
通番 金融機関名 本店又は本部所在地

1 株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１丁目１番５号

2 株式会社東京三菱銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号

3 株式会社ユーエフジェイ銀行 愛知県名古屋市中区錦３丁目２１番２４号

4 株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１番２号

5 株式会社りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町２丁目２番１号

6 株式会社北海道銀行 北海道札幌市中央区大通西４丁目１番地

7 株式会社青森銀行 青森県青森市橋本１丁目９番３０号

8 株式会社みちのく銀行 青森県青森市勝田１丁目３番１号

9 株式会社秋田銀行 秋田県秋田市山王３丁目２番１号

10 株式会社北都銀行 秋田県秋田市中通３丁目１番４１号

11 株式会社山形銀行 山形県山形市七日町３丁目１番２号

12 株式会社岩手銀行 岩手県盛岡市中央通１丁目２番３号

13 株式会社東北銀行 岩手県盛岡市内丸３番１号

14 株式会社東邦銀行 福島県福島市大町３番２５号

15 株式会社群馬銀行 群馬県前橋市元総社町１９４番地

16 株式会社足利銀行 栃木県宇都宮市桜４丁目１番２５号

17 株式会社関東つくば銀行 茨城県土浦市中央２丁目１１番７号

18 株式会社千葉興業銀行 千葉県千葉市美浜区幸町２丁目１番２号

19 株式会社横浜銀行 神奈川県横浜市西区みなとみらい３丁目１番１号

20 株式会社第四銀行 新潟県新潟市東堀前通七番町１０７１番地１

21 株式会社北越銀行 新潟県長岡市大手通２丁目２番地１４

22 株式会社八十二銀行 長野県長野市大字中御所字岡田１７８番地８

23 株式会社北陸銀行 富山県富山市堤町通り１丁目２番２６号

24 株式会社富山銀行 富山県高岡市守山町２２番地

25 株式会社北國銀行 石川県金沢市下堤町１番地

26 株式会社福井銀行 福井県福井市順化１丁目１番１号

27 スルガ銀行株式会社 静岡県沼津市通横町２３番地

28 株式会社清水銀行 静岡県静岡市清水区富士見町３番１号

29 株式会社大垣共立銀行 岐阜県大垣市郭町３丁目９８番地

30 株式会社三重銀行 三重県四日市市西新地７番８号

31 株式会社百五銀行 三重県津市岩田２１番２７号

32 株式会社泉州銀行 大阪府岸和田市宮本町２６番１５号

33 株式会社南都銀行 奈良県奈良市橋本町１６番地

34 株式会社紀陽銀行 和歌山県和歌山市本町１丁目３５番地

35 株式会社鳥取銀行 鳥取県鳥取市永楽温泉町１７１番地

36 株式会社山陰合同銀行 島根県松江市魚町１０番地

37 株式会社中国銀行 岡山県岡山市丸ノ内１丁目１５番２０号

38 株式会社広島銀行 広島県広島市中区紙屋町１丁目３番８号

39 株式会社阿波銀行 徳島県徳島市西船場町２丁目２４番地の１

40 株式会社百十四銀行 香川県高松市亀井町５番地の１

41 株式会社四国銀行 高知県高知市南はりまや町１丁目１番１号

42 株式会社佐賀銀行 佐賀県佐賀市唐人２丁目７番２０号

43 株式会社十八銀行 長崎県長崎市銅座町１番１１号

セーフティネット保証７号・指定金融機関リスト
（指定期間：　平成１７年７月１日～１２月３１日）

1/8



通番 金融機関名 本店又は本部所在地

44 株式会社親和銀行 長崎県佐世保市島瀬町１０番１２号

45 株式会社肥後銀行 熊本県熊本市練兵町１番地

46 株式会社大分銀行 大分県大分市府内町３丁目４番１号

47 株式会社宮崎銀行 宮崎県宮崎市橘通東４丁目３番５号

48 株式会社琉球銀行 沖縄県那覇市久茂地１丁目１１番１号

49 株式会社沖縄銀行 沖縄県那覇市久茂地３丁目１０番１号

50 株式会社西日本シティ銀行 福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目１番１号

51 三菱信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号

52 ユーエフジェイ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４番３号

53 中央三井信託銀行株式会社 東京都港区芝３丁目３３番１号

54 住友信託銀行株式会社 大阪府大阪市中央区北浜４丁目５番３３号

55 株式会社北洋銀行 北海道札幌市中央区大通西３丁目１１番地

56 株式会社山形しあわせ銀行 山形県山形市旅篭町３丁目２番３号

57 株式会社殖産銀行 山形県山形市桜町７番３５号

58 株式会社北日本銀行 岩手県盛岡市中央通１丁目６番７号

59 株式会社仙台銀行 宮城県仙台市青葉区一番町２丁目１番１号

60 株式会社栃木銀行 栃木県宇都宮市西２丁目１番１８号

61 株式会社茨城銀行 茨城県水戸市南町１丁目３番１号

62 株式会社京葉銀行 千葉県千葉市中央区富士見１丁目１１番１１号

63 株式会社神奈川銀行 神奈川県横浜市中区長者町９丁目１６６番地

64 株式会社大光銀行 新潟県長岡市大手通１丁目５番地６

65 株式会社長野銀行 長野県松本市渚２丁目９番３８号

66 株式会社富山第一銀行 富山県富山市総曲輪２丁目２番８号

67 株式会社愛知銀行 愛知県名古屋市中区栄３丁目１４番１２号

68 株式会社中京銀行 愛知県名古屋市中区栄３丁目３３番１３号

69 株式会社第三銀行 三重県松阪市京町５１０番地

70 株式会社びわこ銀行 滋賀県大津市中央４丁目５番１２号

71 株式会社大正銀行 大阪府大阪市西区靱本町１丁目４番１８号

72 株式会社奈良銀行 奈良県奈良市下三条町８番地

73 株式会社みなと銀行 兵庫県神戸市中央区三宮町２丁目１番１号

74 株式会社島根銀行 島根県松江市東本町二丁目３５番地

75 株式会社トマト銀行 岡山県岡山市番町２丁目３番４号

76 株式会社もみじ銀行 広島県広島市中区胡町１番２４号

77 株式会社徳島銀行 徳島県徳島市富田浜１丁目１６番地

78 株式会社香川銀行 香川県高松市亀井町６番地１

79 株式会社愛媛銀行 愛媛県松山市勝山町２丁目１番地

80 株式会社高知銀行 高知県高知市堺町２番２４号

81 株式会社佐賀共栄銀行 佐賀県佐賀市松原４丁目２番１２号

82 株式会社沖縄海邦銀行 沖縄県那覇市久茂地２丁目９番１２号

83 株式会社八千代銀行 東京都新宿区新宿５丁目９番２号

84 北空知信用金庫 北海道深川市４条８番１６号

85 渡島信用金庫 北海道茅部郡森町字御幸町１１５番地

86 稚内信用金庫 北海道稚内市中央３丁目９番６号

87 留萌信用金庫 北海道留萌市花園町２丁目１番８号

88 帯広信用金庫 北海道帯広市西３条南７丁目２番地
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89 釧路信用金庫 北海道釧路市北大通８丁目２番地

90 紋別信用金庫 北海道紋別市幸町４丁目２番１５号

91 あおもり信用金庫 青森県青森市橋本２丁目１２番３号

92 東奥信用金庫 青森県弘前市大字土手町８１番地

93 八戸信用金庫 青森県八戸市大字八日町１８番地

94 十和田信用金庫 青森県十和田市西三番町１番１０号

95 下北信用金庫 青森県むつ市柳町１丁目４番３号

96 秋田信用金庫 秋田県秋田市大町３丁目３番１８号

97 羽後信用金庫 秋田県由利本荘市大町３２番地

98 秋田ふれあい信用金庫 秋田県大仙市大曲福住町９番１６号

99 山形信用金庫 山形県山形市七日町１丁目４番１４号

100 米沢信用金庫 山形県米沢市大町５丁目４番地２７号

101 新庄信用金庫 山形県新庄市本町２番９号

102 酒田信用金庫 山形県酒田市本町３丁目１１番３５号

103 盛岡信用金庫 岩手県盛岡市中ノ橋通１丁目４番６号

104 宮古信用金庫 岩手県宮古市向町２番４６号

105 一関信用金庫 岩手県一関市幸町５番５号

106 北上信用金庫 岩手県北上市本通り１丁目５番３０号

107 花巻信用金庫 岩手県花巻市吹張町１１番１０号

108 水沢信用金庫 岩手県水沢市字日高西７１番地１

109 二戸信用金庫 岩手県二戸市福岡字中町１５番地

110 宮城第一信用金庫 宮城県仙台市青葉区中央３丁目５番１７号

111 石巻信用金庫 宮城県石巻市中央３丁目６番２１号

112 仙南信用金庫 宮城県白石市沢端町１番４５号

113 気仙沼信用金庫 宮城県気仙沼市八日町２丁目４番１０号

114 会津信用金庫 福島県会津若松市馬場町２番１６号

115 郡山信用金庫 福島県郡山市清水台２丁目１３番２６号

116 須賀川信用金庫 福島県須賀川市宮先町３１番地

117 ひまわり信用金庫 福島県いわき市平字２丁目１０番地

118 あぶくま信用金庫 福島県原町市栄町２丁目４番地

119 二本松信用金庫 福島県二本松市本町２丁目６４番地

120 アイオー信用金庫 群馬県伊勢崎市中央町２０番１７号

121 利根郡信用金庫 群馬県沼田市東原新町１５４０番地

122 北群馬信用金庫 群馬県渋川市石原２０３番地の３

123 多野信用金庫 群馬県藤岡市藤岡３１４番地

124 佐野信用金庫 栃木県佐野市本町２９１０番地

125 烏山信用金庫 栃木県那須郡烏山町中央２丁目４番１７号

126 結城信用金庫 茨城県結城市大字結城５５７番地

127 千葉信用金庫 千葉県千葉市中央区中央２丁目４番１号

128 銚子信用金庫 千葉県銚子市双葉町５番地の５

129 東京ベイ信用金庫 千葉県市川市市川１丁目２３番２８号

130 佐原信用金庫 千葉県佐原市佐原イ５２５番地

131 横浜信用金庫 神奈川県横浜市中区尾上町２丁目１６番地１

132 湘南信用金庫 神奈川県横須賀市大滝町２丁目２番地

133 平塚信用金庫 神奈川県平塚市紅谷町１１番１９号
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通番 金融機関名 本店又は本部所在地

134 さがみ信用金庫 神奈川県小田原市本町２丁目９番２５号

135 朝日信用金庫 東京都千代田区東神田２丁目１番２号

136 興産信用金庫 東京都千代田区神田紺屋町４１番地

137 東京シティ信用金庫 東京都中央区日本橋室町１丁目９番１４号

138 芝信用金庫 東京都港区新橋６丁目２３番１号

139 東京東信用金庫 東京都墨田区東向島２丁目３６番１０号

140 東栄信用金庫 東京都葛飾区新小岩１丁目５２番８号

141 足立成和信用金庫 東京都足立区千住１丁目４番１６号

142 西京信用金庫 東京都新宿区新宿４丁目３番２０号

143 世田谷信用金庫 東京都世田谷区世田谷１丁目２３番３号

144 東京信用金庫 東京都豊島区東池袋１丁目１２番５号

145 城北信用金庫 東京都荒川区荒川３丁目７９番７号

146 瀧野川信用金庫 東京都北区田端新町３丁目２５番２号

147 巣鴨信用金庫 東京都豊島区巣鴨２丁目１０番２号

148 八王子信用金庫 東京都八王子市八日町３番１５号

149 青梅信用金庫 東京都青梅市勝沼３丁目６５番地

150 新潟信用金庫 新潟県新潟市西堀通五番町８５５番地１

151 長岡信用金庫 新潟県長岡市大手通２丁目４番地７

152 新発田信用金庫 新潟県新発田市中央町３丁目２番２１号

153 柏崎信用金庫 新潟県柏崎市東本町１丁目２番１６号

154 上越信用金庫 新潟県上越市中央１丁目１１番１号

155 新井信用金庫 新潟県妙高市栄町２番３号

156 村上信用金庫 新潟県村上市小町２番１５号

157 加茂信用金庫 新潟県加茂市本町１番２９号

158 甲府信用金庫 山梨県甲府市丸の内２丁目１７番６号

159 山梨信用金庫 山梨県甲府市中央１丁目１２番３６号

160 長野信用金庫 長野県長野市大字鶴賀１３３番地１

161 松本信用金庫 長野県松本市丸の内１番１号

162 上田信用金庫 長野県上田市材木町１丁目１７番１２号

163 諏訪信用金庫 長野県岡谷市郷田２丁目１番８号

164 飯田信用金庫 長野県飯田市通り町１丁目６番地２

165 アルプス中央信用金庫 長野県伊那市大字伊那３４３８番地１

166 富山信用金庫 富山県富山市室町通り１丁目１番３２号

167 高岡信用金庫 富山県高岡市守山町６８番地

168 新湊信用金庫 富山県新湊市中新湊１２番２０号

169 新川水橋信用金庫 富山県魚津市双葉町６番５号

170 氷見伏木信用金庫 富山県氷見市比美町６番１５号

171 滑川信用金庫 富山県滑川市四間町６９３番地の１

172 砺波信用金庫 富山県南砺市福野１６２１番地の１５

173 金沢信用金庫 石川県金沢市香林坊１丁目３番８号

174 北陸信用金庫 石川県金沢市玉川町１１番１８号

175 鶴来信用金庫 石川県白山市鶴来本町１丁目ワ１０７番地の２

176 興能信用金庫 石川県鳳珠郡能登町字宇出津ム字４５番の１地

177 福井信用金庫 福井県福井市田原２丁目３番１号

178 敦賀信用金庫 福井県敦賀市本町１丁目１１番７号
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179 武生信用金庫 福井県武生市京町１丁目５番２７号

180 小浜信用金庫 福井県小浜市大手町９番２０号

181 越前信用金庫 福井県大野市日吉町２番１９号

182 富士宮信用金庫 静岡県富士宮市元城町３１番１５号

183 伊豆信用金庫 静岡県伊東市東松原町１１番１号

184 島田信用金庫 静岡県島田市本通３丁目２番の１

185 磐田信用金庫 静岡県磐田市中泉５７８番地の１

186 焼津信用金庫 静岡県焼津市栄町３丁目５番１４号

187 駿河信用金庫 静岡県御殿場市新橋２０２０番地

188 富士信用金庫 静岡県富士市青島町２１２番地

189 岐阜信用金庫 岐阜県岐阜市神田町６丁目１１番地

190 大垣信用金庫 岐阜県大垣市恵比寿町１丁目１番地

191 東濃信用金庫 岐阜県多治見市本町２丁目５番地の１

192 関信用金庫 岐阜県関市東貸上１２番地の１

193 西濃信用金庫 岐阜県揖斐郡大野町大野２０１

194 愛知信用金庫 愛知県名古屋市中区錦３丁目１５番２５号

195 豊橋信用金庫 愛知県豊橋市小畷町５７９番地

196 岡崎信用金庫 愛知県岡崎市菅生町字元菅４１番地

197 いちい信用金庫 愛知県一宮市栄１丁目４番１２号

198 半田信用金庫 愛知県半田市御幸町８番地

199 知多信用金庫 愛知県半田市星崎町３丁目３９番地の１８

200 豊川信用金庫 愛知県豊川市末広通３丁目３４番地１

201 豊田信用金庫 愛知県豊田市元城町１丁目４８番地

202 碧海信用金庫 愛知県安城市御幸本町１５番１号

203 西尾信用金庫 愛知県西尾市寄住町洲田５１番地

204 蒲郡信用金庫 愛知県蒲郡市元町５番８号

205 尾西信用金庫 愛知県一宮市篭屋１丁目４番３号

206 中日信用金庫 愛知県名古屋市北区清水２丁目９番５号

207 津信用金庫 三重県津市大門２１番１２号

208 北伊勢上野信用金庫 三重県四日市市安島２丁目２番３号

209 三重信用金庫 三重県松阪市朝日町１区１６番地の６

210 桑名信用金庫 三重県桑名市大央町２０番地

211 紀北信用金庫 三重県尾鷲市野地町１番３号

212 滋賀中央信用金庫 滋賀県近江八幡市桜宮町１９８番地

213 長浜信用金庫 滋賀県長浜市元浜町３番３号

214 湖東信用金庫 滋賀県東近江市青葉町１番１号

215 京都信用金庫 京都府京都市下京区四条通柳馬場東入立売東町７番地

216 京都中央信用金庫 京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町９１番地

217 京都北都信用金庫 京都府宮津市字鶴賀２０５４番地の１

218 大阪信用金庫 大阪府大阪市天王寺区上本町８丁目９番１４号

219 大阪市信用金庫 大阪府大阪市中央区北浜２丁目２番１０号

220 十三信用金庫 大阪府大阪市淀川区十三本町１丁目６番４号

221 大阪東信用金庫 大阪府八尾市本町２丁目８番１号

222 奈良中央信用金庫 奈良県磯城郡田原本町１３２番地の１０

223 新宮信用金庫 和歌山県新宮市大橋通３丁目１番地の４
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224 きのくに信用金庫 和歌山県和歌山市本町２丁目３８番地

225 湯浅信用金庫 和歌山県有田郡湯浅町大字湯浅９５５番地

226 神戸信用金庫 兵庫県神戸市中央区浪花町６１番地

227 姫路信用金庫 兵庫県姫路市十二所前町１０５番地

228 兵庫信用金庫 兵庫県姫路市北条口三丁目２７番地

229 尼崎信用金庫 兵庫県尼崎市開明町３丁目３０番地

230 日新信用金庫 兵庫県明石市本町２丁目３番２０号

231 淡路信用金庫 兵庫県洲本市宇山３丁目５番２５号

232 但馬信用金庫 兵庫県豊岡市中央町１７番８号

233 中兵庫信用金庫 兵庫県丹波市氷上町成松２２６番地の１

234 鳥取信用金庫 鳥取県鳥取市栄町６４５番地

235 米子信用金庫 鳥取県米子市東福原２丁目５番１号

236 倉吉信用金庫 鳥取県倉吉市昭和町１丁目６０番地

237 しまね信用金庫 島根県松江市御手船場町５５７番地４

238 日本海信用金庫 島根県浜田市殿町８３番地１

239 島根中央信用金庫 島根県大田市大田町大田ロ９４９番地

240 おかやま信用金庫 岡山県岡山市柳町１丁目１１番２１号

241 備北信用金庫 岡山県高梁市正宗町１９６４番地の１

242 日生信用金庫 岡山県備前市日生町日生８８８番地５

243 呉信用金庫 広島県呉市本通２丁目２番１５号

244 しまなみ信用金庫 広島県三原市港町１丁目８番１号

245 広島みどり信用金庫 広島県庄原市西本町三丁目１番８号

246 山口信用金庫 山口県山口市道場門前一丁目５番１号

247 下関信用金庫 山口県下関市細江町一丁目１番８号

248 防府信用金庫 山口県防府市天神１丁目１２番１８号

249 宇部信用金庫 山口県宇部市新町６番１号

250 萩信用金庫 山口県萩市大字唐樋町３番地の３

251 岩国信用金庫 山口県岩国市麻里布町４丁目７番８号

252 東山口信用金庫 山口県柳井市中央二丁目７番３１号

253 吉南信用金庫 山口県吉敷郡小郡町大字下郷１２０１番地

254 徳島信用金庫 徳島県徳島市紺屋町８番地

255 三津浜信用金庫 愛媛県松山市古三津１丁目２９番１７号

256 東予信用金庫 愛媛県新居浜市中須賀町１丁目６番３７号

257 高知信用金庫 高知県高知市はりまや町２丁目４番４号

258 福岡信用金庫 福岡県福岡市中央区天神１丁目６番８号

259 福岡ひびき信用金庫 福岡県北九州市八幡東区尾倉２丁目８番１号

260 大牟田柳川信用金庫 福岡県大牟田市有明町２丁目２番地の１７

261 筑後信用金庫 福岡県久留米市東町３５番地の１０

262 飯塚信用金庫 福岡県飯塚市本町１１番４２号

263 田川信用金庫 福岡県田川市大字伊田字壱丁九反ヶ坪３５５７番地８

264 大川信用金庫 福岡県大川市大字榎津３０５番地の１

265 遠賀信用金庫 福岡県遠賀郡水巻町頃末北３丁目２番１号

266 唐津信用金庫 佐賀県唐津市大名小路３１０番地の３５

267 佐賀信用金庫 佐賀県佐賀市中央本町８番１０号

268 伊万里信用金庫 佐賀県伊万里市伊万里町甲３７５番地３
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269 たちばな信用金庫 長崎県諫早市八坂町１番１０号

270 天草信用金庫 熊本県本渡市太田町９番地３

271 大分みらい信用金庫 大分県別府市駅前本町１番３１号

272 宮崎信用金庫 宮崎県宮崎市橘通東２丁目４番１号

273 延岡信用金庫 宮崎県延岡市南町１丁目４番地の３

274 西諸信用金庫 宮崎県小林市大字細野１５９７番地

275 高鍋信用金庫 宮崎県児湯郡高鍋町大字高鍋町６７３

276 鹿児島信用金庫 鹿児島県鹿児島市名山町１番２３号

277 奄美大島信用金庫 鹿児島県名瀬市幸町４番１８号

278 コザ信用金庫 沖縄県沖縄市上地２丁目１０番１号

279 札幌中央信用組合 北海道札幌市中央区南２条西２丁目１２番地

280 ウリ信用組合 北海道札幌市中央区大通西１２丁目４番７０

281 空知商工信用組合 北海道美唄市西２条南２丁目１番１号

282 室蘭商工信用組合 北海道室蘭市中央町１丁目１番１号

283 青森県信用組合 青森県青森市大字浜田字玉川２０７番１

284 石巻商工信用組合 宮城県石巻市中央２丁目１１番５号

285 古川信用組合 宮城県古川市十日町７番８号

286 秋田県信用組合 秋田県秋田市南通亀の町４番５号

287 北郡信用組合 山形県村山市楯岡晦日町１番８号

288 山形中央信用組合 山形県長井市本町１丁目３番３号

289 山形第一信用組合 山形県東置賜郡高畠町大字高畠６８７番地

290 福島県商工信用組合 福島県郡山市堂前町７番７号

291 いわき信用組合 福島県いわき市小名浜花畑町２番地の５

292 相双信用組合 福島県相馬市中村字大町６９番地

293 福島協和信用組合 福島県河沼郡会津坂下町字市中３番甲３６６３番地の１

294 那須信用組合 栃木県那須塩原市永田町６番地９号

295 群馬県信用組合 群馬県安中市原市６６８番地の６

296 かみつけ信用組合 群馬県高崎市田町１２５番地

297 東群馬信用組合 群馬県伊勢崎市境３１５番地の５

298 埼玉信用組合 埼玉県児玉郡児玉町大字児玉４４番地１６

299 房総信用組合 千葉県茂原市高師町１丁目１０番地５

300 銚子商工信用組合 千葉県銚子市東芝町１番地の１５

301 全東栄信用組合 東京都千代田区神田小川町３丁目６番地の１

302 文化産業信用組合 東京都千代田区神田神保町１丁目１０１番地

303 東信用組合 東京都墨田区吾妻橋１丁目５番３号

304 葛飾商工信用組合 東京都葛飾区立石２丁目４番２号

305 江東信用組合 東京都江東区住吉２丁目６番８号

306 青和信用組合 東京都葛飾区高砂３丁目１２番２号

307 中ノ郷信用組合 東京都墨田区東駒形４丁目５番４号

308 大東京信用組合 東京都港区東新橋２丁目６番１０号

309 城北信用組合 東京都文京区小石川３丁目３９番８号

310 ハナ信用組合 東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目２９番１０号

311 神奈川県歯科医師信用組合 神奈川県横浜市中区住吉町６丁目６８番地２

312 横浜商銀信用組合 神奈川県横浜市中区蓬莱町２丁目３番地

313 小田原第一信用組合 神奈川県小田原市栄町１丁目１４番４８号
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314 半原信用組合 神奈川県愛甲郡愛川町半原４１７７番地

315 新潟縣信用組合 新潟県新潟市営所通一番町３０２番地１

316 興栄信用組合 新潟県新潟市内野町１０６６番地

317 協栄信用組合 新潟県燕市大字東太田６９８４番地

318 新潟大栄信用組合 新潟県西蒲原郡分水町大字地蔵堂字町裏１９７０番地

319 都留信用組合 山梨県富士吉田市下吉田１７２９番地

320 長野県信用組合 長野県長野市新田町１１０３番地１

321 あすなろ信用組合 長野県松本市元町三丁目４番４５号

322 信用組合愛知商銀 愛知県名古屋市中村区則武１丁目５番１号

323 愛知県医師信用組合 愛知県名古屋市中区栄４丁目１４番２８号

324 豊橋商工信用組合 愛知県豊橋市駅前大通３丁目５５番地

325 愛知県中央信用組合 愛知県碧南市中町５丁目７７番地

326 三河信用組合 愛知県蒲郡市神明町１２番２０号

327 岐阜商工信用組合 岐阜県岐阜市今沢町１７番地

328 滋賀県民信用組合 滋賀県大津市梅林１丁目３番１０号

329 滋賀県信用組合 滋賀県甲賀市水口町八光２番４５号

330 大阪貯蓄信用組合 大阪府大阪市淀川区西三国１丁目２１番４０号

331 のぞみ信用組合 大阪府大阪市中央区内本町２丁目３番５号

332 中央信用組合 大阪府大阪市福島区野田１丁目１番８６号大阪市中央卸売市場本場内

333 富士信用組合 兵庫県神戸市中央区北長狭通４丁目４番１８号

334 兵庫県信用組合 兵庫県神戸市中央区栄町通３丁目４番１７号

335 香川県信用組合 香川県高松市亀井町９番地１０

336 福岡県中央信用組合 福岡県福岡市中央区赤坂１丁目１０番１７号

337 とびうめ信用組合 福岡県福岡市東区箱崎１丁目１０番８号

338 佐賀西信用組合 佐賀県鹿島市大字高津原４３６９番地１

339 長崎商銀信用組合 長崎県長崎市樺島町６番１５号

340 長崎県民信用組合 長崎県佐世保市下京町８番１５号

341 佐世保中央信用組合 長崎県佐世保市宮崎町３番１８号

342 玖珠郡信用組合 大分県玖珠郡玖珠町大字帆足２６６番地の６

343 宮崎県南部信用組合 宮崎県南那珂郡南郷町大字中村乙８２４１番地２

344 鹿児島県信用組合 鹿児島県鹿屋市寿３丁目１番１号

345 奄美信用組合 鹿児島県名瀬市幸町６番５号
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