
無印は平日・土曜・日曜・祝日稼働店 ☆印は平日・土曜稼働店

○印は平日のみ稼働店 ◇印は平日・日曜稼働店

出張所名 アクセス情報 お問い合わせ先

クイーンズスクエア（出） みなとみらい東急スクエア１階 本店営業部

☆ けいゆう病院（出） けいゆう病院内 県庁支店

戸部（出） 京急　戸部駅前（タカシマビル１階） 藤棚支店

横浜東口（出） 横浜駅東口地下街ポルタ内ルミネ側 横浜駅前支店

スカイビル（出） スカイビル１階 横浜駅前支店

横浜駅東口ＡＴＭステーション（出） 横浜駅東口そごう横浜店地下１階入口前 横浜駅前支店

横浜駅中央通路（出） 横浜駅中央通路中央北改札側 横浜駅前支店

京急横浜駅改札内（出） 京急　横浜駅中央改札内ＪＲ連絡口脇 横浜駅前支店

相鉄横浜駅（出） 相鉄　横浜駅１階改札出て左側・みなみ通路西口 横浜駅前支店

横浜高島屋７Ｆ（出） 横浜高島屋７階 横浜駅前支店

横浜シティ（出） 横浜国際ホテル隣りＹＢＳ南幸ビル１階 横浜駅前支店

○ 相鉄本社ビル（出） 相鉄本社ビル内 横浜駅前支店

桜木町駅（出） 桜木町駅前広場前 本店営業部

産業貿易センター（出） 産業貿易センター１階 本店営業部

関内駅北口（出） ＪＲ　関内駅北口改札出て右側 関内支店

関内駅前セルテ（出） セルテ１階 関内支店

イセザキモール（出） イセザキモール内 関内支店

イセザキ５（出） 伊勢佐木通りクイントパラディオビル 関内支店

馬車道駅（出） みなとみらい線　馬車道駅改札出て左側 関内支店

日本大通り駅（出） みなとみらい線　日本大通り駅改札出て右側 関内支店

桜木町駅前花咲町（出） 桜木町駅前ノグ桜木町ビル 関内支店

元町プラザ（出） 元町プラザ内 元町支店

中華街善隣門（出） 中華街西門通り善隣門そば 元町支店

Ｃｈｉｎａｔｏｗｎ８０（出） 中華街インフォメーションセンター内 元町支店

ホームズ新山下店（出） ホームズ新山下店１階入口横 元町支店

山手（出） 山手商店街通り 本牧支店

本牧１丁目（出） バス停本牧１丁目前 本牧支店

イオン本牧店１番街（出） イオン本牧店１番街内（イオン本牧店1階エスカレーター横） 本牧支店

イオン本牧店３番街（出） イオン本牧店３番街内（横浜本牧原郵便局隣り） 本牧支店

横浜ベイクォーター（出） 横浜ベイクォーター３階 本店営業部

横浜市立市民病院（出） 横浜市立市民病院　利便施設棟１階 本店営業部

はまぎんミニブランチ新子安　新子安（出） オルトヨコハマ内 鶴見支店

白楽駅前（出） 東急　白楽駅西口前 六角橋支店

東神奈川（出） イオン東神奈川店前 六角橋支店

ユーコープ片倉店（出） ユーコープ片倉店内 六角橋支店

○ 神奈川区総合庁舎（出） 神奈川区総合庁舎敷地内 六角橋支店

神奈川大学横浜キャンパス（出） 神奈川大学横浜キャンパス２１号館内 六角橋支店

☆ テクノウェイブ１００（出） テクノウェイブ１００ビル１階 大口支店

大口駅東口（出） ピアゴ大口店前 大口支店

反町（出） 東急　反町駅前国道１号線沿い泉町交差点 横浜駅前支店

☆ 大黒ふ頭管理センター（出） 大黒ふ頭管理センター入口 本店営業部

鶴見駅東口（出） ＪＲ　鶴見駅東口改札出て右側・券売機並び 鶴見支店

鶴見駅西口（出） ＪＲ　鶴見駅西口フーガビル２　３階 鶴見支店

上末吉アクタスビル（出） 上末吉商店街中央 鶴見支店

馬場（出） Ｆｕｊｉ馬場店入口横 鶴見支店

ライフ鶴見店（出） ライフ鶴見店入口横 鶴見支店

○ 鶴見大学歯学部附属病院（出） 鶴見大学歯学部附属病院内 鶴見支店

矢向駅（出） ＪＲ　矢向駅改札出て正面 鹿島田支店

無人出張所（ＡＴＭコーナー）のご案内

2023年5月22日現在
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新横浜駅（出） ＪＲ　新横浜駅２階 新横浜支店

Ｆｕｊｉ鳥山店（出） Ｆｕｊｉ鳥山店前 新横浜支店

高田駅（出） 市営地下鉄　高田駅改札出て右側 綱島支店

ビッグヨーサン綱島樽町店（出） ビッグヨーサン綱島樽町店内 綱島支店

綱島樽町（出） ＢＯＯＫＯＦＦ綱島樽町前 綱島支店

イオン横浜新吉田ショッピングセンター（出） イオン横浜新吉田ショッピングセンター入口横 綱島支店

アピタテラス横浜綱島（出） アピタテラス横浜綱島１階 綱島支店

南日吉（出） バス停日吉本町前 日吉支店

菊名駅西口（出） ＪＲ・東急　菊名駅西口通り 菊名支店

トレッサ横浜南（出） トレッサ横浜南棟１階 大倉山支店

港北ニュータウン中川（出） 大久保第５ビル１階（マルエツ中川駅前店前） あざみ野支店

仲町台駅（出） 市営地下鉄　仲町台駅 港北ニュータウン南支店

センター南駅（出） 市営地下鉄　センター南駅南口 港北ニュータウン南支店

センター北駅（出） 市営地下鉄　センター北駅構内あいたいメイト２階 港北ニュータウン南支店

北山田駅（出） 市営地下鉄　北山田駅改札出て左側・券売機横 港北ニュータウン南支店

はまぎんミニブランチ仲町台　仲町台（出） 市営地下鉄　仲町台駅前 港北ニュータウン南支店

港北東急Ｓ．Ｃ．（出） 港北東急Ｓ．Ｃ．２階エレベーター前 港北ニュータウン南支店

港北ミナモ（出） 港北ミナモ１階エレベーター横 港北ニュータウン南支店

ノースポート・モール（出） ノースポート・モール１階北エレベーター前 港北ニュータウン南支店

オーケー港北店（出） オーケー港北店１階 港北ニュータウン南支店

都筑区総合庁舎（出） 都筑区総合庁舎内 港北ニュータウン南支店

ららぽーと横浜（出） ららぽーと横浜１階西立体駐車場そば 鴨居駅前支店

竹山団地（出） 竹山団地中央商店会内 鴨居駅前支店

そうてつローゼン十日市場店（出） そうてつローゼン十日市場店２階 長津田支店

霧が丘（出） 霧が丘団地内 長津田支店

アピタ長津田店（出） アピタ長津田店入口横 長津田支店

あざみ野駅西口（出） 東急・市営地下鉄　あざみ野駅西口 あざみ野支店

江田駅前（出） 東急　江田駅前 あざみ野支店

すすき野とうきゅう（出） すすき野とうきゅう入口横 あざみ野支店

はまぎんミニブランチ藤が丘　藤が丘（出） 東急　藤が丘駅前 青葉台支店

桐蔭学園（出） 鉄神社横桐蔭学園売店前 中山支店

☆ こどもの国駅前（出） 三和こどもの国店内 長津田支店

丸正荏子田店（出） 丸正荏子田店内 たまプラーザ支店

市大センター病院（出） 市大センター病院内 本店営業部

京急南太田駅（出） 京急　南太田駅改札出て右側 阪東橋支店

京急弘明寺駅（出） 京急　弘明寺駅改札出て右側 弘明寺支店

弘明寺駅前（出） 京急　弘明寺駅前 弘明寺支店

井土ヶ谷駅前（出） 京急　井土ヶ谷駅前 弘明寺支店

蒔田駅前（出） 市営地下鉄　蒔田駅南口横 弘明寺支店

そうてつローゼン六ツ川店（出） そうてつローゼン六ツ川店１階 弘明寺支店

イトーヨーカドー横浜別所店（出） イトーヨーカドー横浜別所店内 上大岡支店

根岸駅（出） ＪＲ　根岸駅前 磯子支店

ピーコックストア磯子店（出） ピーコックストア磯子店内 磯子支店

汐見台中央（出） バス停汐見台ストアー前 磯子支店

磯子区総合庁舎（出） 磯子区総合庁舎前 磯子支店

○ 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター（出） 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター内 磯子支店

杉田駅前（出） 京急　杉田駅前　プララ杉田２階 杉田支店

Ｆｕｊｉ上中里店（出） Ｆｕｊｉ上中里店入口横 杉田支店
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京急上大岡駅（出） 京急　上大岡駅１階改札並び 上大岡支店

京急百貨店（出） 京急百貨店１階　青のエレベーター・エスカレーターそば 上大岡支店

グッディプレイス港南中央（出） グッディプレイス港南中央１階階段横 上大岡支店

野庭（出）
市営地下鉄　上永谷駅・京急上大岡駅よりバス　野庭団地センター内
Ａコープ野庭店隣り

上永谷支店

たまや港南台店（出） スーパーたまや港南台店１階入口横 港南台支店

金沢シーサイド（出） シーサイドライン並木北駅下車センターシーサイド内 杉田支店

ブランチ横浜南部市場（出） ＢＲＡＮＣＨ横浜南部市場１階 杉田支店

テックランド横浜金沢店（出） テックランド横浜金沢店正面入口横 杉田支店

ビアレヨコハマ（出） ビアレヨコハマ本館１階 杉田支店

京急富岡（出） 京急　京急富岡駅前 能見台駅前支店

京急能見台駅（出） 京急　能見台駅改札出て左側 能見台駅前支店

京急ショッピングプラザ能見台（出） 京急ショッピングプラザ能見台内 能見台駅前支店

イトーヨーカドー能見台店（出） イトーヨーカドー能見台店内 能見台駅前支店

市大附属病院（出） 市大附属病院２階 金沢産業センター支店

京急金沢文庫駅（出） 京急　金沢文庫駅改札出て左側 金沢文庫支店

そうてつローゼン釜利谷店（出） そうてつローゼン釜利谷店内 金沢文庫支店

八景島シーパラダイス（出） 横浜八景島シーパラダイス内 金沢支店

ユニオンセンター（出） ユニオンセンター１階北側入口入って右側 金沢支店

横浜市立大学金沢八景キャンパス（出） 横浜市立大学金沢八景キャンパス正門脇 金沢支店

六浦（出） 京急　六浦駅前 追浜支店

関東学院大学金沢八景キャンパス（出） 関東学院大学金沢八景キャンパス２号館１階 追浜支店

モレラ東戸塚東急ストア（出） 東戸塚駅西口モレラ東戸塚東急ストア入口横 東戸塚駅前支店

イオン東戸塚店（出） イオン東戸塚店内 東戸塚駅前支店

川上町（出） 名瀬橋東側交差点そば 東戸塚駅前支店

サミットストア下倉田店（出） サミットストア下倉田店入口横 新戸塚支店

戸塚駅（出） ＪＲ　戸塚駅地下改札出て左側 戸塚支店

戸塚駅第二（出） ＪＲ　戸塚駅橋上改札前 戸塚支店

戸塚原宿（出） サンドラッグ戸塚原宿店入口横 戸塚支店

たまや深谷店（出） たまや深谷店入口横 戸塚支店

相鉄いずみ中央駅（出） 相鉄　いずみ中央駅改札出て左側 和泉支店

いずみ中央（出） ロピアいずみ中央店内 和泉支店

上飯田（出） 上飯田団地内 和泉支店

いちょう（出） いちょう団地内 和泉支店

イトーヨーカドー立場店（出） イトーヨーカドー立場店内 和泉支店

泉区総合庁舎（出） 泉区総合庁舎自転車置場横 和泉支店

そうてつローゼンひなた山店（出） そうてつローゼンひなた山店内 瀬谷支店

相鉄弥生台駅（出） 相鉄　弥生台駅改札出て右側 戸塚支店

弥生台駅前（出） 弥生台石川ビル内 戸塚支店

そうてつローゼン山手台店（出） そうてつローゼン山手台店内 戸塚支店

公田（出） 桂町天神橋そば 本郷台支店

イトーヨーカドー桂台店（出） イトーヨーカドー桂台店２階 大船支店
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境木（出） ＪＲ　保土ケ谷駅・東戸塚駅よりバス境木商店街通り 東戸塚駅前支店

保土ケ谷駅（出） ＪＲ　保土ケ谷駅改札出て左側 保土ヶ谷支店

相鉄天王町駅（出） 相鉄　天王町駅東口改札出て左側 保土ヶ谷支店

Ｆｕｊｉ新桜ヶ丘店（出） Ｆｕｊｉ新桜ヶ丘店入口横 保土ヶ谷支店

ＹＢＰ（出） 横浜ビジネスパーク・ウエストタワー１階 保土ヶ谷支店

明神台団地（出） 相鉄　星川駅下車明神台団地内 保土ヶ谷支店

相鉄和田町駅（出） 相鉄　和田町駅北側階段下 和田町支店

星川駅前（出） 醍醐星川駅前ビルＡ棟２階 和田町支店

相鉄上星川駅（出） 相鉄　上星川駅南側階段下 和田町支店

上星川駅前（出） 相鉄　上星川駅前国道沿い 和田町支店

○ 横浜国立大学（出） 大学会館１階 和田町支店

相鉄西谷駅（出） 相鉄　西谷駅改札出て右側 西谷支店

千丸台（出） 千丸台バス折り返し所前 西谷支店

相鉄希望ケ丘駅（出） 相鉄　希望ケ丘駅北側階段下 希望ヶ丘支店

鶴ケ峰駅南口（出） 相鉄　鶴ケ峰駅南口　ココロット鶴ヶ峰１階 鶴ヶ峯支店

ひかりが丘（出） ひかりが丘団地商店街 鶴ヶ峯支店

そうてつローゼン白根店１Ｆ（出） そうてつローゼン白根店１Ｆ 鶴ヶ峯支店

そうてつローゼン白根店２Ｆ（出） そうてつローゼン白根店２Ｆ 鶴ヶ峯支店

相鉄二俣川駅（出） ジョイナステラス二俣川　駅改札階 二俣川支店

相鉄南万騎が原駅（出） 相鉄　南万騎が原駅改札出て右側 二俣川支店

西友二俣川店（出） 西友二俣川店１階 二俣川支店

今宿（出） バス停ニュータウン第４そば 二俣川支店

左近山（出） 相鉄　二俣川駅よりバス　左近山ショッピングセンター内 二俣川支店

◇ 県警運転免許センター（出） 本館棟２階 二俣川支店

三ツ境駅北口（出） 相鉄　三ツ境駅北口広島ビル１階 三ツ境支店

横浜四季の森フォレオ（出） 横浜四季の森フォレオ３階 中山支店

相鉄瀬谷駅（出） 相鉄　瀬谷駅北側階段下 瀬谷支店

Ｆｕｊｉ橋戸店（出） Ｆｕｊｉ橋戸店入口横 瀬谷支店

相鉄三ツ境駅（出） 相鉄　三ツ境駅改札出て右側 三ツ境支店

川崎地下街（出） 川崎アゼリア内　１８番出口横 川崎支店

川崎地下街第二（出） 川崎アゼリア内　東広場 川崎支店

川崎ダイス（出） 川崎ダイス地下２階エレベーター前 川崎支店

イトーヨーカドー川崎港町店（出） イトーヨーカドー川崎港町店内 川崎支店

イトーヨーカドー川崎店（出） イトーヨーカドー川崎店内 川崎支店

小田銀座商店街（出） 小田銀座商店街 川崎支店

大島四ツ角（出） 大島四ツ角そば 大島支店

川崎大師駅前（出） 京急　川崎大師駅前 大師支店

○ 川崎殿町（出） キングスカイフロント　川崎生命科学・環境研究センター（ＬｉＳＥ）１階 大師支店

尻手駅（出） ＪＲ　尻手駅改札横 御幸支店

ラゾーナ川崎プラザ第一（出） ラゾーナ川崎プラザ内ＪＲ連絡口下１階 御幸支店

ラゾーナ川崎プラザ第二（出） ラゾーナ川崎プラザ内１階フードコート横 御幸支店

サミットストア南加瀬店（出） サミットストア南加瀬店入口横 鹿島田支店

向河原駅（出） ＪＲ　向河原駅改札出て正面 武蔵小杉支店

新丸子駅前（出） 東急　新丸子駅前細野ビル１階 武蔵小杉支店

グランツリー武蔵小杉（出） グランツリー武蔵小杉１階 武蔵小杉支店

平間駅前（出） ＪＲ　平間駅前 鹿島田支店

ビーンズ武蔵中原（出） ビーンズ武蔵中原２階 新城支店

元住吉駅東口（出） 東急　元住吉駅東口モトスミ・オズ通り商店街内 元住吉支店
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久地駅（出） ＪＲ　久地駅改札前 溝口支店

かながわサイエンスパーク（出） かながわサイエンスパーク１階エントランスホール 溝口支店

東急ストア梶が谷店（出） 東急ストア梶が谷店正面入口横 溝口支店

テックランド向ヶ丘店（出） テックランド向ヶ丘店駐車場内 溝口支店

Ｆｕｊｉ上野川店（出） Ｆｕｊｉ上野川店内 溝口支店

はまぎんミニブランチ宮前平　宮前平(出) 東急　宮前平駅北口ロータリー前、Ｂｒｉｌｌｉａ宮前平２階 鷺沼支店

小田急登戸駅（出） 小田急　登戸駅２階改札出て正面 登戸支店

小田急向ヶ丘遊園駅（出） 小田急　向ヶ丘遊園駅南口改札並び 登戸支店

小田急生田駅（出） 小田急　生田駅改札出て左側 登戸支店

小田急生田駅第二（出） 小田急　生田駅改札出て右側 登戸支店

中野島駅前（出） ＪＲ　中野島駅前 稲田堤支店

小田急読売ランド前駅（出） 小田急　読売ランド前駅南口改札並び 読売ランド駅前支店

小田急新百合ヶ丘駅（出） 小田急　新百合ヶ丘駅中央西口改札出て左側階段下 新百合ヶ丘支店

小田急新百合ヶ丘駅第二（出） 小田急　新百合ヶ丘駅中央西口改札出て右側・券売機並び 新百合ヶ丘支店

小田急百合ヶ丘駅（出） 小田急　百合ヶ丘駅改札並び 新百合ヶ丘支店

百合ヶ丘駅前（出） 小田急マルシェ百合ヶ丘１階 新百合ヶ丘支店

小田急五月台駅（出） 小田急　五月台駅改札出て右側 新百合ヶ丘支店

小田急栗平駅（出） 小田急　栗平駅北口前 新百合ヶ丘支店

小田急黒川駅（出） 小田急　黒川駅北口階段下 新百合ヶ丘支店

小田急はるひ野駅（出） 小田急　はるひ野駅南口改札出て左側 新百合ヶ丘支店

ゆりストア王禅寺店（出） ゆりストア王禅寺店内入口横 新百合ヶ丘支店

新百合ヶ丘総合病院（出） 新百合ヶ丘総合病院１階 新百合ヶ丘支店

小田急柿生駅（出） 小田急　柿生駅南口改札出て右側 柿生支店

○ 鎌倉市役所（出） 鎌倉市役所正面入口横 鎌倉支店

大船駅（出） ＪＲ　大船駅南改札出て右側 大船支店

そうてつローゼン鎌倉深沢店（出） そうてつローゼン鎌倉深沢店入口横 大船支店

コーナン鎌倉大船モール（出） コーナン鎌倉大船モール１階中央入口横 大船支店

イトーヨーカドー大船店（出） イトーヨーカドー大船店内 大船支店

東逗子駅前（出） ＪＲ　東逗子駅前 逗子支店

京急ストア葉山店（出） 京急ストア葉山店駐車場内 逗子支店

○ 葉山町役場（出） 葉山町役場内 葉山支店

京急汐入駅（出） 京急　汐入駅改札出て左側 横須賀支店

横須賀市役所（出） 横須賀市役所北口駐車場入口 横須賀支店

○ 横須賀リサーチパーク（出） ＹＲＰセンター２番館１階 横須賀支店

モアーズシティ横須賀（出） モアーズシティ１階 横須賀支店

ＬＩＶＩＮよこすか店（出） ＬＩＶＩＮよこすか店１階 横須賀支店

コースカベイサイドストアーズ（出） コースカベイサイドストアーズ２階 横須賀支店

☆ 横須賀市立市民病院（出） 横須賀市立市民病院駐車場横 横須賀支店

京急田浦（出） 船越１丁目交差点 追浜支店

馬堀海岸（出） マボリシーハイツ西武ショッピングプラザ内 浦賀支店

野比（出） 京急　ＹＲＰ野比駅改札出て右側・券売機横 久里浜支店

イオン横須賀久里浜ショッピングセンター（出） イオン横須賀久里浜ショッピングセンター１階 久里浜支店

そうてつローゼン湘南山手店（出） そうてつローゼン湘南山手店内 久里浜支店

三浦海岸駅前（出） 京急　三浦海岸駅前 三崎支店
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小田急片瀬江ノ島駅（出） 小田急　片瀬江ノ島駅海側改札口出て右側 片瀬支店

小田急鵠沼海岸駅（出） 小田急　鵠沼海岸駅改札出て左側 鵠沼支店

湘南モールＦＩＬＬ（出） 湘南モールＦＩＬＬ内１階 辻堂支店

ミスターマックス湘南藤沢ショッピングセンター（出） ミスターマックス湘南藤沢ショッピングセンター１階中央 辻堂支店

小田急長後駅（出） 小田急　長後駅改札出て左側・エレベーター横 長後支店

辻堂海岸（出） 辻堂団地内 湘南シークロス支店

藤沢駅前（出） ＪＲ・小田急藤沢駅南口ダイヤモンドビル１階 藤沢中央支店

藤沢駅南口（出） ＪＲ・小田急藤沢駅下車南口本通り 藤沢中央支店

藤沢駅南口第二（出） ＪＲ・小田急藤沢駅南口春日ビル１階 藤沢中央支店

小田急善行駅（出） 小田急　善行駅改札出て左側 藤沢中央支店

小田急善行駅第二（出） 小田急　善行駅改札出て右側 藤沢中央支店

小田急藤沢本町駅（出） 小田急　藤沢本町駅改札出て右側 藤沢中央支店

小田急本鵠沼駅（出） 小田急　本鵠沼駅西口改札出て右側 藤沢中央支店

善行団地（出） 善行団地内 藤沢中央支店

☆ 藤沢市役所（出） 藤沢市役所新庁舎正面入口横 藤沢中央支店

湘南ライフタウン南センター（出） 湘南ライフタウンショッピングセンター（ライフピア）１階 湘南ライフタウン支店

小田急湘南台駅（出） 小田急　湘南台駅改札並び 湘南台支店

湘南台駅西口（出） 相鉄湘南台ビル１階 湘南台支店

小田急六会日大前駅（出） 小田急　六会日大前駅改札並び 湘南台支店

六会日大前駅（出） 小田急　六会日大前駅東口 湘南台支店

イトーヨーカドー湘南台店（出） イトーヨーカドー湘南台店１階 湘南台支店

相鉄大和駅（出） 相鉄　大和駅改札出て左側 大和支店

小田急大和駅（出） 小田急　大和駅改札（南側）出て左側 大和支店

小田急鶴間駅（出） 小田急　鶴間駅改札出て正面 大和支店

小田急高座渋谷駅（出） 小田急　高座渋谷駅西口出て右側 大和支店

小田急桜ヶ丘駅（出） 小田急　桜ヶ丘駅改札出て正面 大和支店

桜ヶ丘駅前（出） 小田急　桜ヶ丘駅西口階段下 大和支店

イオンモール大和（出） イオンモール大和１階中央エスカレーター下 大和支店

イトーヨーカドー大和鶴間店（出） イトーヨーカドー大和鶴間店２階 大和支店

大和市役所庁舎外（出） 大和市役所駐車場横 大和支店

小田急南林間駅（出） 小田急　南林間駅改札出て右側 南林間支店

小田急中央林間駅（出） 小田急　中央林間駅南口改札出て正面 中央林間支店

つきみ野駅前（出） 東急　つきみ野駅前 中央林間支店

茅ケ崎駅（出） ＪＲ　茅ケ崎駅改札出て左側 茅ヶ崎支店

イオンスタイル湘南茅ヶ崎（出） イオンスタイル湘南茅ヶ崎１階 茅ヶ崎支店

そうてつローゼン高田店（出） そうてつローゼン高田店前 茅ヶ崎支店

松が丘（出） Ｆｕｊｉ松が丘店駐車場横 茅ヶ崎支店

ブランチ茅ヶ崎（出） ＢＲＡＮＣＨ茅ヶ崎２　１階 茅ヶ崎支店

平塚駅北口（出） 平塚ＭＮビル商業棟１階 平塚支店

ＯＳＣ湘南シティ（出） ＯＳＣ湘南シティ１階 平塚支店

エスパティオ中原店（出） エスパティオ中原店駐車場内 平塚支店

真土（出） アール元気真土店入口横 平塚支店

徳延（出） Ｆｕｊｉ徳延店駐車場内 平塚支店

ららぽーと湘南平塚（出） ららぽーと湘南平塚１階 平塚支店

花水台（出） ＪＲ　平塚駅南口よりバス　バス停浜岳そば 平塚支店

平塚市役所（出） 平塚市役所北西側入口横 平塚支店

☆ 東海大学（出） 東海大学湘南キャンパス８号館 東海大学駅前支店

たまや大磯店（出） スーパーたまや大磯店横 大磯支店
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西友二宮店（出） 西友二宮店内 二宮支店

二宮北（出） ＪＲ　二宮駅よりバス　バス停団地中央下車団地商店街内 二宮支店

矢部駅前（出） ＪＲ　矢部駅前 渕野辺支店

淵野辺駅南口（出） ＪＲ　淵野辺駅南口 渕野辺支店

田名四ツ谷（出） 田名四ツ谷交差点 上溝支店

グッディプレイス相模原（出） グッディプレイス相模原１階 相模原駅前支店

グルメシティ光が丘店（出） グルメシティ光が丘店駐車場内 相模原駅前支店

☆ 相模原市役所本館前（出） 相模原市役所本館前 相模原駅前支店

原当麻駅前（出） ＪＲ　原当麻駅前 上溝支店

小田急相模大野駅（出） 小田急　相模大野駅中央改札より入って右側 相模大野支店

小田急相模大野駅第二（出） 小田急　相模大野駅中央改札出て右側 相模大野支店

相模大野ステーションスクエア（出） 相模大野ステーションスクエアＡ館３階 相模大野支店

小田急東林間駅（出） 小田急マルシェ東林間２階 相模大野支店

イトーヨーカドー古淵店（出） イトーヨーカドー古淵店内 古淵支店

相武台団地（出） 相武台団地商店街内 座間支店

小田急相模原駅（出） 小田急　小田急相模原駅改札出て正面 相模台支店

イトーヨーカドー相模原店（出） イトーヨーカドー相模原店内 相模台支店

橋本駅前（出） ＪＲ　橋本駅前 橋本支店

いなげや相模原下九沢店（出） いなげや相模原下九沢店駐車場内 橋本支店

橋本ラ・フロール（出） ラ・フロール１階 橋本支店

城山（出） エコス城山店入口横 橋本支店

アリオ橋本（出） アリオ橋本１階旭中学校側口エレベーター横 橋本支店

小田急座間駅（出） 小田急　座間駅改札出て正面 座間支店

小田急相武台前駅（出） 小田急　相武台前駅改札出て左側 座間支店

イオンモール座間（出） イオンモール座間１階 座間支店

ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ座間店（出） ＭＥＧＡドン・キホーテＵＮＹ座間店駐車場内 座間支店

フードワン座間店（出） フードワン座間店内 座間支店

座間市庁舎（出） 座間市庁舎敷地内 座間支店

小田急厚木駅（出） 小田急　厚木駅改札内 海老名駅前支店

小田急海老名駅（出） 小田急　海老名駅西口改札出て右側 海老名駅前支店

ららぽーと海老名（出） ららぽーと海老名１階 海老名駅前支店

ビナガーデンズテラス（出） ビナガーデンズテラス３階 海老名駅前支店

ショッパーズプラザ海老名店（出） ショッパーズプラザ海老名店内 海老名駅前支店

ビナウォーク（出） ビナウォーク５番館　中２階 海老名駅前支店

☆ 海老名市役所（出） 海老名市役所入口横 海老名駅前支店

相鉄かしわ台駅（出） 相鉄　かしわ台駅改札出て右側 さがみ野支店

相鉄さがみ野駅（出） 相鉄　さがみ野駅南側階段下 さがみ野支店

綾瀬タウンヒルズショッピングセンター（出） 綾瀬タウンヒルズショッピングセンターＡ棟１階中央 綾瀬支店

上土棚（出） マルエツ綾瀬店隣り 長後支店

綾瀬市役所（出） 綾瀬市役所敷地内 長後支店
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小田急本厚木駅（出） 小田急　本厚木駅中央改札出て右側 厚木支店

小田急本厚木駅第二（出） 小田急　本厚木駅中央改札出て左側 厚木支店

Ｆｕｊｉ戸室店（出） Ｆｕｊｉ戸室店入口横 厚木支店

アツギトレリス（出） アツギトレリス１階北側入口近く 厚木支店

そうてつローゼン厚木林店（出） そうてつローゼン厚木林店入口横 厚木支店

ビーバートザン厚木店（出） ビーバートザン厚木店内 厚木支店

下荻野（出） 荻野新宿交差点そば 厚木支店

森の里（出） 小田急　本厚木駅よりバス　森の里ショッピングセンター２階 厚木支店

○ 総合リハビリ（出） 神奈川リハビリテーション病院１階 厚木支店

小田急愛甲石田駅（出） 小田急　愛甲石田駅改札出て左側 愛甲石田支店

コピオ愛川（出） コピオ愛川内 愛川支店

小田急伊勢原駅（出） 小田急　伊勢原駅改札出て左側 伊勢原支店

イトーヨーカドー伊勢原店（出） イトーヨーカドー伊勢原店内 伊勢原支店

イオン伊勢原店（出） イオン伊勢原店内 伊勢原支店

エムアイプラザ（出） レストラン入口横 伊勢原支店

○ 伊勢原市役所（出） 伊勢原市役所本庁舎内 伊勢原支店

東海大学医学部付属病院（出） 東海大学医学部付属病院正面玄関前バス停待合所内 伊勢原支店

ヨロズヤ石田店（出） ヨロズヤ石田店駐車場内 愛甲石田支店

小田急秦野駅（出） 小田急　秦野駅改札並び 秦野支店

秦野駅前（出） ドモオチビル内 秦野支店

小田急渋沢駅（出） 小田急　渋沢駅改札出て左側・券売機並び 秦野支店

渋沢駅前（出） 小田急　渋沢駅前 秦野支店

イオン秦野店（出） イオン秦野ショッピングセンター内 秦野支店

南が丘（出） 南が丘ショッピングセンター内 秦野支店

渋沢柳町（出） 小田急　渋沢駅北口　平野ビル１階 秦野支店

マックスバリュ秦野渋沢店（出） マックスバリュ秦野渋沢店１階 秦野支店

○ 秦野市役所（出） 秦野市役所内 秦野支店

小田急東海大学前駅（出） 小田急　東海大学前駅改札出て右側 東海大学駅前支店

小田急鶴巻温泉駅（出） 小田急　鶴巻温泉駅北口改札出て右側 東海大学駅前支店

鶴巻温泉駅前（出） ケイ・ティ・ファースト１階階段脇 東海大学駅前支店

小田急小田原駅（出） 小田急　小田原駅改札出て正面 小田原支店

小田急栢山駅（出） 小田急　栢山駅東口改札出て右側 小田原支店

小田急富水駅（出） 小田急　富水駅東口改札並び 小田原支店

小田急螢田駅（出） 小田急　螢田駅西口改札出て左側 小田原支店

小田急足柄駅（出） 小田急　足柄駅改札出て右側 小田原支店

小田原百貨店栢山店（出） 小田原百貨店栢山店内 小田原支店

○ 小田原市役所（出） 小田原市役所内 小田原支店

下曽我（出） ＪＲ　下曽我駅前 国府津支店

鴨宮駅北口（出） ＪＲ　鴨宮駅北口タクシー乗り場前 鴨宮支店

ダイナシティウエスト（出） ダイナシティウエスト２階 鴨宮支店

ダイナシティイースト（出） ダイナシティイースト１階 鴨宮支店

中沼（出） 富士フイルム東門入口横 大雄山支店

☆ 南足柄市役所（出） 南足柄市役所駐車場内 大雄山支店

小田急新松田駅（出） 小田急　新松田駅北口改札出て右側 松田支店

小田急開成駅（出） 小田急　開成駅改札出て西側階段下 松田支店

はまぎんミニブランチ開成　開成（出） 小田急　開成駅前 松田支店

あしがらモール（出） あしがらモール１階出入口横 松田支店

小田原百貨店山北店（出） 小田原百貨店山北店内 山北支店
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ＪＲ品川駅改札内（出） ＪＲ　品川駅改札内横浜寄り通路（京浜東北線ホーム行き階段そば） 新橋支店

ニュー新橋ビル（出） ニュー新橋ビル１階 新橋支店

☆ 日本生命新橋ビル（出） 日本生命新橋ビル１階 新橋支店

東京流通センター（出） 東京モノレール　流通センター駅前東京流通センター内 蒲田支店

羽田空港第１ターミナル１Ｆ（出） 羽田空港第１旅客ターミナルビル到着ロビー（１階）中央付近（北ウイング寄り） 蒲田支店

祐天寺駅（出） 東急　祐天寺駅前 渋谷支店

小田急新宿駅西口第二（出） 小田急　新宿駅西口地下改札出て右側 新宿支店

渋谷駅西口（出） 東日本銀行渋谷支店ＡＴＭコーナー 渋谷支店

渋谷ヒカリエ（出） 地下鉄渋谷駅Ｂ５出口・渋谷ヒカリエ地下１階 渋谷支店

小田急南新宿駅（出） 小田急　南新宿駅改札内・下りホーム中央 新宿支店

小田急参宮橋駅（出） 小田急　参宮橋駅券売機横 新宿支店

小田急代々木八幡駅（出） 小田急　代々木八幡駅改札出て右側 新宿支店

小田急代々木上原駅（出） 小田急　代々木上原駅改札出て左側 新宿支店

二子玉川駅東口（出） 東急　二子玉川駅東口　二子玉川ライズ・オフィス棟１階 玉川支店

小田急東北沢駅（出） 小田急　東北沢駅改札内ホーム行き階段横 下北沢支店

小田急下北沢駅（出） 小田急　下北沢駅中央改札出て正面 下北沢支店

小田急世田谷代田駅（出） 小田急　世田谷代田駅改札出て右側 下北沢支店

小田急梅ヶ丘駅（出） 小田急　梅ヶ丘駅改札出て右側 下北沢支店

小田急豪徳寺駅（出） 小田急　豪徳寺駅改札出て左側 下北沢支店

小田急経堂駅（出） 小田急　経堂駅改札出て右側・券売機並び 登戸支店

小田急千歳船橋駅（出） 小田急　千歳船橋駅改札出て左側 登戸支店

小田急祖師ヶ谷大蔵駅（出） 小田急　祖師ヶ谷大蔵駅改札出て左側 登戸支店

小田急成城学園前駅（出） 小田急　成城学園前駅中央改札出て右側 登戸支店

小田急喜多見駅（出） 小田急　喜多見駅改札出て右側 登戸支店

池袋駅（出） 池袋駅地下街中央通路西口側 新宿支店

町田忠生（出） 町田街道下根岸交差点そば 渕野辺支店

ミスターマックス町田多摩境ショッピングセンター（出） ミスターマックス町田多摩境ショッピングセンター内 橋本支店

南町田グランベリーパーク（出） 南町田グランベリーパーク内 中央林間支店

小田急町田駅（出） 小田急　町田駅西口改札出て右側・小田急百貨店エレベーター前 町田支店

小田急町田駅第二（出） 小田急　町田駅南口改札出て左側 町田支店

町田マルイ（出） 町田マルイ１階 町田支店

小田急玉川学園前駅（出） 小田急　玉川学園前駅北口階段下 町田支店

ままともプラザ（出） ままともプラザ１階 町田支店

小田急鶴川駅（出） 小田急　鶴川駅北口改札出て右側 鶴川西支店

鶴川駅前（出） 小田急マルシェ鶴川１　３階 鶴川西支店

鶴川緑山（出） グルメシティ鶴川緑山店横 鶴川西支店

ファミリーマートＪＲ八王子駅前店（出） ファミリーマートＪＲ八王子駅前店内 橋本支店

京王高幡不動駅（出） 京王　高幡不動駅改札出て正面 多摩センター支店

小田急永山駅（出） 小田急　小田急永山駅改札出て右側・券売機並び 新百合ヶ丘支店

小田急多摩センター駅（出） 小田急　小田急多摩センター駅西口改札出て左側 多摩センター支店

小田急唐木田駅（出） 小田急　唐木田駅改札出て右側・券売機並び 多摩センター支店

小田急狛江駅（出） 小田急　狛江駅改札出て右側 登戸支店

小田急和泉多摩川駅（出） 小田急　和泉多摩川駅西口改札出て左側 登戸支店

調布駅南口（出） 調布グリーンホール前 調布支店

武蔵府中ル・シーニュ（出） 武蔵府中ル・シーニュ１階駐車場入口横 調布支店

ＪＴＢ吉祥寺店（出） ＪＴＢ吉祥寺店内（吉祥寺本町ビル１階） 吉祥寺支店
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