
店番 店　名 電話番号

200 本店営業部 〒220-8612
西区みなとみらい3-1-1（ＪＲ・市営地下鉄桜木町駅下車、
みなとみらい線みなとみらい駅下車ランドマークタワー向かい）

045-225-1111

307 みなとみらい支店 〒220-8612 西区みなとみらい3-1-1（本店営業部内） 045-225-1111

374 中央市場支店 〒220-8612 西区みなとみらい3-1-1（本店営業部内） 045-225-1111

375 反町支店 〒220-0005 西区南幸1-3-2（横浜駅前支店内） 045-311-1571

382 藤棚支店 〒220-0053 西区藤棚町1-51（藤棚交差点角） 045-231-9171

383 横浜駅前支店 〒220-0005 西区南幸1-3-2（横浜駅西口） 045-311-1571

310 関内支店 〒231-0007
中区弁天通4-63
（みなとみらい線馬車道駅下車神奈川県立歴史博物館そば）

045-212-0821

311 元町支店 〒231-0861 中区元町5-186（ＪＲ石川町駅下車元町商店街入口） 045-641-0341

313 阪東橋支店 〒231-0045 中区伊勢佐木町7-152（伊勢佐木町7丁目商店街） 045-251-0145

314 伊勢佐木町支店 〒231-0007 中区弁天通4-63（関内支店内） 045-212-0821

315 本牧支店 〒231-0804 中区本牧宮原1-5（山手警察署横本牧通り沿い） 045-621-2688

316 県庁支店 〒231-0021
中区日本大通1　神奈川県庁舎内
（ＪＲ・市営地下鉄関内駅下車、みなとみらい線日本大通り駅下車）

045-201-4523

317 横浜市庁支店 〒231-0005
中区本町6-50-10　役所内
（みなとみらい線馬車道駅下車、 ＪＲ・市営地下鉄桜木町駅下車）

045-641-2032

319 新本牧支店 〒231-0804 中区本牧宮原1-5（本牧支店内） 045-621-2688

371 六角橋支店 〒221-0822
神奈川区西神奈川3-16-1
（東急白楽駅・東白楽駅下車・バス停六角橋前）

045-432-2121

373 大口支店 〒221-0002 神奈川区大口通137-1（ＪＲ大口駅下車大口通商店街入口） 045-431-1581

374 本場内出張所 〒221-0054 神奈川区山内町1（中央卸売市場センタービル内） 045-441-6070

361 鶴見支店 〒230-0051 鶴見区鶴見中央1-29-1（ＪＲ鶴見駅東口・京急京急鶴見駅前） 045-521-4951

363 鶴見西口支店 〒230-0051 鶴見区鶴見中央1-29-1（鶴見支店内） 045-521-4951

370 新子安支店 〒230-0051 鶴見区鶴見中央1-29-1（鶴見支店内） 045-521-4951

305 高田支店 〒223-0053 港北区綱島西2-1-16（綱島支店内） 045-541-5151

308 新羽支店 〒223-0057 港北区新羽町1628（市営地下鉄新羽駅前） 045-547-4481

364 新横浜支店 〒222-0033 港北区新横浜3-6-5（ＪＲ・市営地下鉄新横浜駅前） 045-473-7891

392 妙蓮寺支店 〒222-0011 港北区菊名1-9-25（東急妙蓮寺駅前） 045-421-0761

393 綱島支店 〒223-0053 港北区綱島西2-1-16（東急綱島駅西口横） 045-541-5151

394 日吉支店 〒223-0061 港北区日吉2-5-2（東急日吉駅前浜銀通り） 045-563-2111

395 菊名支店 〒222-0011 港北区菊名6-3-10（ＪＲ・東急菊名駅東口前） 045-433-1111

398 大倉山支店 〒222-0037 港北区大倉山1-2-5（東急大倉山駅東口前） 045-542-8181

309 北山田支店 〒224-0003
都筑区中川中央1-1-3　ショッピングタウンあいたい1階
（港北ニュータウン北支店内）

045-912-8411

378 港北ニュータウン南支店 〒224-0032 都筑区茅ケ崎中央55-1（パインクリエイトビル内） 045-942-6381

379 港北ニュータウン北支店 〒224-0003
都筑区中川中央1-1-3　ショッピングタウンあいたい1階
（市営地下鉄センター北駅前）

045-912-8411

380 仲町台支店 〒224-0032 都筑区茅ケ崎中央55-1（港北ニュータウン南支店内）） 045-942-6381

365 十日市場支店 〒226-0027 緑区長津田5-3-4（長津田支店内） 045-981-6111

384 鴨居駅前支店 〒226-0003 緑区鴨居4-1-5（ＪＲ鴨居駅前） 045-933-9911

389 竹山支店 〒226-0003 緑区鴨居4-1-5(鴨居駅前支店内) 045-933-9911

391 中山支店 〒226-0019 緑区中山4-31-25（ＪＲ中山駅南口前） 045-933-2341

396 長津田支店 〒226-0027 緑区長津田5-3-4（ＪＲ・東急長津田駅南口前） 045-981-6111

366 あざみ野支店 〒225-0003 青葉区新石川1-4-3（東急・市営地下鉄あざみ野駅東口） 045-902-7311

385 市が尾支店 〒225-0024 青葉区市ヶ尾町1154-9（東急市が尾駅前） 045-973-1611

388 青葉台支店 〒227-0062 青葉区青葉台2-5-1（東急青葉台駅前） 045-983-6701

390 藤が丘支店 〒227-0062 青葉区青葉台2-5-1（青葉台支店内） 045-983-6701

397 たまプラーザ支店 〒225-0002 青葉区美しが丘2-15-3（東急たまプラーザ駅前） 045-901-1311
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318 六ツ川支店 〒232-0056 南区通町4-77（弘明寺支店内） 045-731-4141

321 弘明寺支店 〒232-0056 南区通町4-77（市営地下鉄弘明寺駅下車通町4丁目歩道橋わき） 045-731-4141

341 磯子支店 〒235-0014 磯子区中浜町15-8（ＪＲ根岸駅よりバス　磯子警察署前下車） 045-751-2041

342 杉田支店 〒235-0033 磯子区杉田1-1-1（ＪＲ新杉田駅前） 045-772-1221

343 洋光台支店 〒235-0045 磯子区洋光台5-1-5（ＪＲ洋光台駅前） 045-831-1651

344 磯子駅前支店 〒235-0014 磯子区中浜町15-8（磯子支店内） 045-751-2041

345 南部市場支店 〒235-0033 磯子区杉田1-1-1（杉田支店内） 045-772-1221

348 金沢シーサイド支店 〒235-0033 磯子区杉田1-1-1（杉田支店内） 045-772-1221

322 上大岡支店 〒233-0002 港南区上大岡西1-6-1（京急・市営地下鉄上大岡駅前） 045-842-8361

323 上永谷支店 〒233-0013 港南区丸山台1-13-28（市営地下鉄上永谷駅前） 045-843-1141

325 野庭支店 〒233-0013 港南区丸山台1-13-28（上永谷支店内） 045-843-1141

346 港南台支店 〒234-0054 港南区港南台3-3-1（ＪＲ港南台駅前港南台214ビル内） 045-832-2121

347 能見台駅前支店 〒236-0053 金沢区能見台通5-6（京急能見台駅前） 045-701-3321

349 金沢産業センター支店 〒236-0004
金沢区福浦1-5-2
（シーサイドライン産業振興センター駅下車金沢産業振興センター内）

045-783-3117

350 金沢文庫支店 〒236-0016 金沢区谷津町419（京急金沢文庫駅西口前） 045-784-5511

351 金沢支店 〒236-0027 金沢区瀬戸19-24（京急・シーサイドライン金沢八景駅前） 045-782-1171

327 東戸塚駅前支店 〒244-0801 戸塚区品濃町538-1（ＪＲ東戸塚駅東口前） 045-824-2681

340 新戸塚支店 〒244-0816 戸塚区上倉田町493-2（ＪＲ戸塚駅東口前） 045-881-6331

352 戸塚南支店 〒244-0003 戸塚区戸塚町16-1（戸塚支店内） 045-881-3344

353 境木支店 〒244-0801 戸塚区品濃町538-1（東戸塚駅前支店内） 045-824-2681

359 戸塚支店 〒244-0003 戸塚区戸塚町16-1（ＪＲ戸塚駅西口前トツカーナモール内） 045-881-3344

328 いずみ野支店 〒245-0016 泉区和泉町6214-1（相鉄いずみ野駅下車相鉄ライフいずみ野内） 045-804-7322

354 和泉支店 〒245-0023 泉区和泉中央南2-23-14（市営地下鉄立場駅前） 045-803-1711

367 緑園都市支店 〒245-0002 泉区緑園4-1-2（相鉄緑園都市駅前） 045-813-1411

324 本郷台支店 〒247-0007 栄区小菅ヶ谷1-4-5（ＪＲ本郷台駅前） 045-891-3311

331 保土ヶ谷支店 〒240-0013 保土ケ谷区帷子町1-6（ＪＲ保土ケ谷駅西口商店街通り） 045-331-4641

334 和田町支店 〒240-0065
保土ケ谷区和田2-7-1
（相鉄和田町駅下車国道16号線バス停和田町前）

045-331-1521

338 西谷支店 〒240-0054 保土ケ谷区西谷3-13-6（相鉄西谷駅下車マルエツ西谷店隣り） 045-371-3241

332 希望ヶ丘支店 〒241-0825 旭区中希望が丘100-4（相鉄希望ヶ丘駅前） 045-362-6211

333 鶴ヶ峯支店 〒241-0022 旭区鶴ケ峰2-21（相鉄鶴ヶ峰駅前） 045-371-7001

335 二俣川支店 〒241-0821 旭区二俣川2-50-14（相鉄二俣川駅南口ジョイナステラス1　2階） 045-362-2433

337 左近山支店 〒241-0821 旭区二俣川2-50-14（二俣川支店内） 045-362-2433

339 白根支店 〒241-0022 旭区鶴ケ峰2-21（鶴ヶ峯支店内） 045-371-7001

387 横浜若葉台支店 〒241-0801
旭区若葉台3-5-1（東急青葉台駅・ＪＲ十日市場駅よりバス
ショッピングタウンわかば滝の広場前）

045-921-2231

356 瀬谷支店 〒246-0014 瀬谷区中央1-15（相鉄瀬谷駅北口前） 045-301-6333

358 三ッ境支店 〒246-0022 瀬谷区三ツ境7-1（相鉄三ツ境駅前） 045-361-2222

810 川崎支店 〒210-0006 川崎区砂子1-1-17（ＪＲ川崎駅・京急川崎駅前　市役所通り沿い） 044-222-5521

810
川崎市役所出張所
（仮店舗）

〒210-0005
川崎区東田町5-4
（ＪＲ川崎駅・京急京急川崎駅下車役所第3庁舎3階）

044-211-2290

821 大島支店 〒210-0834 川崎区大島1-17-12（ＪＲ川崎駅よりバス　追分交差点前） 044-222-5591

822 大師支店 〒210-0812 川崎区東門前2-5-8（京急東門前駅下車大師銀座商店街通り） 044-266-7337

812 川崎西口支店 〒212-0012 幸区中幸町4-6-1（御幸支店内） 044-522-6316

823 御幸支店 〒212-0012 幸区中幸町4-6-1（ＪＲ川崎駅西口栄通り商店街） 044-522-6316

828 鹿島田支店 〒212-0053 幸区下平間144（かしまだ駅前通商店街） 044-533-4151
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824 武蔵小杉支店 〒211-0063 中原区小杉町1-403（ＪＲ・東急武蔵小杉駅北口前） 044-733-4381

829 新城支店 〒211-0044 中原区新城1-2-28（ＪＲ武蔵新城駅南口前） 044-777-5131

831 元住吉支店 〒211-0025
中原区木月1-28-12
（東急元住吉駅下車モトスミ・ブレーメン通り商店街中央）

044-422-4226

825 溝口支店 〒213-0001 高津区溝口1-11-3（東急溝の口駅・ＪＲ武蔵溝ノ口駅前） 044-822-7111

834 鷺沼支店 〒216-0007 宮前区小台1-18-6（東急鷺沼駅前） 044-854-6211

838 川崎北部市場支店 〒216-0012 宮前区水沢1-1-1（川崎北部市場内） 044-975-2741

842 宮前平支店 〒216-0007 宮前区小台1-18-6（鷺沼支店内） 044-854-6211

826 登戸支店 〒214-0014 多摩区登戸1950-2（小田急向ヶ丘遊園駅北口） 044-922-3131

832 稲田堤支店 〒214-0003 多摩区菅稲田堤1-17-5（ＪＲ稲田堤駅前） 044-944-4111

833 読売ランド駅前支店 〒214-0037 多摩区西生田3-9-29（小田急読売ランド前駅前） 044-954-2311

841 生田支店 〒214-0014 多摩区登戸1950-2（登戸支店内） 044-922-3131

827 百合ヶ丘支店 〒215-0021 麻生区上麻生1-6-2（新百合ヶ丘支店内） 044-952-0111

830 新百合ヶ丘支店 〒215-0021 麻生区上麻生1-6-2（小田急新百合ヶ丘駅南口） 044-952-0111

837 柿生支店 〒215-0021 麻生区上麻生5-39-33（小田急柿生駅北口前） 044-987-1561

326 湘南桂台支店 〒247-0056 鎌倉市大船1-24-5（大船支店内） 0467-44-2175

511 鎌倉支店 〒248-0006 鎌倉市小町1-6-21（ＪＲ鎌倉駅東口前） 0467-23-3131

512 大船支店 〒247-0056 鎌倉市大船1-24-5（ＪＲ大船駅東口） 0467-44-2175

521 逗子支店 〒249-0006 逗子市逗子5-2-1（ＪＲ逗子駅前） 046-871-3711

531 葉山支店 〒240-0112 三浦郡葉山町堀内988（ＪＲ逗子駅よりバス　バス停森戸海岸前） 046-875-1603

541 横須賀支店 〒238-0007 横須賀市若松町2-4（京急横須賀中央駅前） 046-824-3311

542 追浜支店 〒237-0068 横須賀市追浜本町1-1（京急追浜駅前） 046-865-3125

546 浦賀支店 〒239-0821 横須賀市東浦賀1-1-6（京急浦賀駅前） 046-841-8100

547 衣笠支店 〒238-0031 横須賀市衣笠栄町1-15（ＪＲ衣笠駅前商店街中央） 046-852-2511

548 久里浜支店 〒239-0831
横須賀市久里浜4-4-10
（京急京急久里浜駅前京急ショッピングプラザウィング久里浜内）

046-835-2211

549 馬堀支店 〒239-0821 横須賀市東浦賀1-1-6（浦賀支店内） 046-841-8100

554 北久里浜支店 〒239-0807 横須賀市根岸町3-10-6（京急北久里浜駅前北久里浜商店街） 046-834-8111

551 三崎支店 〒238-0243 三浦市三崎3-7-13（京急三崎口駅よりバス　バス停三崎港前） 046-881-2181

611 藤沢支店 〒251-0052 藤沢市藤沢460-9（藤沢中央支店内） 0466-25-4311

612 片瀬支店 〒251-0032 藤沢市片瀬3-16-18（湘南モノレール湘南江の島駅前） 0466-23-1651

613 鵠沼支店 〒251-0037 藤沢市鵠沼海岸3-5-2（小田急鵠沼海岸駅下車鵠沼海岸商店街中央） 0466-34-5191

614 辻堂支店 〒251-0047 藤沢市辻堂2-9-1（ＪＲ辻堂駅前） 0466-34-5151

615 長後支店 〒252-0807 藤沢市下土棚471（小田急長後駅東口前） 0466-44-1331

616 善行支店 〒251-0052 藤沢市藤沢460-9（藤沢中央支店内） 0466-25-4311

617 湘南シークロス支店 〒251-0041
藤沢市辻堂神台1-3-1
（ＪＲ辻堂駅北口Terrace Mall〈テラスモール〉湘南1階）

0466-36-1791

618 藤沢中央支店 〒251-0052 藤沢市藤沢460-9（ＪＲ藤沢駅北口前） 0466-25-4311

619 湘南ライフタウン支店 〒251-0861
藤沢市大庭5681-3
（ＪＲ辻堂駅・小田急湘南台駅よりバス　湘南とうきゅう前）

0466-87-5615

625 湘南台支店 〒252-0804 藤沢市湘南台1-4-5（小田急・相鉄・市営地下鉄湘南台駅東口前） 0466-46-3051

621 大和支店 〒242-0017 大和市大和東1-8-1（相鉄・小田急大和駅前） 046-261-2211

622 南林間支店 〒242-0006 大和市南林間2-11-2（小田急南林間駅前） 046-274-3311

623 高座渋谷支店 〒242-0023 大和市渋谷6-17-1（小田急高座渋谷駅東口） 046-269-8811

624 中央林間支店 〒242-0007 大和市中央林間4-14-1（東急・小田急中央林間駅前） 046-276-1171

626 桜ヶ丘支店 〒242-0017 大和市大和東1-8-1（大和支店内） 046-261-2211
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店番 店　名 電話番号住　所

2023年5月22日現在

有人店舗・住宅ローンセンター等のご案内

631 茅ヶ崎支店 〒253-0044 茅ヶ崎市新栄町9-16（ＪＲ茅ヶ崎駅北口） 0467-85-0111

632 茅ヶ崎南口支店 〒253-0044 茅ヶ崎市新栄町9-16（茅ヶ崎支店内） 0467-85-0111

633 寒川支店 〒253-0105 高座郡寒川町岡田1-5-5（ＪＲ相模線寒川駅前） 0467-74-7111

641 平塚支店 〒254-0042 平塚市明石町10-6（ＪＲ平塚駅北口　湘南スターモール沿い） 0463-22-2600

642 平塚旭支店 〒254-0042 平塚市明石町10-6（平塚支店内） 0463-22-2600

643 花水台支店 〒254-0042 平塚市明石町10-6（平塚支店内） 0463-22-2600

651 大磯支店 〒255-0003 中郡大磯町大磯1108（ＪＲ大磯駅下車大磯照ヶ崎海岸入口） 0463-61-1590

652 二宮支店 〒259-0123 中郡二宮町二宮147-1（ＪＲ二宮駅南口国道沿い） 0463-71-0384

654 二宮北支店 〒259-0123 中郡二宮町二宮147-1（二宮支店内） 0463-71-0384

411 渕野辺支店 〒252-0206 中央区淵野辺4-15-3（ＪＲ淵野辺駅北口前） 042-752-1811

412 上溝支店 〒252-0243 中央区上溝5-14-18（ＪＲ上溝駅下車駅前通り商店街） 042-762-2811

415 相模原駅前支店 〒252-0231 中央区相模原2-1-1（ＪＲ相模原駅前） 042-754-1234

415 相模原市役所出張所 〒252-0239 中央区中央2-11-15（相模原市役所内） 042-751-5521

414 相模大野支店 〒252-0303 南区相模大野3-3-1-103（小田急相模大野駅前） 042-742-4321

417 古淵支店 〒252-0344 南区古淵2-19-5（ＪＲ古淵駅前） 042-750-0611

418 東林間支店 〒252-0303 南区相模大野3-3-1-103（相模大野支店内） 042-742-4321

413 橋本支店 〒252-0143 緑区橋本3-28-1（ＪＲ橋本駅北口・ミウィ橋本ビル内） 042-772-2161

421 中野支店 〒252-0157 緑区中野1000-1（ＪＲ橋本駅よりバス　ダイエー津久井店前） 042-784-1541

416 相武台北支店 〒252-0011 座間市相武台1-37-5（座間支店内） 046-252-1111

441 座間支店 〒252-0011 座間市相武台1-37-5（小田急相武台前駅前） 046-252-1111

442 相模台支店 〒252-0001 座間市相模が丘1-24-16（小田急小田急相模原駅北口前） 042-744-1231

446 座間駅前支店 〒252-0011 座間市相武台1-37-5（座間支店内） 046-252-1111

443 南海老名支店 〒243-0413
海老名市国分寺台2-11-26
（相鉄・小田急海老名駅よりバス　国分寺台団地中央商店街中央）

046-231-6758

445 海老名支店 〒243-0436 海老名市扇町5-10（海老名駅前支店内） 046-232-7087

453 さがみ野支店 〒243-0401 海老名市東柏ヶ谷3-13-35（相鉄さがみ野駅前） 046-232-5151

813 海老名駅前支店 〒243-0436 海老名市扇町5-10（ＪＲ海老名駅下車ららぽーと海老名前） 046-232-7087

454 綾瀬支店 〒252-1104 綾瀬市大上2-1-3（相鉄さがみ野駅よりバス　トピレックスイムクラブ内） 0467-76-8161

451 厚木支店 〒243-0018 厚木市中町2-2-1（小田急本厚木駅北口前） 046-224-2211

452 緑ヶ丘支店 〒243-0031 厚木市戸室5-31-1（小田急本厚木駅よりバス　バス停アンリツ前） 046-221-1466

455 森の里支店 〒243-0018 厚木市中町2-2-1（厚木支店内） 046-224-2211

432 愛川支店 〒243-0303
愛甲郡愛川町中津3421-3
（小田急本厚木駅よりバス　マルエツ中津店斜め前）

046-286-0651

653 伊勢原支店 〒259-1131 伊勢原市伊勢原1-2-2（小田急伊勢原駅北口前） 0463-95-2450

655 愛甲石田支店 〒259-1116 伊勢原市石田593（小田急愛甲石田駅前） 0463-92-3311

661 秦野支店 〒257-0043 秦野市栄町4-13（小田急秦野駅下車秦野市四ツ角） 0463-82-2611

662 渋沢支店 〒257-0043 秦野市栄町4-13（秦野支店内） 0463-82-2611

663 東海大学駅前支店 〒257-0003 秦野市南矢名1-14-14（小田急東海大学前駅そば） 0463-77-7422

721 小田原支店 〒250-0011 小田原市栄町2-7-36（ＪＲ小田原駅前錦通り） 0465-22-2131

723 国府津支店 〒256-0812 小田原市国府津3-2-18（ＪＲ国府津駅前） 0465-48-2101

724 下曽我支店 〒256-0812 小田原市国府津3-2-18（国府津支店内） 0465-48-2101

725 鴨宮支店 〒250-0874 小田原市鴨宮261（ヤマダ電機家電住まいる館YAMADA鴨宮店そば） 0465-47-9221
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店番 店　名 電話番号住　所

2023年5月22日現在

有人店舗・住宅ローンセンター等のご案内

731 松田支店 〒258-0003 足柄上郡松田町松田惣領1347（小田急新松田駅前） 0465-83-0311

734 開成支店 〒258-0003 足柄上郡松田町松田惣領1347（松田支店内） 0465-83-0311

732 山北支店 〒258-0113 足柄上郡山北町山北1890（ＪＲ山北駅前商店街通り） 0465-75-1321

733 大雄山支店 〒250-0105 南足柄市関本565-5（伊豆箱根鉄道大雄山線大雄山駅前） 0465-74-2131

741 箱根湯本支店 〒250-0311
足柄下郡箱根町湯本703-1
（小田急・箱根登山鉄道箱根湯本駅前商店街通り）

0460-85-7311

742 湯河原支店 〒259-0303 足柄下郡湯河原町土肥1-9-1（ＪＲ湯河原駅前） 0465-62-5171

910 東京支店 〒103-0027 中央区日本橋2-7-1（東京日本橋タワー内） 03-3272-4171

954 錦糸町支店 〒130-0022 墨田区江東橋3-7-8(日本生命錦糸町ビル6階) 03-3846-6700

914 新橋支店 〒105-0004 港区新橋1-18-16（日本生命新橋ビル6階） 03-3508-1531

929 田町支店 〒105-0004 港区新橋1-18-16（新橋支店内） 03-3508-1531

904 品川支店 〒140-0004 品川区南品川2-3-6（京急青物横丁駅前） 03-3472-3911

920 大森支店 〒140-0013 品川区南大井6-26-1（ＪＲ大森駅東口大森ベルポート内） 03-3298-7080

922 蒲田支店 〒144-0052 大田区蒲田5-38-3（ＪＲ蒲田駅東口前） 03-3738-1136

906 五反田駅前支店 〒150-0002 渋谷区渋谷3-3-5（渋谷支店内） 03-3797-1611

907 恵比寿支店 〒150-0002 渋谷区渋谷3-3-5（渋谷支店内） 03-3797-1611

927 渋谷支店 〒150-0002 渋谷区渋谷3-3-5（ＮＢＦ渋谷イースト6階） 03-3797-1611

925 新宿支店 〒163-0702 新宿区西新宿2-7-1（小田急第一生命ビル内） 03-3343-1781

923 自由が丘支店 〒152-0035 目黒区自由が丘2-16-5（東急自由が丘駅正面口） 03-3723-9511

917 玉川支店 〒158-0094 世田谷区玉川2-16-6（睦ビル二子玉川2階） 03-3708-1271

926 下北沢支店 〒155-0031 世田谷区北沢2-25-16（小田急・京王下北沢駅下車） 03-3466-8111

953 成城支店 〒157-0066 世田谷区成城6-7-2（小田急成城学園前駅北口 小田急成城ビル2階） 03-3483-2161

956 八幡山支店 〒168-0074 杉並区上高井戸1-9-1（東日本銀行八幡山支店3階） 03-5317-1101

931 町田支店 〒194-0022 町田市森野1-13-15（小田急町田駅そば） 042-722-2101

932 鶴川西支店 〒195-0061 町田市鶴川3-18-1（小田急鶴川駅よりバス　鶴川消防署斜め前） 042-735-1521

933 つくし野支店 〒194-0001 町田市つくし野1-29-1（東急つくし野駅前） 042-795-1101

934 鶴川支店 〒195-0061 町田市鶴川3-18-1（鶴川西支店内） 042-735-1521

936 成瀬支店 〒194-0045 町田市南成瀬1-3-5（ＪＲ成瀬駅前） 042-728-5011

938 多摩センター支店 〒206-0033 多摩市落合1-44（小田急・京王多摩センター駅前） 042-373-3260

915 調布支店 〒182-0024 調布市布田4-6-1（調布丸善ビル2階） 042-488-3411

951 立川支店 〒190-0023 立川市柴崎町3-11-2（東日本銀行立川支店2階） 042-527-6271

952 吉祥寺支店 〒180-0004 武蔵野市吉祥寺本町1-14-5（吉祥寺本町ビル7階） 0422-20-6200

941 前橋支店 〒370-0824 高崎市田町111- 1（高崎支店内） 027-322-4411

942 高崎支店 〒370-0824 高崎市田町111- 1（東国文化歴史街道　田町北交差点そば） 027-322-4411

943 桐生支店 〒376-0031 桐生市本町6-371-2（本町通り） 0277-22-7131

961 名古屋支店 〒460-0003 中区錦1-20-12（市営地下鉄東山線伏見駅9番出口前） 052-201-3511

971 大阪支店 〒541-0053 中央区本町4-3-9（本町サンケイビル8階） 06-6786-8231
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電話番号

池袋プライベートバンキングオフィス 〒171-0021 03-5955-2551

※訪問活動による個人のお客さまへのご相談・ご提案などのために事務処理等をおこなう拠点です。

    窓口およびＡＴＭの設置はございませんので、ご了承ください。

電話番号

横浜駅前住宅ローンセンター 〒220-0005 横浜市西区南幸1-3-2（横浜駅前支店7階） 045-314-3415

綱島住宅ローンセンター 〒223-0053 横浜市港北区綱島西2-1-16（綱島支店2階） 045-541-8970

あざみ野住宅ローンセンター 〒225-0003 横浜市青葉区新石川1-4-3（あざみ野支店2階） 045-903-7011

上大岡住宅ローンセンター 〒233-0002 横浜市港南区上大岡西1-6-1（上大岡支店地下1階） 045-848-1171

東戸塚駅前住宅ローンセンター 〒244-0801 横浜市戸塚区品濃町538-1（東戸塚駅前支店3階） 045-821-5561

二俣川住宅ローンセンター 〒241-0821 横浜市旭区二俣川2-50-14（二俣川支店内） 045-362-4861

川崎住宅ローンセンター 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-1-17（川崎支店2階） 044-222-5903

新百合ヶ丘住宅ローンセンター 〒215-0021 川崎市麻生区上麻生1-6-2（新百合ヶ丘支店2階） 044-952-0811

横須賀住宅ローンセンター 〒238-0007 横須賀市若松町2-4（横須賀支店5階） 046-824-7595

藤沢住宅ローンセンター 〒251-0052 藤沢市藤沢460-9（藤沢中央支店4階） 0466-50-6793

大和住宅ローンセンター 〒242-0017 大和市大和東1-8-1（大和支店3階） 046-260-2511

平塚住宅ローンセンター 〒254-0042 平塚市明石町10-6（平塚支店2階） 0463-22-2741

相模原駅前住宅ローンセンター 〒252-0231 相模原市中央区相模原2-1-1（相模原駅前支店2階） 042-758-1151

町田・相模大野住宅ローンセンター 〒252-0303 相模原市南区相模大野3-3-1-103（相模大野支店3階） 042-742-4751

厚木住宅ローンセンター 〒243-0018 厚木市中町2-2-1（厚木支店2階） 046-295-7412

蒲田住宅ローンセンター 〒144-0052 東京都大田区蒲田5-38-3（蒲田支店2階） 03-3738-7871

玉川住宅ローンセンター 〒158-0094 東京都世田谷区玉川2-16-6（玉川支店内） 03-6805-6239

有人店舗・住宅ローンセンター等のご案内

2023年5月22日現在

住　所

店　名

店　名

東京都豊島区西池袋1-18-2（藤久ビル西1号館2階
（池袋駅西口Ｃ10出口すぐ））

住　所
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