「ブナ支店」
「モクレン支店」
「ユリノキ支店」
「集中第一支店」
「第二
支店」
「第十集中支店」
「第十一集中支店」
「三号支店」
「四号支店」
「五号支店」
「七号支店」
「八号支店」
「十二号支店」
「十四号支店」
「十五号支店」
「十六号支店」
「十七号支店」
「十八号支店」
「十九号支店」
「二

九州

十三号支店」
「二十四号支店」
「二十六号支店」
「二十七号支店」
「日産支店」
「ジャックス支店」
「みずほ証券
支店」
「JTBトラベランド支店」
「ヤナセ支店」
「JTB振込用支店」
「カゴメ支店」
「東武支店」、口座振替のみ

北九州支店 門司出張所

を取り扱う口座振替専用支店として「サザンカ支店」
「第六集中支店」があります。なお、振込専用支店お

〒801-0863 福岡県北九州市門司区栄町2-2
TEL（093）321-3734

よび口座振替専用支店は一般の口座開設等にはご利用いただけません。

北九州支店

フリーダイヤル み ず ほ に

〒802-8688 福岡県北九州市小倉北区京町1-4-17
TEL（093）521-4131

八幡支店

みずほインフォメーションダイヤル

本支店
本店
〒103-8670 東京都中央区八重洲1-2-1
TEL（03）3278-8111

○ 新宿支店
〒160-0022 東京都新宿区新宿3-25-1
TEL（03）3350-2761

○ 上野支店
〒110-0005 東京都台東区上野3-16-5
TEL（03）3832-7211

自由が丘支店
〒152-0035 東京都目黒区自由が丘1-26-11
TEL（03）3718-4205

○ 大森支店
〒143-0023 東京都大田区山王2-5-13
TEL（03）3773-0331

○ 渋谷支店
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-24-16
TEL（03）3409-6421

○ 池袋支店
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-1-6
TEL（03）3982-6191

○ 三鷹支店
〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-35-1
TEL（0422）43-9111

●
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●
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行
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0120-3242-86

海外からのご利用等フリーダイヤルをご利用いただけない場合は 042-311-9210
〈受付時間〉月曜日〜金曜日 9：00〜21：00 土・日曜日 9：00〜17：00
※1月1日〜3日、祝日、振替休日を除く
※12月31日は9：00〜17：00の受付となります

〒805-0019 福岡県北九州市八幡東区中央3-1-1
TEL（093）661-2431

みずほ信託銀行

ハロー
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内
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府中支店
〒183-0055 東京都府中市府中町1-14-1
TEL（042）368-4111

○ 八王子支店

○ 千葉支店
〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町1000
TEL（043）247-8811

津田沼支店

〒192-0081 東京都八王子市横山町15-3
TEL（042）623-4351

〒274-0825 千葉県船橋市前原西2-14-2
TEL（047）478-3381

町田支店

柏支店

〒194-0022 東京都町田市森野1-13-15
TEL（042）726-1611

〒277-0005 千葉県柏市柏1-1-20
TEL（04）7164-5161

ひばりが丘支店

○ 前橋支店

〒202-0001 東京都西東京市ひばりが丘1-3-1
TEL（042）424-2131

〒371-8636 群馬県前橋市本町2-1-14
TEL（027）233-1221

横浜支店

大阪支店

〒220-8660 神奈川県横浜市西区北幸1-6-1
TEL（045）311-4881

〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋4-1-1
TEL（06）6201-3030

溝ノ口支店
〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口1-4-1
TEL（044）822-0611

大船支店
〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-26-30
TEL（0467）45-8611

浦和支店
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-6-18
TEL（048）822-0191

川越支店
〒350-0043 埼玉県川越市新富町2-10-5
TEL（049）225-0841

○ 阿倍野橋支店
〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-36
TEL（06）6631-4600

○ 京都支店
〒600-8008 京都府京都市下京区四条通烏丸東入
長刀鉾町20
TEL（075）211-5521

○ 神戸支店
〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町1-3-1
TEL（078）392-1531

○ 浜松支店
〒430-0933 静岡県浜松市中区鍛冶町332-1
TEL（053）454-6411
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みずほ信託銀行（つづき）

トラストラウンジ
○ 内幸町トラストラウンジ

○ 名古屋支店

グ
ル
ー
プ
の
国
内
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
●
店
舗
●

み
ず
ほ
信
託
銀
行
︑
み
ず
ほ
証
券

〒460-8765 愛知県名古屋市中区栄3-4-5
TEL（052）251-5171

○ 札幌支店
〒060-8693 北海道札幌市中央区北三条西3-1-44
TEL（011）231-4241

○ 仙台支店
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1
TEL（022）225-7686

○ 富山支店
〒930-0004 富山県富山市桜橋通り5-13
TEL（076）432-6151

新潟支店
〒951-8674 新潟県新潟市中央区西堀通六番町867-4
TEL（025）223-5191

○ 岡山支店
〒700-0902 岡山県岡山市北区錦町1-1-101
TEL（086）224-1271

○ 広島支店
〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町2-1-22
TEL（082）240-2525

○ 北九州支店
〒802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町1-4-17
TEL（093）521-6384

福岡支店
〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-11-17
TEL（092）771-5431

○ 東京中央トラストラウンジ
〒100-8176 東京都千代田区大手町1-5-5
TEL（03）5220-4751

○ 銀座トラストラウンジ
〒104-0061 東京都中央区銀座4-2-11
TEL（03）3564-0059

○ 青山トラストラウンジ
〒107-0061 東京都港区北青山3-2-4
TEL（03）5410-0244

○ 江戸川橋トラストラウンジ
〒112-0014 東京都文京区関口1-21-10
TEL（03）3269-2431

○ 浅草橋トラストラウンジ
〒111-0051 東京都台東区蔵前4-6-10
TEL（03）3861-5486
注）2015年10月13日 東京都台東区浅草橋1-30-9
へ移転

○ 亀戸トラストラウンジ
〒136-0071 東京都江東区亀戸1-39-10
TEL（03）5858-0161

成城トラストラウンジ
〒157-0066 東京都世田谷区成城5-7-1
TEL（03）3482-0691

〒114-0002 東京都北区王子1-10-17
TEL（03）3912-2283

○ 上大岡トラストラウンジ
〒233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1
TEL（045）849-1507

○ たまプラーザトラストラウンジ
〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5-1-1
TEL（045）905-3250

○ 藤沢トラストラウンジ
〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢107-1
TEL（0466）54-3107

大宮トラストラウンジ
〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町1-17
TEL（048）644-7301

○ 阪急梅田トラストラウンジ
〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-1-3
TEL（06）6375-7351

○ 難波トラストラウンジ
〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波4-4-1
TEL（06）6631-6081

出張所
○ 高松営業部
〒760-0017 香川県高松市番町1-6-8
TEL（087）823-4125

荻窪トラストラウンジ
〒167-0032 東京都杉並区天沼3-4-2
TEL（03）5397-3671

○ 鹿児島支店
〒892-0828 鹿児島県鹿児島市金生町7-3
TEL（099）225-2161

みずほ証券
本・支社
本社

＊トラストラウンジは相続・遺言、不動産、資産運用等についてのご相談を専門に承る店舗です（予約制）。

郡山支店

柏支店

〒963-8002 福島県郡山市駅前2-10-15
TEL（024）934-0161

〒277-0005 千葉県柏市柏2-2-3 みずほ銀行柏支
店7階
TEL（04）7166-2911

関東（除く東京都）
水戸支店

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町
ファーストスクエア
TEL（03）5208-3210

〒310-0021 茨城県水戸市南町3-5-1 みずほ銀行
水戸支店2階
TEL（029）225-4831

中部支社

土浦支店

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-11-11 名古
屋インターシティ

〒300-0043 茨城県土浦市中央1-1-26
TEL（029）824-4561

関西支社

宇都宮支店

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町3-6-4 本町
ガーデンシティ

支店等
北海道･東北
札幌支店
〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西3-144 みずほ銀行札幌支店4階
TEL（011）231-3411

盛岡支店
〒020-0024 岩手県盛岡市菜園1-12-18 盛岡菜
園センタービル4階
TEL（019）624-5421

仙台支店
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1
みずほ銀行仙台支店5階
TEL（022）221-2211

秋田支店
〒010-0001 秋田県秋田市中通2-5-21
TEL（018）832-5575

福島支店
〒960-8041 福島県福島市大町7-1
TEL（024）523-1171
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〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-5
TEL（03）5510-1961

○ 王子トラストラウンジ

横浜西口支店
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-8-4
TEL（045）314-3811

横浜支店
〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町3-33 みず
ほ銀行横浜支店5階
TEL（045）641-3661

上大岡支店

〒320-0035 栃木県宇都宮市伝馬町1-9
TEL（028）636-0001

〒233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西118-5 ミオカ中2階
TEL（045）843-1221

高崎支店

たまプラーザ支店

〒370-0849 群馬県高崎市八島町265
TEL（027）325-2111

〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5-1-1
みずほ銀行たまプラーザ支店2階
TEL（045）901-5811

桐生支店
〒376-0031 群馬県桐生市本町6-30
TEL（0277）43-4151

川崎支店

大宮支店

〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町1310
ミューザ川崎2階
TEL（044）520-1050

〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-104
TEL（048）643-9011

新百合ヶ丘支店

浦和支店

〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-5-2
みずほ銀行新百合ヶ丘支店2階
TEL（044）952-3911

〒330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町2-1-1
TEL（048）829-2241

所沢支店
〒359-1123 埼玉県所沢市日吉町12-1 みずほ銀
行所沢支店3階
TEL（04）2926-7221

千葉支店
〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-15-11
TEL（043）222-8251

平塚支店
〒254-0043 神奈川県平塚市紅谷町2-7
TEL（0463）21-6101

小田原支店
〒250-0011 神奈川県小田原市栄町2-3-6
TEL（0465）24-3111

子支店
〒249-0006 神奈川県逗子市逗子5-2-52
TEL（046）873-1781

○

東京都

北陸･甲信越

兜町支店

新潟支店

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町4-3 みずほ
銀行兜町支店5階
TEL（03）5847-5140

〒951-8068 新潟県新潟市中央区上大川前通七番町
1177
TEL（025）223-5101

本店営業第一部

富山支店

〒104-8481 東京都中央区八重洲2-4-1
TEL（03）5203-6321

〒930-0004 富山県富山市桜橋通り5-13 みずほ銀
行富山支店2階
TEL（076）433-5811

本店営業第二部
〒104-8481 東京都中央区八重洲2-4-1
TEL（03）5203-1200

東京FA営業部
〒104-8481 東京都中央区八重洲2-4-1
TEL（03）5203-6390

虎ノ門支店
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-4-3
TEL（03）3501-4311

新宿営業第一部
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-21-1
TEL（03）3342-3211

新宿営業第二部
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-21-1
TEL（03）3342-3252

上野支店
〒110-0005 東京都台東区上野3-16-5 みずほ銀
行上野支店7階
TEL（03）3832-2261

押上支店
〒130-0002 東京都墨田区業平3-14-4
TEL（03）3624-0611

自由が丘支店

金沢支店
〒920-0855 石川県金沢市武蔵町1-16
TEL（076）231-4181

福井支店

〒620-0000 京都府福知山市字天田小字木村前
194-4
TEL（0773）22-2141

阿倍野支店
〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-538 みずほ銀行阿倍野橋支店7階
TEL（06）6635-1022

十三支店
〒532-0024 大阪府大阪市淀川区十三本町1-5-5
みずほ銀行十三支店2階
TEL（06）6302-5951

梅田支店

武生支店

大阪営業第一部

〒915-0076 福井県越前市国府1-2-2
TEL（0778）24-2511

〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町4-1-1
TEL（06）6245-1122

甲府支店

大阪営業第二部

〒400-0031 山梨県甲府市丸の内2-16-1
TEL（055）224-2141

〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町4-1-1
TEL（06）6281-4406

長野支店

難波支店

●

〒380-0824 長野県長野市大字南長野南石堂町
1282-11
TEL（026）223-6163

〒542-0075 大阪府大阪市中央区難波千日前13-13
TEL（06）6631-7221

み
ず
ほ
証
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東海
岐阜支店
〒500-8833 岐阜県岐阜市神田町7-2
TEL（058）263-7171

静岡支店

大森支店

清水支店

堺支店
〒590-0075 大阪府堺市堺区南花田口町2-3-20
TEL（072）238-5941

枚方支店
〒573-0027 大阪府枚方市大垣内町2-6-5
TEL（072）841-8511

東大阪支店

〒424-0821 静岡県静岡市清水区相生町7-19
TEL（054）352-2161

〒577-0841 大阪府東大阪市足代2-2-25
TEL（06）6728-5551

浜松支店

神戸支店
〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町1-3-1
みずほ銀行神戸支店9階
TEL（078）331-4621

渋谷支店

沼津支店

姫路支店

〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-27-12 池袋
ウェストパークビル7階
TEL（03）3987-1331

池袋支店

〒410-0801 静岡県沼津市大手町3-8-1
TEL（055）962-1113

〒670-0912 兵庫県姫路市南町63
TEL（079）282-1234

富士支店

尼崎支店

〒417-0047 静岡県富士市青島町195-1
TEL（0545）57-0360

〒660-0883 兵庫県尼崎市神田北通2-12-1
TEL（06）6411-1521

名古屋駅前支店

明石支店

〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-27-8
TEL（03）3984-3181

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-6-17
名古屋ビルデイング14階
TEL（052）551-9291

〒673-0892 兵庫県明石市本町2-1-29
TEL（078）918-2277

石神井支店

名古屋支店

〒662-0971 兵庫県西宮市和上町1-31
TEL（0798）33-1551

〒177-0041 東京都練馬区石神井町3-27-22 みず
ほ銀行石神井支店1階
TEL（03）3997-1131

八王子支店

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-3-1
TEL（052）204-5111

豊橋支店

〒192-0083 東京都八王子市旭町11-5
TEL（042）643-0020

〒440-0881 愛知県豊橋市広小路1-39 みずほ銀行
豊橋支店3階
TEL（0532）53-2141

立川支店

四日市支店

〒190-0012 東京都立川市曙町2-4-6 みずほ銀行
立川支店5階
TEL（042）525-5111

吉祥寺支店
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-14-8
TEL（0422）22-1151

三鷹支店
〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-35-1
TEL（0422）76-0510

町田支店
〒194-0013 東京都町田市原町田6-13-22
TEL（042）722-5611

〒510-0086 三重県四日市市諏訪栄町7-31
TEL（059）353-2281

伊賀上野支店
〒518-0861 三重県伊賀市上野東町2958
TEL（0595）21-2340

近畿
大津支店
〒520-0056 滋賀県大津市末広町1-1
TEL（077）522-5531

京都支店
〒600-8006 京都府京都市下京区四条通柳馬場西
入立売中之町99
TEL（075）231-8881

店
舗

〒563-0055 大阪府池田市菅原町3-1-116
TEL（072）751-2581

〒157-0066 東京都世田谷区成城5-7-1
TEL（03）5490-7480

池袋西口支店

●

池田支店

〒430-0933 静岡県浜松市中区鍛冶町332-1 みず
ほ銀行浜松支店3階
TEL（053）452-1121

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-8
TEL（03）3496-2121

グ
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〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番
街2階
TEL（06）6373-1151

〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町8-1 みずほ
銀行静岡支店7階
TEL（054）254-2241

成城支店

福知山支店

〒910-0005 福井県福井市大手2-7-15
TEL（0776）21-2255

〒152-0035 東京都目黒区自由が丘2-10-1
TEL（03）3718-1151

〒143-0023 東京都大田区山王2-5-13 みずほ銀
行大森支店6階
TEL（03）3778-9640

みずほ銀行との共同店舗

西宮支店

洲本支店
〒656-0026 兵庫県洲本市栄町2-3-22
TEL（0799）22-1010

西脇支店
〒677-0015 兵庫県西脇市西脇990
TEL（0795）22-2672

奈良支店
〒630-8227 奈良県奈良市林小路町1-1
TEL（0742）23-1221

高田支店
〒635-0061 奈良県大和高田市礒野東町1-7
TEL（0745）22-1121

和歌山支店
〒640-8159 和歌山県和歌山市十一番丁9
TEL（073）431-1221

田辺支店
〒646-0032 和歌山県田辺市下屋敷町35-2
TEL（0739）22-5100
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プラネットブース二俣川

〒320-0033 栃木県宇都宮市本町5-14 みずほ銀
行宇都宮支店2階ロビー内
TEL（028）600-3401

〒241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川2-52
みずほ銀行二俣川支店1階ロビー内
TEL（045）360-7571

プラネットブース前橋

プラネットブースあざみ野

〒690-0003 島根県松江市朝日町477-17
TEL（0852）23-1800

〒371-0023 群馬県前橋市本町2-1-14 みずほ銀
行前橋支店2階ロビー内
TEL（027）260-1265

〒225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野2-1-3
みずほ銀行あざみ野支店1階ロビー内
TEL（045）909-0611

岡山支店

プラネットブース大宮

プラネットブース青葉台

〒700-0023 岡山県岡山市北区駅前町1-8-1
TEL（086）224-3161

〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-14
みずほ銀行大宮支店3階ロビー内
TEL（048）650-6410

〒227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台1-6-13
みずほ銀行青葉台支店1階ロビー内
TEL（045）988-1925

プラネットブース南浦和

プラネットブース川崎

〒336-0018 埼玉県さいたま市南区南本町1-5-3
みずほ銀行南浦和支店2階ロビー内
TEL（048）844-5071

〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子2-4-10
みずほ銀行川崎支店2階ロビー内
TEL（044）221-6372

プラネットブース川越

プラネットブース溝ノ口

宇部支店

〒350-0043 埼玉県川越市新富町2-1-8 みずほ銀
行川越支店1階ロビー内
TEL（049）229-2631

〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口1-11-5
みずほ銀行溝ノ口支店2階ロビー内
TEL（044）820-8171

〒755-0043 山口県宇部市相生町9-8
TEL（0836）31-2255

プラネットブース新所沢

プラネットブース向ヶ丘

柳井支店

〒359-1111 埼玉県所沢市緑町1-1-20 みずほ銀
行新所沢支店1階ロビー内
TEL（04）2920-2960

〒214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸2779-6
みずほ銀行向ヶ丘支店2階ロビー内
TEL（044）930-3802

プラネットブース所沢

プラネットブース鷺沼

〒770-0831 徳島県徳島市寺島本町西1-7-1
TEL（088）653-4111

〒359-1123 埼玉県所沢市日吉町12-1 みずほ銀行
所沢支店1階ロビー内
TEL（04）2926-7221

〒216-0004 神奈川県川崎市宮前区鷺沼1-2 みず
ほ銀行鷺沼支店1階ロビー内
TEL（044）862-4921

高松支店

プラネットブース春日部

プラネットブース橋本

〒760-0017 香川県高松市番町1-6-8 みずほ銀行
高松支店3階
TEL（087）851-7100

〒344-0067 埼玉県春日部市中央1-1 みずほ銀行
春日部支店1階ロビー内
TEL（048）753-1530

〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本3-29-8
みずほ銀行橋本支店2階ロビー内
TEL（042）700-1922

松山支店

プラネットブース市川

プラネットブース相模大野

〒790-0011 愛媛県松山市千舟町4-4-1
TEL（089）921-8141

〒272-0034 千葉県市川市市川1-7-8 みずほ銀行
市川支店2階ロビー内
TEL（047）325-8875

〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-31-101 みずほ銀行相模大野支店1階ロビー内
TEL（042）767-2631

プラネットブース船橋

プラネットブース衣笠

〒273-0005 千葉県船橋市本町1-3-1 みずほ銀行
船橋支店3階ロビー内
TEL（047）460-2231

〒238-0031 神奈川県横須賀市衣笠栄町2-65
みずほ銀行衣笠支店2階ロビー内
TEL（046）850-6781

北九州支店

プラネットブース津田沼

プラネットブース平塚

〒802-0003 福岡県北九州市小倉北区米町1-2-22
TEL（093）531-1631

〒274-0825 千葉県船橋市前原西2-14-8 みずほ
銀行津田沼支店2階ロビー内
TEL（047）470-3571

〒254-0043 神奈川県平塚市紅谷町2-22 みずほ
銀行平塚支店1階ロビー内
TEL（0463）25-0251

プラネットブース松戸

プラネットブース大船

〒271-0091 千葉県松戸市本町1-5 みずほ銀行松
戸支店1階ロビー内
TEL（047）703-1411

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-24-15 みずほ
銀行大船支店1階ロビー内
TEL（0467）42-6040

プラネットブース勝田台

プラネットブース鎌倉

〒276-0020 千葉県八千代市勝田台北3-1-1 みず
ほ銀行勝田台支店1階ロビー内
TEL（047）481-6250

〒248-0012 神奈川県鎌倉市御成町11-35 みずほ
銀行鎌倉支店1階ロビー内
TEL（0467）61-3371

プラネットブース鶴見駅前

プラネットブース藤沢

〒230-0062 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町15-1
みずほ銀行鶴見駅前支店1階ロビー内
TEL（045）580-2171

〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢107-1 みずほ銀
行藤沢支店3階ロビー内
TEL（0466）29-5401

松江支店

広島支店
〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町2-1-1 みず
ほ銀行広島支店5階
TEL（082）243-2610

福山支店
〒720-0066 広島県福山市三之丸町9-16
TEL（084）922-2520

〒742-0035 山口県柳井市中央2-10-1
TEL（0820）22-2311

徳島支店

今治支店
〒794-0026 愛媛県今治市別宮町2-1-12
TEL（0898）32-4300

九州･沖縄

福岡支店
〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-8-36 天神
NKビル2階
TEL（092）741-1961

大牟田支店
〒836-0842 福岡県大牟田市有明町1-2-7
TEL（0944）52-8201

佐賀支店
〒840-0825 佐賀県佐賀市中央本町1-10
TEL（0952）26-2111

長崎支店
〒850-0032 長崎県長崎市興善町2-21
TEL（095）823-1204

プラネットブース横浜駅前

プラネットブース小田原

〒857-0053 長崎県佐世保市常盤町3-2
TEL（0956）23-1181

〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-2-1 みず
ほ銀行横浜駅前支店1階ロビー内
TEL（045）317-7516

〒250-0011 神奈川県小田原市栄町2-7-32 みず
ほ銀行小田原支店1階ロビー内
TEL（0465）22-7926

熊本支店

プラネットブース綱島

プラネットブース茅ヶ崎

〒223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東1-2-18
みずほ銀行綱島支店2階ロビー内
TEL（045）549-5810

〒253-0044 神奈川県茅ヶ崎市新栄町9-25 みずほ
銀行茅ヶ崎支店1階ロビー内
TEL（0467）84-5361

佐世保支店

〒860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町12-1
TEL（096）356-2311

鹿児島支店
〒892-0828 鹿児島県鹿児島市金生町7-8 鹿児島
金生町ビル6階
TEL（099）227-2511

プラネットブース
関東（除く東京都）
プラネットブース水戸
〒310-0021 茨城県水戸市南町3-5-1 みずほ銀行
水戸支店1階ロビー内
TEL（029）225-4831

134

プラネットブース宇都宮

プラネットブース日吉
〒223-0061 神奈川県横浜市港北区日吉2-3-1
みずほ銀行日吉支店2階ロビー内
TEL（045）566-2881

プラネットブース戸塚
〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4091-1
みずほ銀行戸塚支店2階ロビー内
TEL（045）869-6581

プラネットブース上大岡
〒233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1
みずほ銀行上大岡支店1階ロビー内
TEL（045）849-1352

東京都
プラネットブース東京中央
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-5 みずほ
銀行東京中央支店3階ロビー内
TEL（03）5203-2238

プラネットブース内幸町
〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-5 みずほ
銀行東京営業部1階ロビー内
TEL（03）5512-7561

プラネットブース九段

プラネットブース新宿南口

プラネットブース久が原

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-4 みず
ほ銀行九段支店1階ロビー内
TEL（03）3556-9411

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-17-1 みずほ
銀行新宿南口支店2階ロビー内
TEL（03）5909-5988

〒146-0085 東京都大田区久が原3-35-11 みずほ
銀行久が原支店2階ロビー内
TEL（03）5747-5638

プラネットブース神田

プラネットブース飯田橋

プラネットブース世田谷

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-1 みず
ほ銀行神田支店1階ロビー内
TEL（03）5259-7611

〒162-0822 東京都新宿区下宮比町2-1 みずほ銀
行飯田橋支店2階ロビー内
TEL（03）5225-9333

〒154-0004 東京都世田谷区太子堂2-14-8 みず
ほ銀行世田谷支店1階ロビー内
TEL（03）5431-3011

プラネットブース 町

プラネットブース新宿新都心

プラネットブース北沢

〒102-0083 東京都千代田区麹町3-2 みずほ銀行
町支店2階ロビー内
TEL（03）3265-6795

〒163-0690 東京都新宿区西新宿1-25-1 みずほ
銀行新宿新都心支店地下1階ロビー内
TEL（03）5322-6105

〒155-0031 東京都世田谷区北沢2-25-20 みずほ
銀行北沢支店1階ロビー内
TEL（03）5790-7211

プラネットブース日本橋

プラネットブース高田馬場

プラネットブース経堂

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-3-18
みずほ銀行日本橋支店2階ロビー内
TEL（03）3517-3388

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-3-6 みずほ
銀行高田馬場支店1階ロビー内
TEL（03）5332-5311

〒156-0051 東京都世田谷区宮坂3-11-12 みずほ
銀行経堂支店1階ロビー内
TEL（03）5426-3300

プラネットブース兜町

プラネットブース江戸川橋

プラネットブース千歳船橋

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町4-3 みずほ
銀行兜町支店1階ロビー内
TEL（03）5847-5140

〒112-0014 東京都文京区関口1-21-10 みずほ銀
行江戸川橋支店2階ロビー内
TEL（03）5227-3090

〒156-0054 東京都世田谷区桜丘2-27-12 みずほ
銀行千歳船橋支店1階ロビー内
TEL（03）5426-8645

プラネットブース京橋

プラネットブース駒込

プラネットブース烏山

〒104-0031 東京都中央区京橋2-7-19 みずほ銀
行京橋支店1階ロビー内
TEL（03）5524-5595

〒113-0021 東京都文京区本駒込6-1-1 みずほ銀
行駒込支店3階ロビー内
TEL（03）5940-2735

〒157-0062 東京都世田谷区南烏山5-16-18 みず
ほ銀行烏山支店1階ロビー内
TEL（03）5314-2411

プラネットブース築地

プラネットブース本郷

プラネットブース玉川

〒104-0045 東京都中央区築地2-11-21 みずほ銀
行築地支店1階ロビー内
TEL（03）3547-3101

〒113-0033 東京都文京区本郷3-34-3 みずほ銀
行本郷支店2階ロビー内
TEL（03）5842-4711

〒158-0094 東京都世田谷区玉川3-7-18 みずほ銀
行玉川支店1階ロビー内
TEL（03）5797-5687

プラネットブース銀座

プラネットブース上野

プラネットブース渋谷

〒104-0061 東京都中央区銀座4-2-11 みずほ銀行
銀座支店11階ロビー内
TEL（03）5524-1171

〒110-0005 東京都台東区上野3-16-5 みずほ銀
行上野支店2階ロビー内
TEL（03）3832-2261

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-24-16 みずほ銀
行渋谷支店2階ロビー内
TEL（03）6418-9231

プラネットブース銀座中央

プラネットブース雷門

プラネットブース恵比寿

〒104-0061 東京都中央区銀座1-7-10 みずほ銀
行銀座中央支店2階ロビー内
TEL（03）5524-6711

〒111-0032 東京都台東区浅草1-1-15 みずほ銀
行雷門支店2階ロビー内
TEL（03）5827-3181

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-20-22 みずほ
銀行恵比寿支店1階ロビー内
TEL（03）5739-0583

プラネットブース虎ノ門

プラネットブース浅草橋

プラネットブース渋谷中央

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-2-3 みずほ銀行
虎ノ門支店2階ロビー内
TEL（03）5157-3494

〒111-0051 東京都台東区蔵前4-6-10 みずほ銀
行浅草橋支店2階ロビー内
TEL（03）5821-8733

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町23-3 みずほ銀
行渋谷中央支店2階ロビー内
TEL（03）5784-0325

プラネットブース新橋

プラネットブース本所

プラネットブース中野北口

〒105-0004 東京都港区新橋2-1-3 みずほ銀行新
橋支店1階ロビー内
TEL（03）5521-1687

〒130-0026 東京都墨田区両国4-31-11 みずほ銀
行本所支店2階ロビー内
TEL（03）5625-4561

〒165-0026 東京都中野区新井1-9-5 みずほ銀行
中野北口支店1階ロビー内
TEL（03）5345-5965

プラネットブース六本木

プラネットブース亀戸

プラネットブース鷺宮

〒106-0032 東京都港区六本木7-15-7 みずほ銀
行六本木支店1階ロビー内
TEL（03）5785-1201

〒136-0071 東京都江東区亀戸1-39-10 みずほ銀
行亀戸支店1階ロビー内
TEL（03）5628-5911

〒165-0035 東京都中野区白鷺2-48-1 みずほ銀
行鷺宮支店2階ロビー内
TEL（03）5327-4577

プラネットブース赤坂

プラネットブース品川

プラネットブース高円寺北口

〒107-0052 東京都港区赤坂4-1-33 みずほ銀行
赤坂支店1階ロビー内
TEL（03）5575-2401

〒140-0004 東京都品川区南品川2-2-7 みずほ銀
行品川支店2階ロビー内
TEL（03）5781-0877

〒166-0002 東京都杉並区高円寺北3-45-14 みず
ほ銀行高円寺北口支店2階ロビー内
TEL（03）5327-6022

プラネットブース青山

プラネットブース五反田

プラネットブース荻窪

〒107-0061 東京都港区北青山3-6-12 みずほ銀
行青山支店地下1階ロビー内
TEL（03）5468-5711

〒141-0031 東京都品川区西五反田1-27-2 みず
ほ銀行五反田支店2階ロビー内
TEL（03）5436-7723

〒167-0032 東京都杉並区天沼3-4-1 みずほ銀行
荻窪支店2階ロビー内
TEL（03）5347-9611

プラネットブース外苑前

プラネットブース大崎

プラネットブース浜田山

〒107-0061 東京都港区北青山3-2-4 みずほ銀行
外苑前支店2階ロビー内
TEL（03）5775-5723

〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-3 みずほ銀行
大崎支店ロビー内
TEL（03）5759-5495

〒168-0065 東京都杉並区浜田山3-24-2 みずほ
銀行浜田山支店1階ロビー内
TEL（03）5316-1055

プラネットブース芝

プラネットブース荏原

プラネットブース池袋

〒108-0014 東京都港区芝5-34-7 みずほ銀行芝支
店2階ロビー内
TEL（03）5440-7533

〒142-0063 東京都品川区荏原4-4-7 みずほ銀行
荏原支店2階ロビー内
TEL（03）5749-4490

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-1-6 みずほ銀
行池袋支店3階ロビー内
TEL（03）5957-7477

プラネットブース四谷

プラネットブース中目黒

プラネットブース王子

〒160-0004 東京都新宿区四谷3-3-1 みずほ銀行
四谷支店2階ロビー内
TEL（03）5366-1877

〒153-0051 東京都目黒区上目黒1-26-1 みずほ
銀行中目黒支店1階ロビー内
TEL（03）5768-3978

〒114-0002 東京都北区王子1-10-17 みずほ銀行
王子支店1階ロビー内
TEL（03）5959-3477

プラネットブース新宿

プラネットブース蒲田

プラネットブース尾久

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-25-1 みずほ銀
行新宿支店地下2階ロビー内
TEL（03）5366-3411

〒144-0052 東京都大田区蒲田5-14-1 みずほ銀
行蒲田支店4階ロビー内
TEL（03）5480-2833

〒114-0012 東京都北区田端新町2-26-1 みずほ銀
行尾久支店1階ロビー内
TEL（03）5855-3575

プラネットブース新宿西口

プラネットブース大岡山

プラネットブース赤羽

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-7-2 みずほ銀
行新宿西口支店2階ロビー内
TEL（03）5909-5731

〒145-0062 東京都大田区北千束3-28-12 みずほ
銀行大岡山支店2階ロビー内
TEL（03）5754-5651

〒115-0045 東京都北区赤羽1-7-8 みずほ銀行赤
羽支店1階ロビー内
TEL（03）5249-3583
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〒116-0003 東京都荒川区南千住1-32-9 みずほ銀
行三ノ輪支店2階ロビー内
TEL（03）5615-3840

プラネットブース板橋

プラネットブース名古屋中央

〒183-0055 東京都府中市府中町1-1-2 みずほ銀
行府中支店1階ロビー内
TEL（042）352-6033

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-4-5 みずほ
銀行名古屋中央支店1階ロビー内
TEL（052）259-3591

プラネットブース調布仙川

プラネットブース岡崎

〒182-0002 東京都調布市仙川町3-1 みずほ銀行
調布仙川支店1階ロビー内
TEL（03）5314-1505

〒444-0860 愛知県岡崎市明大寺本町4-40 みずほ
銀行岡崎支店1階ロビー内
TEL（0564）66-0861

〒173-0001 東京都板橋区本町36-7 みずほ銀行板
橋支店1階ロビー内
TEL（03）5943-0211
注）2015年6月8日 東京都板橋区本町35-4 みずほ
銀行板橋支店2階ロビー内へ移転

プラネットブース調布

プラネットブース志村

〒194-0022 東京都町田市森野1-17-1 みずほ銀行
町田支店2階ロビー内
TEL（042）709-4766

〒174-0056 東京都板橋区志村2-1-1 みずほ銀行
志村支店2階ロビー内
TEL（03）5916-0791

プラネットブース成増
〒175-0094 東京都板橋区成増2-11-2 みずほ銀
行成増支店1階ロビー内
TEL（03）5968-3866

プラネットブース練馬富士見台
〒176-0021 東京都練馬区貫井3-7-6 みずほ銀行
練馬富士見台支店2階ロビー内
TEL（03）5987-5266

プラネットブース光が丘
〒179-0072 東京都練馬区光が丘5-1-1 みずほ銀
行光が丘支店ロビー内
TEL（03）3984-3291

プラネットブース千住
〒120-0034 東京都足立区千住2-58 みずほ銀行千
住支店2階ロビー内
TEL（03）5284-3701

プラネットブース足立
〒121-0816 東京都足立区梅島3-32-6 みずほ銀
行足立支店1階ロビー内
TEL（03）5845-5266

プラネットブース 飾
〒124-0012 東京都葛飾区立石1-3-12 みずほ銀
行 飾支店1階ロビー内
TEL（03）5672-0494

プラネットブース高砂
〒125-0054 東京都葛飾区高砂5-43-3 みずほ銀
行高砂支店1階ロビー内
TEL（03）5648-7655

プラネットブース亀有
〒125-0061 東京都葛飾区亀有5-33-9 みずほ銀
行亀有支店1階ロビー内
TEL（03）5849-8867

プラネットブース小松川
〒132-0025 東京都江戸川区松江1-15-18 みずほ
銀行小松川支店1階ロビー内
TEL（03）5678-6031

プラネットブース西 西
〒134-0088 東京都江戸川区西葛西5-6-2 みずほ
銀行西 西支店1階ロビー内
TEL（03）5878-3277

プラネットブース八王子
〒192-0081 東京都八王子市横山町15-3 みずほ銀
行八王子支店2階ロビー内
TEL（042）628-9265

プラネットブース立川
〒190-0012 東京都立川市曙町2-4-6 みずほ銀行
立川支店3階ロビー内
TEL（042）525-5111

プラネットブース吉祥寺
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-2-13
みずほ銀行吉祥寺支店1階ロビー内
TEL（0422）29-7905

プラネットブース武蔵境
〒180-0023 東京都武蔵野市境南町2-3-16 みず
ほ銀行武蔵境支店1階ロビー内
TEL（0422）39-3523

プラネットブース三鷹
〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-35-1 みずほ
銀行三鷹支店1階ロビー内
TEL（0422）76-0510
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プラネットブース府中

〒182-0026 東京都調布市小島町1-36-16 みずほ
銀行調布支店2階ロビー内
TEL（042）443-6433

プラネットブース町田

プラネットブース日野
〒191-0062 東京都日野市多摩平1-3-1 みずほ銀
行日野支店1階ロビー内
TEL（042）589-2055

プラネットブース国分寺
〒185-0021 東京都国分寺市南町3-17-3 みずほ
銀行国分寺支店1階ロビー内
TEL（042）329-8355

プラネットブース清瀬
〒204-0021 東京都清瀬市元町1-10-4 みずほ銀
行清瀬支店1階ロビー内
TEL（042）497-7633

プラネットブース多摩
〒206-0011 東京都多摩市関戸4-72 みずほ銀行多
摩支店1階ロビー内
TEL（042）355-3781

プラネットブース多摩センター
〒206-0033 東京都多摩市落合1-44 みずほ銀行多
摩センター支店1階ロビー内
TEL（042）357-8233

プラネットブース田無
〒188-0011 東京都西東京市田無町2-1-1 みずほ
銀行田無支店2階ロビー内
TEL（042）460-3611

プラネットブースひばりが丘
〒202-0002 東京都西東京市ひばりが丘北4-3-27
みずほ銀行ひばりが丘支店1階ロビー内
TEL（042）439-7850

北陸･甲信越

近畿
プラネットブース大津
〒520-0041 滋賀県大津市浜町1-1 みずほ銀行大
津支店1階ロビー内
TEL（077）510-1861

プラネットブース出町
〒602-0822 京都府京都市上京区出町今出川上ル
青龍町259 みずほ銀行出町支店1階ロビー内
TEL（075）222-8537

プラネットブース京都中央
〒604-8161 京都府京都市中京区烏丸通三条南入
饅頭屋町591 みずほ銀行京都中央支店1階ロビー内
TEL（075）229-6711

プラネットブース伏見
〒612-8053 京都府京都市伏見区東大手町757
みずほ銀行伏見支店1階ロビー内
TEL（075）604-6251

プラネットブース阿倍野橋
〒545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-538 みずほ銀行阿倍野橋支店2階ロビー内
TEL（06）6635-1022

プラネットブース梅田
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-11-4-B100
みずほ銀行梅田支店地下1階ロビー内
TEL（06）6373-1146

プラネットブース堂島
〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-5-17 みず
ほ銀行堂島支店1階ロビー内
TEL（06）6281-1021

プラネットブース大阪中央
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜3-6-13 みず
ほ銀行大阪中央支店1階ロビー内
TEL（06）6228-6163

プラネットブース大阪
〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋4-2-1 みず
ほ銀行大阪支店1階ロビー内
TEL（06）6233-2238

プラネットブース新潟

プラネットブース船場

〒951-8061 新潟県新潟市中央区西堀通六番町
5942 みずほ銀行新潟支店2階ロビー内
TEL（025）226-7381

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町3-4-8 みず
ほ銀行船場支店1階ロビー内
TEL（06）6267-1073

プラネットブース富山

プラネットブース堺

〒930-0004 富山県富山市桜橋通り5-13 みずほ銀
行富山支店1階ロビー内
TEL（076）433-5811

〒590-0076 大阪府堺市堺区北瓦町2-4-16 みず
ほ銀行堺支店1階ロビー内
TEL（072）226-2745

プラネットブース福井

プラネットブース千里中央

〒910-0005 福井県福井市大手3-5-1 みずほ銀行
福井支店1階ロビー内
TEL（0776）22-3517

〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-5-3 みず
ほ銀行千里中央支店1階ロビー内
TEL（06）6873-6825

プラネットブース甲府

プラネットブース池田

〒400-0031 山梨県甲府市丸の内1-19-10 みずほ
銀行甲府支店1階ロビー内
TEL（055）236-5686

〒563-0047 大阪府池田市室町1-2 みずほ銀行池
田支店1階ロビー内
TEL（072）750-2365

プラネットブース長野

プラネットブース高槻

〒380-0834 長野県長野市問御所町1260 みずほ
銀行長野支店2階ロビー内
TEL（026）267-4012

〒569-0802 大阪府高槻市北園町15-17 みずほ銀
行高槻支店1階ロビー内
TEL（072）686-0100

東海
プラネットブース静岡
〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町8-1 みずほ
銀行静岡支店2階ロビー内
TEL（054）254-2241

プラネットブース名古屋
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-19-24 みず
ほ銀行名古屋支店1階ロビー内
TEL（052）218-7591

プラネットブース守口
〒570-0038 大阪府守口市河原町8-21 みずほ銀行
守口支店1階ロビー内
TEL（06）4250-8877

プラネットブース枚方
〒573-0031 大阪府枚方市岡本町2-20 みずほ銀行
枚方支店2階ロビー内
TEL（072）861-7311

プラネットブース茨木

プラネットブース芦屋

プラネットブース高松

〒567-0829 大阪府茨木市双葉町9-1 みずほ銀行
茨木支店1階ロビー内
TEL（072）652-0985

〒659-0092 兵庫県芦屋市大原町10-1-102 みず
ほ銀行芦屋支店2階ロビー内
TEL（0797）25-2461

〒760-0017 香川県高松市番町1-6-8 みずほ銀行
高松支店1階ロビー内
TEL（087）851-7100

プラネットブース香里

プラネットブース奈良

プラネットブース松山

〒572-0084 大阪府寝屋川市香里南之町20-3 みず
ほ銀行香里支店2階ロビー内
TEL（072）802-4477

〒630-8228 奈良県奈良市上三条町13-1 みずほ銀
行奈良支店1階ロビー内
TEL（0742）20-6037

〒790-0011 愛媛県松山市千舟町3-3-1 みずほ銀
行松山支店2階
TEL（089）998-2002

プラネットブース東大阪
〒577-0056 大阪府東大阪市長堂2-16-11 みずほ
銀行東大阪支店1階ロビー内
TEL（06）6618-9910

プラネットブース大阪東
〒577-0841 大阪府東大阪市足代2-2-23 みずほ
銀行大阪東支店1階ロビー内
TEL（06）6730-9845

プラネットブース姫路
〒670-0924 兵庫県姫路市紺屋町55 みずほ銀行姫
路支店1階ロビー内
TEL（079）222-2236

プラネットブース明石
〒673-0891 兵庫県明石市大明石町1-5-1 みずほ
銀行明石支店2階ロビー内
TEL（078）919-6751

中国･四国

九州･沖縄

プラネットブース松江

プラネットブース北九州

〒690-0064 島根県松江市天神町1 みずほ銀行松
江支店1階ロビー内
TEL（0852）59-5322

〒802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町1-4-17
みずほ銀行北九州支店1階ロビー内
TEL（093）512-4071

プラネットブース岡山

プラネットブース福岡

〒700-0902 岡山県岡山市北区錦町1-1 みずほ銀
行岡山支店1階ロビー内
TEL（086）234-0546

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-13-1 みず
ほ銀行福岡支店2階ロビー内
TEL（092）720-3677

プラネットブース福山

プラネットブース熊本

〒720-0064 広島県福山市延広町1-23 みずほ銀行
福山支店1階ロビー内
TEL（084）973-3151

〒860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町3-8 みず
ほ銀行熊本支店1階ロビー内
TEL（096）319-5211
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銀行代理業者
（平成27年5月31日現在）

内幸町トラストラ
ウンジ

あざみ野住宅ロー
ンセンター

川越住宅ローンセ
ンター

銀座トラストラウ
ンジ

渋谷住宅ローンセ
ンター

大泉住宅ローンセ
ンター

亀戸トラストラウ
ンジ

玉川住宅ローンセ
ンター

田無住宅ローンセ
ンター

東京中央トラスト
ラウンジ

自由が丘住宅ロー
ンセンター

所沢住宅ローンセ
ンター

鹿児島支店

荻窪トラストラウ
ンジ

武蔵小杉住宅ロー
ンセンター

大阪住宅ローンセ
ンター

青山トラストラウ
ンジ

高松営業部

横浜住宅ローンセ
ンター

堺住宅ローンセン
ター

江戸川橋トラスト
ラウンジ

難波トラストラウ
ンジ

上大岡住宅ローン
センター

京阪淀屋橋住宅
ローンセンター

王子トラストラウ
ンジ

阪急梅田トラスト
ラウンジ

東大阪住宅ローン
センター

浅草橋トラストラ
ウンジ

大宮トラストラウ
ンジ

蒲田住宅ローンセ
ンター
湘南住宅ローンセ
ンター

高槻住宅ローンセ
ンター

成城トラストラウ
ンジ

たまプラーザトラ
ストラウンジ
ダイレクトバンキ
ングセンター

大船住宅ローンセ
ンター

名古屋住宅ローン
センター

船橋住宅ローンセ
ンター

大阪駅前住宅ロー
ンセンター

小岩住宅ローンセ
ンター

神戸住宅ローンセ
ンター

西葛西住宅ローン
センター

川西住宅ローンセ
ンター

新浦安住宅ローン
センター

西宮北口住宅ロー
ンセンター

綾瀬住宅ローンセ
ンター

福岡住宅ローンセ
ンター

柏住宅ローンセン
ター

千里中央住宅ロー
ンセンター

越谷住宅ローンセ
ンター

東京住宅ローンセン
ター第一センター

大阪支店

みずほ銀行

阿倍野橋支店
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みずほビジネス金融センター（株）
大手町支所

府中支所

銀座支所

茅ヶ崎支所

新宿西口支所

所沢支所

有楽町支所

上野御徒町支所

大山支所

梅田支所

吉祥寺支所

大森支所

横浜支所

浦和支所

川崎支所

自由が丘支所

銀
行
代
理
業
者

飯田橋支所

町田支所

立川支所

神戸支所

渋谷東口支所

京都支所

新宿東口支所

船橋支所

●

難波支所

深川支所

み
ず
ほ
銀
行

岡山支店
広島支店
北九州支店
福岡支店

赤羽支所

六本木支所

船場支所

錦糸町支所

藤沢トラストラウ
ンジ

池袋西口支所

コミュニケーショ
ンプラザ

上大岡トラストラ
ウンジ

新横浜支所
五反田支所

みずほ証券（株）

みずほ信託銀行（株）
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神戸支店

本店

川越支店

大森支店

大船支店

渋谷支店

横浜支店

池袋支店

前橋支店

上野支店

浦和支店

自由が丘支店

千葉支店

新宿支店

柏支店

ひばりが丘支店

札幌支店

府中支店

仙台支店

三鷹支店

新潟支店

八王子支店

富山支店

町田支店

浜松支店

津田沼支店

名古屋支店

溝ノ口支店

京都支店

本社

池袋西口支店

兜町支店

石神井支店

横浜西口支店

吉祥寺支店

川崎支店

みずほローンエキスパーツ（株）
吉祥寺住宅ローン
センター

甲府住宅ローンセ
ンター

浦和住宅ローンセ
ンター

東京住宅ローンセン
ター第二センター

立川住宅ローンセ
ンター

町田住宅ローンセ
ンター

大宮住宅ローンセ
ンター

東京住宅ローンセン
ター第三センター

銀座住宅ローンセ
ンター

新宿西口住宅ロー
ンセンター

仙台住宅ローンセ
ンター

みずほローンエキ
スパーツ 本社

荻窪住宅ローンセ
ンター

調布住宅ローンセ
ンター

池袋住宅ローンセ
ンター

コンサルティング
部 東京事務所

八王子住宅ローン
センター

成城住宅ローンセ
ンター

成増住宅ローンセ
ンター

コンサルティング
部 大阪事務所

信託代理店
（平成27年5月31日現在）

第二地銀

みずほ信託銀行
都銀
みずほ銀行

政府系金融機関

北洋銀行

八千代銀行

きらやか銀行

大光銀行

北日本銀行

もみじ銀行

福島銀行

愛媛銀行

栃木銀行

地銀
北海道銀行

大垣共立銀行

みちのく銀行

滋賀銀行

信用金庫

池田泉州銀行
山陰合同銀行

瀧野川信用金庫

碧海信用金庫

東邦銀行

中国銀行

青梅信用金庫

東濃信用金庫

常陽銀行

広島銀行

芝信用金庫

日新信用金庫

筑波銀行

四国銀行

多摩信用金庫

姫路信用金庫

武蔵野銀行

福岡銀行

千葉興業銀行

西日本シティ銀行

東京都民銀行

親和銀行

第四銀行

肥後銀行

北越銀行

大分銀行

北陸銀行

琉球銀行

北國銀行

みずほ証券

生命保険会社
浜松信用金庫

荘内銀行

証券会社
あかつき証券

朝日信用金庫

北都銀行

商工組合中央金庫

第一生命保険
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