
コーポレートデータ

「銀行業務」

「その他業務」

当社グループは、当社ならびに連結子会社９社および持分法適用関連会社1社で構成され、銀行業務を中心に、貸金業務、保証業務、  
リース業務などの金融サービスに係る事業を行なっております。当社グループの事業に係る位置づけは次のとおりであります。  
     

当社の本店ほか支店等においては、預金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務、証券・投資信託・保険の窓口販売業務を行
ない、これらの業務の取引増進に積極的に取り組んでおり、中心業務と位置づけております。      
また、スルガスタッフサービス株式会社、ＳＤＰセンター株式会社においても銀行事務代行業務等の銀行業務を展開しております。  

主な業務は、ダイレクトワン株式会社の貸金業務・保証業務、ライフ ナビ パートナーズ株式会社の保険募集業務、スルガ・キャピタル
株式会社のリース業務・保証業務、スルガカード株式会社のクレジットカード業務、SDP株式会社の保証業務等であります。  
               

連結子会社の状況 （平成28年3月31日現在）

会社名 住所 事業内容 設立年月日 資本金 当社議決権比率 子会社による間接所有を
含めた当社議決権比率

スルガスタッフサービス（株） 静岡県長泉町
東野スルガ平500-12

銀行事務代行業務
人材派遣業務

平成11年11月11日 20百万円 100.00% 100.00%

SDP（株） 東京都中央区
日本橋室町1-7-1

東京都中央区
日本橋室町1-7-1

保証業務

保険募集業務

平成19年 7月 9日 490百万円 93.11% 100.00%

（株）エイ・ピー・アイ 静岡県沼津市小諏訪30-1 印刷業務 平成 2年 1月26日 50百万円

10百万円

51.00% 51.00%

ダイレクトワン（株）

ライフ  ナビ パートナーズ（株）

静岡県掛川市駅前1-9
貸金業務
保証業務 平成24年 4 月 23日

平成27年 4 月 1日

2,400百万円 100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

中部債権回収（株） 静岡県掛川市駅前1-9 債権管理回収業務 平成19年 9月10日 500百万円 0.00% 100.00%

スルガ・キャピタル（株） 東京都中央区
日本橋室町1-7-1

リース業務
保証業務

昭和49年 6月24日 200百万円 43.90% 68.90%

スルガコンピューターサービス（株） 静岡県長泉町
東野スルガ平500-12

事務処理代行業務
システム開発業務 昭和57年 4月20日 100百万円 5.00% 100.00%

スルガカード（株） 東京都中央区
日本橋室町1-7-1 クレジットカード業務 平成 8年12月26日 50百万円 50.00% 95.00%

（注） 1. 上記連結子会社は、特定子会社に該当しません。 2. 上記連結子会社のうち、有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。
 3. ダイレクトワン㈱、ライフ ナビ パートナーズ㈱、ＳＤＰ㈱の設立年月日は、それぞれの商号変更日を記載しております。

スルガ銀行グループの組織の構成 （平成28年3月31日現在）

行
銀
ガ
ル
ス

スルガスタッフサービス株式会社（銀行事務代行業務・人材派遣業務）
SDPセンター株式会社（銀行事務代行業務）

株式会社エイ・ピー・アイ

ライフ ナビ パートナーズ株式会社（保険募集業務）

（印刷業務）

スルガ・キャピタル株式会社（リース業務・保証業務）
スルガコンピューターサービス株式会社（事務処理代行業務・システム開発業務）

スルガカード株式会社（クレジットカード業務）

SDP株式会社（保証業務）

ダイレクトワン株式会社（貸金業務・保証業務）

中部債権回収株式会社（債権管理回収業務）

クレジットカード事業（クレジットカード業務）

本店ほか支店122、出張所9

連結子会社その他業務

銀行業務

当社

連結子会社
持分法適用関連会社

スルガ銀行グループの事業の内容
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スルガ銀行および連結子会社における従業員数 
平成27年度

銀行 1,567(775)人
その他 337(92)
合計 1,904(867)

平成26年度
1,577(845)人
254(85)
1,831(930)

（注）1.従業員数は、執行役員平成26年度16人、平成27年度12人を含み、嘱託等ならびに臨時従業員平成26年度1,412人、平成27年度1,383人を含んでおりません。
 2. 臨時従業員は、（        ）内に年間の平均人員を外書きしております。

従業員の状況（単体）
平成23年度 平成24年度 平成25年度

事務職員 男性 1,093人 1,069人 1,076人
女性 585 590 586
計 1,678 1,659 1,662

庶務職員 男性 18 16 15
女性 0 0 0
計 18 16 15

合計 1,696 1,675 1,677
嘱託、臨時雇員、海外現地採用者 108 114 126
総合計 1,804 1,789 1,803
平均年齢 41歳1カ月 41歳8カ月 42歳1カ月
平均勤続年数 17年6カ月 18年0カ月 18年4カ月
平均給与月額 452,848円 457,415円 463,851円

平成26年度
1,069人
587
1,656
15
0
15

1,671
144
1,815

42歳3カ月
18年5カ月
468,042円

平成27年度
1,063人
587
1,650
15
0
15

1,665
163
1,828

42歳4カ月
18年5カ月
468,551円

（注） 1. 平均給与月額は、

 3. 平成26年4月1日 派遣子会社より転籍した業務スタッフが、別途 平成28年3月末344名おります。

3月の時間外手当を含む平均給与月額であり、賞与を除くものであります。
 2.  従業員の定年は、満60歳に達した時としております。 

ただし、当社が必要と認めた時は、延長または嘱託として期限を定めて再雇用することがあります。

株式所有者別状況 （平成28年3月31日現在）
政府および 
地方公共団体 金融機関 証券会社 その他の 

法人
外国法人等
（うち個人）

個人 
その他 計 単元未満 

株式の状況
株主数（人） 5 70 31 704 443 (2) 6,291 7,544
所有株式数（単元） 7,774 711,111 11,103 681,974 741,741 (0) 164,958 2,318,661 273,148
割合（%） 0.34 30.67 0.48 29.41 31.99 7.11 100.00
（注） 1. 1 単元の株式数は、100株であります。
 2.  自己名義株式 659,080 株は「個人その他」に6,590 単元、「単元未満株式の状況」に80 株含まれております。 

株式所有数別状況 （平成28年3月31日現在）
1,000 
単元以上

500 
単元以上

100 
単元以上

50 
単元以上

10 
単元以上

5 
単元以上

1 
単元以上 計 単元未満 

株式の状況
株主数（人） 144 76 531 546 2,756 752 2,663 7,544
割合（%） 1.91 1.01 7.04 7.23 36.53 9.97 35.30 100.00
所有株式数（単元） 348,514 52,582 104,860 36,026 53,558 4,893 4,837 2,318,661 273,148
割合（%） 15.03

5,000
単元以上

76
1.01

1,713,391
73.9 2.27 4.52 1.55 2.31 0.21 0.21 100.00

(0)

株式の状況

従業員の状況



株式の状況

大株主 （平成28年3月31日現在）

氏名または名称 住所 所有株式数 発行済株式総数に対する 
所有株式数の割合

エス・ジー・インベストメント株式会社 東京都中央区日本橋室町1丁目7番1号　 12,702 千株 5.47%
スルガ総合保険株式会社 静岡県沼津市大手町5丁目6－7　ヌマヅスルガビル3階 10,999 4.73

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 東京都中央区晴海1丁目8－11 8,798 3.79

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 東京都港区浜松町2丁目11番3号 7,195 3.09

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26－1 8,829 3.80

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内2丁目1－1 7,351 3.16

エス・ジー・アセット株式会社 東京都渋谷区広尾1丁目6番10号 6,750 2.90

4,874 2.09

一般財団法人スルガ奨学財団 静岡県沼津市通横町23　スルガ銀行株式会社本店内 5,401 2.32
JP MORGAN CHASE BANK 385078
JP MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 380578 EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER ６．ROUTE DE TREVES，L－2633 SENNINGERBERG, LUXEMBOURG

125 LONDON WALL LONDON EC2Y 5AJ U.K. 5,233 2.25

計 78,138 33.66
（注）上記の信託銀行所有株式のうち、当該銀行の信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）
 7,195 千株

 
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

 8,798 千株

自己株式の取得等の状況 
【株式の種類等】
会社法第155条第3号ならびに会社法第155条第7号による
普通株式の取得

（1）【株式総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。

（2）【取締役会決議による取得の状況】

（3）【株主総会決議または取締役会決議に基づかないものの内容】
会社法第155条第7号による普通株式の取得

会社法第155条第3号による普通株式の取得

区分 株式数（株） 価額の総額（円）
当事業年度における取得自己株式 3,057 7,767,090
当期間における取得自己株式（注） 141 305,603

区分 株式数（株） 価額の総額（円）
取締役会(平成27年11月10日)での決議状況
（取得期間平成27年11月11日～平成27年11月11日）

当事業年度前における取得自己株式
当事業年度における取得自己株式
残存決議株式の総数及び価額の総額
当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

当期間における取得自己株式
提出日現在の未行使割合(%)

16,000,000,0006,500,000

14,356,551,5005,964,500
1,643,448,500535,500

10.278.23

10.278.23

（注） 当期間における取得自己株式には、平成28年6月1日から有価証券報告書提出日まで
の単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。

（4）【取得自己株式の処理状況および保有状況】
当事業年度 当期間

区分 株式数
（株）

処分価額の 
総額（円）

株式数
（株）

処分価額の
総額（円）

引き受ける者の募集を
行なった取得自己株式 ― ― ― ―

消却の処分を行なった 
取得自己株式 ― ―

合併、株式交換、会社分
割に係る移転を行なった取
得自己株式

―

――

――

― ― ―

その他 ― ― ― ―
　 単元未満株式買増請求
による処分

　ストック・オプション 
　行使に伴う処分 164,000 183,830,000

29,581,167,200

42,000 38,676,000

122,902419,740164 68

保有自己株式数 659,080

26,000,000

― 617,153 ―

（注） 当期間における保有自己株式数には、平成28年6月1日から有価証券報告書提出日ま
での単元未満株式の買増請求による処分、ストック・オプション行使に伴う処分、単元
未満株式の買取および取締役会決議に基づく取得による株式数は含めておりません。

46



店舗のご案内
◎印は外貨両替取扱店

*印はインターネット支店（合計13か店）
○ 印は外貨両替取扱店

◇印はその他営業店舗

 （外貨現金売渡のみ）

E印はATM、土・日・祝日取扱店
（1/1～1/3 および 5/3～5/5を除く

5/3ただし ～5/5のうち日曜日にあたる日は営業）
  5はATM平日17時までの取扱店
  6はATM平日18時までの取扱店
  7はATM平日19時までの取扱店
  8はATM平日20時までの取扱店
  9はATM平日21時までの取扱店
10はATM平日22時までの取扱店
11はATM平日23時までの取扱店

静岡県（78か店）
9E ◎本店営業部
 〒410-8689
 沼津市通横町23番地
 ☎055-962-0080

9E ○沼津原町支店
〒410-0312
沼津市原909番地の2
☎055-966-0022

9E 　徳倉支店
 〒411-0916
 駿東郡清水町中徳倉16番の11
 ☎055-933-0456

9E ○沼津駅支店
 〒410-0801
 沼津市大手町1丁目1番6号
 

☎055-962-1282

9E ○沼津岡宮支店
 〒410-0011
 沼津市岡宮881番地の5
 ☎055-925-3030

5 　沼津市役所出張所
〒410-0832
沼津市御幸町16番1号
☎055-934-0825

8E ○沼津港支店
 〒410-0845
 沼津市千本港町46番地
 ☎055-963-1616
9E ○沼津南支店

〒410-0822
沼津市下香貫1486番地の2
☎055-931-0414

8E 　沼津静浦支店
 〒410-0106
 沼津市志下345番地の23
 ☎055-931-3105

9E ○沼津青野支店
 〒410-0307
 沼津市青野421番地の1
 ☎055-966-2492

9E 　沼津あしたか支店
 〒410-0302
 沼津市東椎路1482番地の2
 ☎055-924-2221

9E ◎沼津セントラル支店
 〒410-0053
 沼津市寿町1番5号
 ☎055-926-1001

9E ◎三島支店
 〒411-0838
 三島市中田町9番30号
 ☎055-981-6688

9E ◎三島セントラル支店
 〒411-0036
 三島市一番町15番26号
 ☎055-971-1212

9E ○三島西支店
 〒411-0901
 駿東郡清水町新宿179番地の1
 ☎055-976-2790

9E ◎長泉支店
 〒411-0943
 駿東郡長泉町下土狩1334番地の6
 ☎055-986-0218
8E 　ウェルディ長泉出張所
 〒411-0934
  駿東郡長泉町下長窪1076番地の1
 ☎055-989-9090

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
9E ◎清水町支店
 〒411-0902
 駿東郡清水町玉川61番地の2
 ☎055-975-6996

9E ○大場支店
 〒419-0123
 田方郡函南町間宮439番地の1
 ☎055-979-1222
9E ○伊豆長岡支店
 〒410-2114
 伊豆の国市南條732番地の1
 ☎055-949-1241
9E ◎伊豆中央支店
 〒410-2322
 伊豆の国市吉田153番地の1
 ☎0558-76-1080
8E ○修善寺支店
 〒410-2407
 伊豆市柏久保544番地の40
 ☎0558-72-2028
8E ○中伊豆支店
 〒410-2505
 伊豆市八幡471番地の3
 ☎0558-83-1012
9E ◎熱海支店
 〒413-0013
 熱海市銀座町9番10号
 ☎0557-81-8261
9E ◎熱海駅支店
 〒413-0011
 熱海市田原本町8番6号
 ☎0557-81-9137
9E ◎伊東支店
 〒414-0027
 伊東市竹の内1丁目4番3号
 ☎0557-37-0080
9E ○伊東駅支店
 〒414-0003
 伊東市中央町2番8号
 ☎0557-37-0180

8E ◎下田支店
 〒415-0022
 下田市2丁目1番1号
 ☎0558-22-0888
8E ○松崎支店
 〒410-3624
 賀茂郡松崎町江奈228番地の3
 ☎0558-42-0349

8E ○伊豆稲取支店
 〒413-0411
  賀茂郡東伊豆町稲取

1699番地の11イオンタウン稲取
 ☎0557-95-2421

9E ◎御殿場駅支店
 〒412-0043
 御殿場市新橋2034番地の2
 ☎0550-82-1122
9E ◎御殿場西支店
 〒412-0042
  御殿場市萩原字立道853番地の1
 ☎0550-89-6710
9E ◎御殿場東支店
 〒412-0026
 御殿場市東田中1丁目4番6号
 ☎0550-84-3100

8E ◎裾野支店
 〒410-1118
 裾野市佐野1039番地
 ☎055-993-1911

9E ○小山支店
 〒410-1304
 駿東郡小山町藤曲54番地の18
 ☎0550-76-1500

9E ◎富士吉原支店
 〒417-0051
 富士市吉原2丁目10番23号
 ☎0545-52-5000
9E ◎富士支店
 〒416-0914
 富士市本町8番9号
 ☎0545-61-0290
9E ○富士鷹岡支店
 〒419-0201
 富士市厚原872番地の2
 ☎0545-71-1020
8E ◎富士宮支店
 〒418-0065
 富士宮市中央町4番8号
 ☎0544-24-8000
8E ◎清水支店
 〒424-0821
 静岡市清水区相生町5番10号
 ☎054-352-5137

9E 　興津支店
 〒424-0205
 静岡市清水区興津本町113 番1
 ☎054-369-0151

9E ○清水駅支店
 〒424-0816
 静岡市清水区真砂町3番22号
 ☎054-366-3101
9E ○清水三保支店
 〒424-0906
  静岡市清水区駒越北町8番1号 

ベイドリーム清水 1階
 ☎054-334-0821
8E 　清水高橋支店
 〒424-0027
 静岡市清水区飯田町1番3号
 ☎054-366-0749

9E ○草薙支店
 〒424-0888
  静岡市清水区中之郷1丁目4番10

号

 ☎054-347-0180
9E ◎静岡支店
 〒420-0031

静岡市葵区呉服町2丁目1番地の5
 ☎054-252-0141

9E ◎静岡南支店
 〒422-8067
  静岡市駿河区南町14番1号
 ☎054-286-0371

6 ○静岡県庁支店
 〒420-8601
  静岡市葵区追手町9番6号
 ☎054-272-5511

8E ○伝馬町支店
 〒420-0858
  静岡市葵区伝馬町9番1号
 ☎054-255-2311

9E ◎静岡東支店
 〒422-8021
  静岡市駿河区小鹿923 番地の1
 ☎054-288-7911
9E ○東静岡支店
 〒420-0821
 静岡市葵区柚木191番地
 マークイズ静岡1階
 ☎054-261-5311

8E ○焼津支店
 〒425-0035
 焼津市東小川1丁目3番23号
 ☎054-628-2165
9E ○岡部支店
 〒421-1131
 藤枝市岡部町内谷948番地の8
 ☎054-667-0003

 
 

8E ○島田支店
〒427-0022
島田市本通3丁目2番の8
☎0547-37-3151

9E ○榛原支店
〒421-0422
牧之原市静波239番地の1
☎0548-22-1221

8E ○相良支店
〒421-0523
牧之原市波津1丁目40番地
☎0548-52-1422

10E ○金谷支店
 〒428-0015
 島田市金谷扇町377番地の1
 ☎0547-45-2171

9E ◎掛川支店
 〒436-0028
 掛川市亀の甲1丁目6番3号
 ☎0537-22-5121
9E 　掛川駅前出張所
 〒436-8503
 掛川市駅前1番地の9

D-oneビル1階 
☎0537-22-2520 

8E ○袋井支店 
〒437-0027 
袋井市高尾町25番地の1 
☎0538-42-3178

9E ○磐田支店 
〒438-0071 
磐田市今之浦 
☎0538-32-8151

国内133店舗

8E 　天竜支店

 

〒431-3314
浜松市天竜区二俣町二俣1060番地

 

☎053-925-2161

9E ◎浜松支店 
〒430-0926 
浜松市中区砂山町328番地11 
☎053-454-1050

8E ○浜松追分支店 
〒432-8011 
浜松市中区城北2丁目1番12号

3 1丁目 番11号アピタ磐田店1階

 
☎053-473-1161

8E ○浜松北支店 
〒433-8112 
浜松市北区初生町602番地の1 
☎053-436-1311

　ANA支店
〒411-8689
駿東郡長泉町スルガ平500
☎0120-029-589

 *

　OCN 支店
〒411-8689
駿東郡長泉町スルガ平500
☎0120-005-175

   *

　リクルート支店
〒411-8689
駿東郡長泉町スルガ平500
☎0120-60-2225

   *

　Dバンク支店
〒411-8689
駿東郡長泉町スルガ平500
☎0120-55-4189

  
 *

　ドリームダイレクト支店
〒411-8689
駿東郡長泉町スルガ平500
☎0120-86-1689

*

　ソネット支店
〒411-8689
駿東郡長泉町スルガ平500
☎0120-50-2189

*

　Tポイント支店
〒411-8689
駿東郡長泉町スルガ平500
☎0120-854-789

*

　マイ支店
〒411-8689
駿東郡長泉町スルガ平500
☎0120-008-925

*

イーラde1階

9E ○藤枝支店
〒426-0071
藤枝市志太4丁目7番8号
☎054-641-3455
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神奈川県（39か店）

8E ◎横浜支店
 〒231-0012
  横浜市中区相生町3丁目56番地の1
 JNビル1階
 ☎045-651-1501

9E 　たまプラーザ支店
 〒225-0003
  横浜市青葉区新石川2丁目2番1号
 たまプラーザテラスサウスプラザ1階
 ☎045-913-0351

7E 　川崎支店
 〒212-0014
  川崎市幸区大宮町1310番
 ミューザ川崎セントラルタワー9階
 ☎044-533-6651

6 　神奈川県庁出張所
 〒231-0021
 横浜市中区日本大通1
 ☎045-201-7115
11E ○横浜東口支店
 〒220-0011
  横浜市西区高島2丁目19番12号 

スカイビル22 階
 ☎045-461-3910
11E ◎横浜日吉支店
 〒223-0061
 横浜市港北区日吉2丁目1番4号
 ☎045-562-1191
9E ○横浜戸塚支店
 〒244-0003
 横浜市戸塚区戸塚町4100番地口号
 ☎045-871-0081
8E ○横浜弥生台支店
 〒245-0008
 横浜市泉区弥生台16番地1
 ☎045-811-6700
8E ○横浜若葉台支店
 〒241-0801
 横浜市旭区若葉台3丁目6番1号
 ☎045-922-1311
9E ◎横浜磯子支店
 〒235-0023
 横浜市磯子区森1丁目7番6号
 ☎045-753-1011
9E ○横浜六ツ川支店
 〒232-0066
 横浜市南区六ツ川3丁目79番14号
 ☎045-712-1711
9E ◎横須賀支店
 〒238-0007
 横須賀市若松町2丁目5番地の8
 ☎046-822-5200
8E ○横須賀武山支店
 〒238-0315
 横須賀市林1丁目21番5号
 ☎046-856-4343

8E ◎湘南ライフタウン支店

 

〒251-0861

 

藤沢市大庭5061番地の24

 

☎0466-88-1311
9E ◎湘南台支店

 

〒252-0804

 

藤沢市湘南台1丁目12番地の1

 

☎0466-43-1211
6 　慶應義塾大学出張所

 

〒252-0816

 

藤沢市遠藤6701 番地の3

 

☎0466-48-0330
9E 

 

〒251-0041
  1丁目3番1号 

テラスモール湘南1階

 

☎0466-36-9106
9E ◎茅ヶ崎支店

 

〒253-0043

 

茅ヶ崎市元町2番3号

 

☎0467-85-8121
9E ○茅ヶ崎鶴が台支店

藤沢市辻堂神台

 

〒253-0084

 

茅ヶ崎市円蔵 19番36号

 

☎0467-51-4121
8E 　浜見平支店

 

〒253-0062

 

茅ヶ崎市浜見平377番地

 

☎0467-82-5161
9E ◎平塚支店

 

〒254-0042

 

平塚市明石町9番3号

 

☎0463-21-3441
9E ◎厚木支店

 

〒243-0018

 

厚木市中町2丁目1番18号

 

☎046-221-5161
9E ○厚木鳶尾支店

 

〒243-0204

 

厚木市鳶尾2丁目25番7号

 

☎046-241-8611
8E ◎相模原支店

 

〒252-0231
  相模原市中央区相模原6丁目

23番10号

 

☎042-754-5151
8E ○東林間支店

 

〒252-0302
  相模原市南区上鶴間7丁目5番7号

 

☎042-745-6911
8E ○中央林間支店

 

〒242-0007

 

大和市中央林間6丁目1番18号

 

☎046-274-5111
9E ◎海老名支店

 

〒243-0432

 

海老名市中央1丁目4番35号

 

☎046-232-3311
9E ◎秦野支店

 

〒257-0043

 

秦野市栄町4番12号

 

☎0463-81-1811

9E ◎小田原支店

 

〒250-0011

 

小田原市栄町1丁目14番52号

 

☎0465-22-2191
9E ◎小田原東支店 

〒256-0813 
小田原市前川120番地 
☎0465-49-6911

9E ◎大井松田支店 
〒258-0019

  

 

 
☎0465-83-0231

9E ◎箱根支店
 〒250-0401
 足柄下郡箱根町宮城野108番地の
 ☎0460-82-2441
8E 　湯河原支店
 〒259-0314
 足柄下郡湯河原町宮上79番地の1

1

 ☎0465-62-5121

東京都（7か店）
9E ◎東京支店
 〒103-8689
 中央区日本橋室町1丁目7番1号
 ☎03-3279-5511

6E 　新宿支店
 〒163-1524
  新宿区西新宿1丁目

1丁目

6番1号 
新宿エルタワー24階

 ☎03-3343-5978

7E 　二子玉川支店
 〒158-0094
  世田谷区玉川2丁目21番1号 

二子玉川ライズ・オフィス12階
 ☎03-3707-7210

6E 　渋谷支店
 〒150-0043
  渋谷区道玄坂1丁目12番1号 

渋谷マークシティ14階
 ☎03-3464-7210

7E 　ミッドタウン支店
 〒107-6207
  港区赤坂9丁目7番1号 

東京ミッドタウン 
ミッドタウンタワー7階

 ☎03-5411-2361
 

　ゆうちょ専用支店

 

〒104-6043
  中央区晴海1丁目8番10号 

晴海アイランドトリトンスクエア
オフィスタワーX棟43階

 

☎0120-745-600

その他（9か店）
6 　札幌支店

 

〒060-0003
  札幌市中央区北三条西4丁目1番地1 

日本生命札幌ビル14階

 

☎011-242-1213
6 　仙台支店

 

〒980-0021
  仙台市青葉区中央1丁目2番3号 

仙台マークワン16階

 

☎022-211-1623

6 　大宮出張所
 〒330-8669
  さいたま市大宮区桜木町1丁目7番

5号 大宮ソニックシティビル17階
 ☎048-648-1799

　大阪支店
〒530-0003

  大阪市北区堂島1丁目6番20号 
堂島アバンザ7階
☎06-6344-2402

6 
 

 
6 　広島支店
 〒730-0051
  広島市中区大手町2丁目7番10号 

広島三井ビルディング4階
 ☎082-243-8915

6 　福岡支店
 〒812-0012
  福岡市博多区博多駅中央街

8番1号
 

JRJP博多ビル4階
 ☎092-431-3502

*

*

*

* 8E ◎鎌倉支店

 

〒248-0006

 

鎌倉市小町1丁目13番20号

 

☎0467-23-1133

8E ◎南足柄支店 
〒250-0105 
南足柄市関本569番地 
☎0465-74-2145

◇　　湘南T-SITE出張所
〒251-0043
藤沢市辻堂元町6丁目20番1号
湘南T-SITE 1号館2階

◇　　ANA支店 FINANCIAL SPACE
〒103-8689
中央区日本橋室町1丁目7番1号
（東京支店内1階）

8E ○三浦海岸支店

 

〒238-0101 
  三浦市南下浦町上宮田字水深

3112 番5

 

☎046-888-4111
9E ◎藤沢支店

 

〒251-0052

 

藤沢市藤沢388番地

 

☎0466-23-4511

9E ◎久里浜支店
  〒239-0831 

横須賀市久里浜5丁目11番22号

 

☎046-836-7447

6 　千葉出張所
 〒260-0028
  千葉市中央区新町1000番

センシティタワー21階
 ☎043-301-0021
6 　名古屋支店
 〒460-0003
 名古屋市中区錦3丁目22番26号
 ☎052-961-5311
6 
 

 

　京都支店
〒600-8216
京都市下京区塩小路通 
西洞院東入東塩小路町843番地2 
日本生命京都ヤサカビル8階
☎075-344-0752

足柄上郡大井町金子
345番地1

　ダイレクトワン支店
〒411-8689
駿東郡長泉町スルガ平500
☎0120-60-1616

　イービジネスダイレクト支店
〒411-8689
駿東郡長泉町スルガ平500
☎0120-185-285

　ハウジングローン支店
〒411-8689
駿東郡長泉町スルガ平500
☎055-989-0990

　タウンネットワーク支店
〒411-8689
駿東郡長泉町スルガ平500
☎055-987-0113

*

店舗ネットワーク
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ドリームプラザ日本橋（東京支店内） 
☎03-3270-1834

 

ドリームプラザ新宿（新宿支店内）
☎03-3343-5721

 

ドリームプラザ渋谷（渋谷支店内）
☎03-3464-6371

ドリームプラザ横浜（横浜東口支店内） 
☎045-451-3722
ドリームプラザ札幌（札幌支店内） 
☎011-242-1211
ドリームプラザ仙台（仙台支店内） 
☎022-211-1622
ドリームプラザ大宮（大宮出張所内） 
☎048-648-1810
ドリームプラザ千葉（千葉出張所内） 
☎043-301-0011
ドリームプラザ名古屋（名古屋支店内） 
☎052-961-6911

 

ドリームプラザ大阪（大阪支店内）
☎06-6344-2401

 

ドリームプラザ京都（京都支店内）
☎075-344-0751

ドリームプラザ広島（広島支店内）  
☎082-243-8911
ドリームプラザ福岡（福岡支店内） 
☎092-431-3501
横須賀ハウジングローンセンター（横須賀支店内） 
☎046-823-2203
湘南ハウジングローンセンター（藤沢支店内） 
☎0466-50-1691
平塚ハウジングローンセンター（平塚支店内） 
☎0463-21-6783
厚木ハウジングローンセンター（厚木支店内）
☎046-221-8033
中央林間ハウジングローンセンター（中央林間支店内）
☎046-277-0511
小田原ハウジングローンセンター（小田原支店内） 
☎0465-22-9751
三島ハウジングローンセンター（三島セントラル支店内）
☎055-973-5931
静岡ハウジングローンセンター（静岡南支店内） 
☎054-286-0250

 浜松ハウジングローンセンター（浜松支店内）

 
☎053-454-1130

ローンご相談窓口

ドリームサロン日本橋（東京支店内）

ドリームサロン新宿（新宿支店内）
ドリームサロン渋谷（渋谷支店内）

ドリームサロン横浜（横浜東口支店内）
ドリームサロン藤沢（藤沢支店内）
ドリームサロン茅ヶ崎（茅ヶ崎支店内）

ドリームサロン小田原（小田原支店内）
ドリームサロン厚木（厚木支店内）

資産運用ご相談窓口

自動取引機（ATM）設置状況
（平成28年5月31日現在）

設置箇所 設置台数

店舗内設置 120か所 336台
店舗外設置 39,964か所 42,585台
うちスルガATM 163か所 184台

うちセブン銀行ATM 20,905か所 22,653 台

うちイーネットATM 13,468か所 13,570 台

 うちタウンネットワーク
サービスATM 442か所 442台

うちイオン銀行ATM 4,986 か所 5,736 台

合計 40,084か所 42,921台

スルガ銀行緊急サポートセンター   
　 055-987-8182　24時間365日（有人受付）   
同時に最寄りの警察（交番）にもお届けください。  

緊急連絡先のご案内

ATMネットワークのご案内

入金も出金もできるATM

出金ができるATM

最寄りのATMの情報が検索できます。
http://www.surugabank.co.jp/surugabank/
kojin/tenpo/search.html

ゆうちょ銀行のATM セブン銀行のATM

イーネットマークの
コンビニATM

全国の提携金融機関
ATM・CD

イオン銀行のATM

タウンネットワーク
サービスのATM

キャッシュカード・通帳・印鑑を紛失された際は、直ちにお取
引店または以下緊急サポートセンターへご連絡ください。

店舗ネットワーク



 
静岡県（121か所）

沼津市
☆ 沼津市役所
☆ 沼津市役所共同
 沼津市立病院
E 沼津駅南口
E 沼津大手町
E 西友沼津店
E 西友沼津松長店
E 学園通り
E イシバシプラザ
E 沼津原出張所
E R1ヌマヅ・イースト
E エスポット沼津
E カインズホーム沼津店
E 沼津大岡
E マックスバリュ沼津南

三島市
E 加茂
E JR三島駅北口
E JR三島駅南口
 三島市役所
 東芝テック三島事業所
☆ 日本大学国際関係学部
E デニーズ三島北店
E 大場駅前
E 三島北
E 三島支店本町

長泉町
E 長泉町役場
 キャンパスヘブン
E 

清水町
☆ 卸団地食遊市場
E 卸団地

函南町
E 函南間宮
E ミシマ・ニッタステーション
E キミサワ函南

伊豆の国市
☆ 順天堂大学静岡病院
E マックスバリュ伊豆長岡店
☆ 伊豆の国市役所大仁庁舎

伊豆市
E 天城湯ヶ島

熱海市

 
熱海市役所

E 昭和町

伊東市
E JR伊東駅
☆ 伊豆高原駅
 伊東市役所
E 伊東ショッピングプラザデュオ

下田市
E 東急ストア下田店

西伊豆町
E ハック西伊豆店

御殿場市
 御殿場市役所
E マックスバリュ御殿場東田中
E エスポット御殿場店
E 御殿場プレミアムアウトレット
 陸上自衛隊板妻駐屯地
 陸上自衛隊駒門駐屯地
 陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地
E 御殿場便船キミサワプラザ
E 仲町

裾野市
 裾野市役所
E JR裾野駅
E 千福
☆ キヤノン富士裾野リサーチパーク

小山町
 陸上自衛隊富士学校

富士市
E クロスガーデン富士中央
E ピアゴ富士中央店
 ジャトコ
E アピタ富士吉原
 E イオンタウン富士南
E 西友富士今泉店
E つたや本吉原店
E 西友楽市富士青島店
E マックスバリュ八幡町
E マックスバリュ富士見台
E 富士市役所前

富士宮市
 富士宮市役所
E ピアゴ富士宮
E イオンモール富士宮

静岡市
☆ 静岡市立清水病院
☆ 静岡市清水保健センター
E 袖師
E 入江
E 三保
☆ 東海大学1号館
E 興津駅前
E イオン清水
 静岡市役所静岡庁舎
E パルシェ
 静岡県立大学
☆ 静岡大学
☆ 静岡大学共同
 タミヤ
E アピタ静岡
☆ 常葉学園
E エスポット静岡東店
 静岡県庁別館
 静岡県庁東館
E 富士屋中田店
E 静岡パルコ
E エスポット清水天王
E マークイズ静岡
E 上土プラザ

焼津市
E 田子重西焼津店
E 田子重登呂田店
E 大井川

藤枝市
 藤枝市役所
藤枝プラザ

☆ 藤枝市立総合病院
E 

E 

富士屋高洲店
E エスポット藤枝店

島田市
E アピタ島田
☆ 島田市役所

牧之原市
 榛原総合病院
 牧之原市役所相良庁舎

掛川市
 掛川市役所
E 掛川駅北口
E アピタ掛川
☆

 

中東遠総合医療センター

袋井市
☆ 静岡理工科大学
E ピアゴ袋井店

E ららぽーと磐田
磐田市

E ピアゴ上岡田店
E 豊岡とれたて元気村

浜松市
 静岡大学工学部
 静岡文化芸術大学
 常葉大学浜松キャンパス

神奈川県（40か所）

川崎市
E 川崎アゼリア

横浜市 
☆ 慶應義塾大学理工学部
☆ けいゆう病院

横須賀市
E 防衛大学校
E 横須賀市役所

鎌倉市
 鎌倉市役所

藤沢市
☆ 藤沢市役所
☆ 藤沢市民病院
辻堂駅北E 

E 湘南台ウエスト
 湘南とうきゅう（移動）
☆ 慶應義塾湘南藤沢キャンパス
E テラスモール湘南
E イオン藤沢
E 西友藤沢石川
E 湘南モールFILL

茅ヶ崎市 
E JR茅ヶ崎駅南口
E マルエツ茅ヶ崎店
E イオン茅ヶ崎中央
E イオン茅ヶ崎

寒川町
E R45大曲
 Fuji倉見店（移動）

厚木市
 厚木市役所
E ザ・コンボ厚木妻田店

相模原市
E 相模大野

大和市
E イオンつきみ野
 イオン大和ショピングセンター（移動）

海老名市
☆ 海老名市役所
ららぽーと海老名

E 
E 
海老名南

秦野市
 秦野市役所
E 秦野東田原

小田原市
 小田原市役所
E 小田原アプリ

E 松田プラザ

E JR国府津駅

南足柄市
☆ 南足柄市役所

湯河原町

松田町

E JR湯河原駅前

開成町
E マックスバリュ開成駅前

E エスポット湯河原店

（注）☆は土曜日、Eは土曜・日曜・祝日営業店（1／1～1／3および5／3～5／5を除く）〈5／3～5／5のうち日曜日にあたる日は営業〉

店舗外キャッシュポイント （平成28年6月30日現在）

（注）☆は土曜日、Eは土曜・日曜・祝日営業店（1／1～1／3および5／3～5／5を除く）〈5／3～5／5のうち日曜日にあたる日は営業〉
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当社ならではのユニークな商品ラインナップで展開するインターネット支店は、お客さまがパソコンやスマートフォンと
いったダイレクトチャネルを活用することにより、時間と場所を問わずにアクセスすることができます。また、さまざまな異
業種との業務提携（アライアンス）により、お客さまに魅力ある各種商品・サービスをご提供しています。

Ｖｉｓａデビットカード、マイレージカード、銀行
キャッシュカードの３機能を一体化した「ＡＮＡマ
イレージクラブＦｉｎａｎｃｉａｌ Ｐａｓｓ Ｖｉｓａデビット
カード」。「マイル付き住宅ローン」や「マイル付き
定期預金」、給与振込や口座振替などの銀行取
引でより多くのマイルを貯めることができます。

インターネットプロバイダーにOCNを利用さ
れている方のための支店です。ご利用に応じて

「ポイント」が貯まる定期預金、各種ローンの
ほか、大好評の「ジャンボ宝くじ付き定期預金」
などをお取扱いしています。

Ｖｉｓａデビットカード、Ｔカード、銀行キャッシュ
カード、ローンカードの４つの機能が１枚になっ
た「ＶｉｓａデビットＴカード」。「ＶｉｓａデビットＴカー
ド」でのお支払いや給与振込、定期預金でＴポ
イントが貯まります。

ホテル宿泊券やレストランのお食事券などが
毎月抽せんで当たる「スペシャルギフト付き定
期預金」やペアで申し込むと抽せんで旅行券
が当たる「hahaco定期預金」、女性専用住宅
ローン「Dream Styleホームローン」などの女
性に嬉しい商品をお取扱いしています。

円預金の特別金利、お取引内容によりＡＴＭ
引出手数料無料となる特典のほか、キャッシュ
カードは世界中で便利に使えるＶｉｓａデビット
機能付きです。また、自動貸越サービスをセッ
トすれば“貯める”“使う”“借りる”が１セットに。
充実した金融サービスを展開しています。

ゼクシィやSUUMOなど、リクルートの各種サービスと連携
し、最大3か月間無利息でご利用いただける「ゼクシィ結婚
式費用立替えプラン」、物件やプランが未定でも借入金額の
目安がわかる「SUUMO提携住宅ローン」など、リクルートの
各種サービスと連携したオリジナルサービスが特長です。
その他、ご利用金額の0.8％分のリクルートポイントがもら
える「Visaデビットカード」や「口座振替サービス」「定期預金」

「投資信託」など特典付き商品を多数ご用意しております。

dポイント会員の方をファイナンス面から応援
する支店です。定期預金や住宅ローン、給与振
込、口座振替などの銀行取引でdポイントが貯
まります。また、「SURUGA Visaデビットカー
ド」もご利用金額に応じてdポイントをプレゼ
ントします。

億万長者が11人も誕生している「ジャンボ宝
くじ付き定期預金（個人・法人）」をはじめ、宝
くじ付き外貨定期預金や年金受取サービス
などの商品・サービスをラインナップ。また、

「SURUGA Visaデビットカード」もご利用金
額に応じて宝くじをお届けします。

ゆうちょ銀行の取扱店窓口で申し込みできる
スルガ銀行のローンお取引店です。「ホーム
ローン“夢舞台”」、「カードローン“したく”」、「フ
リーローン“夢航路”」をラインナップ。スルガ
銀行はゆうちょ銀行とともにあなたの夢にい
のちを吹きこむお手伝いをします。

ご来店不要で全国からご契約可能な銀行口座
不要のカードローンを中心としたローン専門
支店です。また、グループ会社のカードローン

「ダイレクトワン」をお持ちの方に普通預金口
座をお持ちいただくとカードローンがさらに
便利にご利用いただけます。

http://www.surugabank.co.jp/ana/
　　0120-029-589（海外から（81）55-98-02988）
お電話承り時間　月～金曜日（祝日を除く）9:30～17:00

http://www.surugabank.co.jp/ocn/
      0120-005-175
お電話承り時間　月～金曜日（祝日を除く）9:00～17:00

http://www.surugabank.co.jp/tpoint/
      0120-854-789
お電話承り時間　月～金曜日（祝日を除く）9:00～17:00

http://www.surugabank.co.jp/so-net/
　  0120-50-2189
お電話承り時間　月～土曜日（祝日を除く）9:00～17:00

http://www.d-laboweb.jp/d-bank/
　  0120-55-4189
お電話承り時間　月～金曜日（祝日を除く）9:00～17:00

http://www.surugabank.co.jp/recruit/
　  0120-60-2225
お電話承り時間　月～金曜日（祝日を除く）9:00～17:00

http://www.surugabank.co.jp/docomo/　　
　  0120-17-2038
お電話承り時間　月～金曜日（祝日を除く）9:00～17:00

http://www.surugabank.co.jp/dream/
　　0120-86-1689
お電話承り時間　月～土曜日（祝日を除く）9:00～17:00

http://www.surugabank.co.jp/yb/
　　0120-745-600
お電話承り時間　月～金曜日（祝日を除く）9:00～17:00

http://www.surugabank.co.jp/directone/
     0120-60-1616
お電話承り時間　月～金曜日（祝日を除く）9:00～17:00

ANA支店

OCN支店

Ｔポイント支店

ソネット支店Dバンク支店

リクルート支店

Ｄバンク支店dポイントクラブ応援バンク

ドリームダイレクト支店

ゆうちょ専用支店

ダイレクトワン支店

銀行取引でマイルが貯まるマイレージ&バンキングスタイル

OCN会員の方専用の金融サービスが充実

銀行取引に応じてＴポイントが貯まる

女性向けのバンキングサイトインターネットを活用した先進の金融サービスをご提供

「結婚」「住まい」など人生の様々な「イベント」をオリジナル商品でサポート

銀行取引に応じてdポイントが貯まる

11人もの億万長者誕生の実績！

ゆうちょ銀行でお申し込みできるスルガ銀行のローンお取引店

あなたの夢を応援するローンサービスをご提供

● 詳細は各支店のホームページをご覧ください。

主なインターネット支店 （平成28年6月30日現在）
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北海道（5か店）
◎札幌支店
〒060-0002
札幌市中央区北二条西4-3
☎011-214-4327
○札幌東店
〒065-8799
札幌市東区北二十五条東
16-1-13
☎011-781-5449
○函館店
〒041-8799
函館市美原2-13-21
☎0138-46-0215
○帯広店
〒080-8799
帯広市西3条南8-10
☎0155-23-2005
○釧路店
〒085-8799
釧路市幸町13-2-1
☎0154-22-5080

青森県（2か店）
○青森店
〒030-8799
青森市堤町1-7-24
☎017-775-1625
○八戸店
〒031-8799
八戸市城下4-25-9
☎0178-22-4322

岩手県（1か店）
○盛岡店
〒020-8799
盛岡市中央通1-13-45
☎019-624-5355

宮城県（2か店）
◎仙台支店
〒980-8711
仙台市青葉区一番町1-3-3
☎022-211-7760
○仙台東店
〒983-8799
仙台市宮城野区原町6-2-32
☎022-257-7026

秋田県（1か店）
○秋田店
〒010-0001
秋田市中通2-2-15
☎018-832-0477

山形県（1か店）
○山形店
〒990-8799
山形市十日町1-7-24
☎023-622-2080

福島県（3か店）
○福島店
〒960-8799
福島市森合町10-30
☎024-533-1212
○郡山店
〒963-8794
郡山市清水台2-13-21
☎024-932-3304

○いわき店
〒970-8799
いわき市平字正月町49-1
☎0246-22-3106

3か店）
◎水戸店
〒310-8799
水戸市三の丸1-4-29
☎029-231-8621
◎つくば店
〒305-8799
つくば市吾妻1-13-2
☎029-856-6240
○日立店
〒317-8799
日立市幸町2-3-28
☎0294-21-0001

栃木県（

茨城県（

2か店）
◎宇都宮店
〒320-8799
宇都宮市中央本町4-17
☎028-635-1914
○小山店
〒323-8799
小山市城東1-13-16
☎0285-22-4105

群馬県（3か店）
◎前橋店
〒371-8799
前橋市城東町1-6-5
☎027-234-6110
◎高崎店
〒370-8799
高崎市高松町5-6
☎027-326-2003
○太田店
〒373-8799
太田市飯田町948
☎0276-47-0375

埼玉県（17か店）
◎さいたま支店
〒336-8799
さいたま市南区別所7-1-12
☎048-864-7323
◎浦和店
〒330-0063
さいたま市浦和区高砂2-7-2
☎048-822-9171
◎川越店
〒350-8799
川越市三久保町13-1
☎049-222-5620
◎熊谷店
〒360-8799
熊谷市本町2-7
☎048-521-4460
◎川口店
〒332-8799
川口市本町2-2-1
☎048-222-9021
◎所沢店
〒359-8799
所沢市並木1-3
☎04-2993-8451
◎上尾店
〒362-8799
上尾市谷津1-87-1
☎048-772-2711

◎越谷店
〒343-8799
越谷市大沢4-6-15
☎048-974-8951
○与野店
〒338-8799
さいたま市中央区下落合5-6-8
☎048-853-9129
○大宮店
〒337-8799
さいたま市北区東大成町1-631
☎048-664-1056
○春日部店
〒344-8799
春日部市中央1-52-7
☎048-735-2213
○深谷店
〒366-8799
深谷市深谷町3-60
☎048-571-0433
○草加店
〒340-8799
草加市栄町3-8-1
☎048-931-3005
○朝霞店
〒351-8799
朝霞市本町2-1-32
☎048-464-1134
○桶川店
〒363-8799
桶川市若宮1-6-30
☎048-787-6904
○久喜店
〒346-8799
久喜市本町3-17-1
☎0480-21-1189
○ 北本店
〒364-8799
北本市緑1-167
☎048-591-4549

千葉県（13か店）
◎若葉店
〒264-8799
千葉市中央区中央2-9-10
☎043-224-5010
◎船橋店
〒273-8799
船橋市南本町7-17
☎047-433-7491
◎習志野店
〒275-8799
習志野市津田沼2-5-1
☎047-476-3951
◎柏店
〒277-8799
柏市東上町6-29
☎04-7166-3816
◎八千代店
〒276-8799
八千代市ゆりのき台1-1-1
☎047-483-9612
○美浜店
〒261-8799
千葉市美浜区真砂4-1-1
☎043-277-8646
○花見川店
〒262-8799
千葉市花見川区さつきが丘
1-30-1
☎043-259-7563
○市川店
〒272-8799
市川市平田2-1-1
☎047-322-2001
○松戸店
〒270-8799
松戸市小金原6-6-3
☎047-341-3301
○佐倉店
〒285-8799
佐倉市海隣寺町2-5
☎043-484-1001

銀行代理店（233か店）
銀行代理業者の商号
　株式会社ゆうちょ銀行
銀行代理業務の概要
　 ゆうちょ銀行直営店においてスルガ銀行の住宅ローン等個人
ローン業務に係る契約締結の媒介
◎印は住宅ローン、目的別ローン、カードローン取扱店
○印は目的別ローン、カードローン取扱店

銀行代理店（233か店）

（平成26年5月31日時点）

○市原店
〒290-8799
市原市白金町4-1
☎0436-24-7173
○流山店
〒270-0199
流山市西初石4-1423-1
☎04-7155-7116
○ 浦安店
〒279-8799
浦安市東野1-6-1
☎047-355-6675
神奈川県（31か店）
◎横浜店
〒220-8799
横浜市西区高島2-14-2
☎045-461-1924
◎都筑店
〒224-8799
横浜市都筑区茅ヶ崎中央33-1
☎045-945-0247
◎青葉台店
〒227-0062
横浜市青葉区青葉台1-13-1
☎045-981-8476
◎港北店
〒222-8799
横浜市港北区菊名6-20-18
☎045-433-1262
◎川崎店
〒210-8799
川崎市川崎区榎町1-2
☎044-233-5386
◎登戸店
〒214-8799
川崎市多摩区登戸1685-1
☎044-930-6083
◎横須賀店
〒238-8799
横須賀市小川町8
☎046-825-6925
◎藤沢店
〒251-8799
藤沢市藤沢115-2
☎0466-23-1638
◎橋本店
〒252-0199
相模原市緑区西橋本5-2-1
☎042-774-5905
○鶴見店
〒230-8799
横浜市鶴見区鶴見中央3-22-1
☎045-504-7012
○横浜港店
〒231-8799
横浜市中区日本大通5-3
☎045-212-3941
○横浜南店
〒232-8799
横浜市南区井土ケ谷上町1-1
☎045-715-2706
○横浜金沢店
〒236-8799
横浜市金沢区泥亀2-10-2
☎045-782-3170
○戸塚店
〒244-8799
横浜市戸塚区戸塚町4102-1
☎045-881-4615
○保土ヶ谷店
〒240-8799
横浜市保土ヶ谷区川辺町2-8
☎045-337-1906
○港南店
〒233-8799
横浜市港南区最戸1-20-6
☎045-741-7004
○横浜旭店
〒241-8799
横浜市旭区本村町44-2
☎045-364-5165

○瀬谷店
〒246-8799
横浜市瀬谷区瀬谷4-45-10
☎045-301-0900
○横浜緑店
〒226-8799
横浜市緑区中山町149-4
☎045-931-2134
○横浜泉店
〒245-8799
横浜市泉区和泉町4259-3
☎045-803-8327
○中原店
〒211-8799
川崎市中原区小杉町3-436
☎044-722-3003
○宮前店
〒216-8799
川崎市宮前区有馬4-1-1
☎044-861-8804
○高津店
〒213-8799
川崎市高津区末長1-40-28
☎044-866-6711
○平塚店
〒254-8799
平塚市追分1-33
☎0463-31-1204
○大船店
〒247-8799
鎌倉市大船2-20-23
☎0467-46-3331
○小田原店
〒250-8799
小田原市栄町1-13-13
☎0465-22-6005
○茅ヶ崎店
〒253-8799
茅ヶ崎市新栄町13-20
☎0467-82-2460
○秦野店
〒257-8799
秦野市室町2-44
☎0463-81-0521
○厚木店
〒243-8799
厚木市田村町2-18
☎046-221-3463
○大和店
〒242-8799
大和市深見西3-1-29
☎046-261-5040
○ 座間店
〒252-8799
座間市相模が丘1-36-34
☎046-251-2324
山梨県（1か店）
○ 甲府店
〒400-8799
甲府市太田町6-10
☎055-235-5773

東京都（40か店）
◎本店
〒100-8996
千代田区丸の内2-7-2
☎03-3284-1061
◎京橋店
〒104-8799
中央区築地4-2-2
☎03-3545-3190
◎芝店
〒105-8799
港区西新橋3-22-5
☎03-3438-3866
◎新宿店
〒163-8799
新宿区西新宿1-8-8
☎03-5322-3841
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◎浅草店
〒111-8799
台東区西浅草1-1-1
☎03-5828-7971

◎蒲田店
〒144-8799
大田区蒲田本町1-2-8
☎03-3731-2812

◎品川店
〒140-8799
品川区東大井5-23-34
☎03-3474-1153

◎成城店
〒157-8799
世田谷区成城8-30-25
☎03-3482-3983

◎渋谷店
〒150-8799
渋谷区渋谷1-12-13
☎03-3409-5332
◎中野店
〒164-8799
中野区中野2-27-1
☎03-3383-7544
◎豊島店
〒170-8799
豊島区東池袋3-18-1
☎03-3989-7526

◎赤羽店
〒115-8799
北区赤羽南1-12-10
☎03-3901-3278
◎練馬店
〒176-8799
練馬区豊玉北6-4-2
☎03-3994-0420

◎光が丘店
〒179-8799
練馬区光が丘2-9-7
☎03-5998-5009

〒134-8799
1-3-1

☎03-3804-9230
◎立川店

◎葛西店

〒190-8799
立川市曙町2-14-36
☎042- 524-6441
◎武蔵野店
〒180-8799
武蔵野市西久保3-1-26
☎0422-37-9418

○赤坂店
〒107-8799
港区赤坂8-4-17
☎03-3478-3428

○牛込店
〒162-8799
新宿区北山伏町1-5
☎03-3260-2445

○小石川店
〒112-8799
文京区小石川4-4-2
☎03-3814-4366

○荒川店
〒116-8799
荒川区荒川3-2-1
☎03-3801-9838
○城東店
〒136-8799
江東区大島3-15-2
☎03-3681-9585
○深川店
〒135-8799
江東区東陽4-4-2
☎03-5683-3169
○田園調布店
〒145-8799
大田区南雪谷2-21-1
☎03-3727-6144

○目黒店
〒152-8799
目黒区目黒本町1-15-16
☎03-3792-7123

○世田谷店
〒154-8799
世田谷区三軒茶屋2-1-1
☎03-3418-5694

○代々木店
〒151-8799
渋谷区西原1-42-2
☎03-5790-0532

○杉並店
〒168-8799
杉並区浜田山4-5-5
☎03-3315-4317

○荻窪店
〒167-8799
杉並区桃井2-3-2
☎03-3301-5518

○板橋店

○葛飾店

○葛飾新宿店

〒175-8799
板橋区高島平3-12-1
☎03-3930-4951

〒125-8799
1-8-1

☎03-3607-2294

〒124-8799
2-28-1

☎03-3695-9106
○八王子店
〒192-0083
八王子市旭町9-1
☎042-646-3700

○三鷹店
〒181-8799
三鷹市野崎1-1-2
☎0422-44-6091

○調布店
〒182-8799
調布市八雲台2-6-1
☎042-482-2042

○町田店
〒194-8799
町田市旭町3-2-22
☎042-722-2001

○小金井店
〒184-8799
小金井市本町5-38-20
☎042-383-4504

○小平店
〒187-8799
小平市小川東町5-16-1
☎042-341-0733

○多摩店
〒206-8799
多摩市鶴牧1-24-2
☎042-374-6424

○ 西東京店
〒188-8799
西東京市田無町3-2-2
☎042-461-2610

長野県（3か店）
◎長野支店
〒380-8799
長野市南県町1085-4
☎026-226-4223

○松本店
〒390-8799
松本市中央2-7-5
☎0263-35-0080

○飯田店
〒395-8799
飯田市鈴加町1-7
☎0265-24-3867

新潟県（3か店）
○新潟店
〒950-8799
新潟市中央区東大通2-6-26
☎025-244-9238

○新潟中店
〒951-8799
新潟市中央区東堀通七番町
1018
☎025-229-0415

○長岡店
〒940-8799
長岡市坂之上町2-6-1
☎0258-32-4268

石川県（1か店）
◎ 金沢支店
〒920-8799
金沢市三社町1-1
☎076-221-1838

富山県（2か店）
○富山店
〒930-8799
富山市桜橋通り6-6
☎076-432-3940

○高岡店
〒933-8799
高岡市御馬出町34
☎0766-28-5400

福井県（1か店）
○福井店
〒910-8799
福井市大手3-1-28
☎0776-24-0120

岐阜県（2か店）
◎岐阜店
〒500-8799
岐阜市清住町1-3-2
☎058-262-4020

○大垣店
〒503-8799
大垣市郭町4-1
☎0584-78-2400

静岡県（5か店）
◎静岡店
〒420-8799
静岡市葵区黒金町1-9
☎054-221-9233

◎浜松店
〒430-8799
浜松市中区旭町8-1
☎053-456-9222

○清水店
〒424-8799

1-9-27
☎054-367-5825

○沼津店
〒410-8799
沼津市寿町1-25
☎055-924-8609

○吉原店
〒417-8799
富士市国久保2-1-25
☎0545-52-0901

愛知県（14か店）
◎名古屋支店
〒460-8799
名古屋市中区大須3-1-10
☎052-242-8626

◎中川店
〒454-8799
名古屋市中川区吉良町98-1
☎052-352-2363

◎岡崎店
〒444-8799
岡崎市戸崎町字原山4-5
☎0564-71-2281

○中村店
〒453-8799
名古屋市中村区大宮町3-47
☎052-481-4233

○昭和店
〒466-8799
名古屋市昭和区桜山町
6-105
☎052-853-5468

○名古屋中央店
〒450-8993
名古屋市中村区名駅1-1-1
☎052-564-2132

○名古屋緑店
〒458-8799
名古屋市緑区六田2-43
☎052-621-0362

○守山店
〒463-8799
名古屋市守山区小幡中
2-1-67
☎052-791-3374

○千種店
〒464-8799
名古屋市千種区今池4-9-18
☎052-731-5079

○豊橋店
〒440-8799
豊橋市神明町106
☎0532-52-2106

○一宮店
〒491-8799
一宮市白旗通3-21
☎0586-72-4111

○刈谷店
〒448-8799
刈谷市寿町2-505
☎0566-21-1103

○安城店
〒446-8799
安城市桜町16-3
☎0566-76-3413

○小牧店
〒485-8799
小牧市中央1-405
☎0568-76-2403

三重県（2か店）
◎四日市店
〒510-8799
四日市市沖の島町4-9
☎059-352-2135
○松阪店
〒515-8799
松阪市南町178-1
☎0598-21-0690

滋賀県（1か店）
◎大津店
〒520-8799
大津市打出浜1-4
☎077-524-7421

京都府（4か店）
◎京都店
〒600-8799
京都市下京区東塩小路町
843-12
☎075-344-6580
◎伏見店
〒612-8799
京都市伏見区撞木町1148
☎075-642-1970
○京都北店
〒603-8799
京都市北区紫竹下本町39
☎075-493-0386
○左京店
〒606-8799
京都市左京区高野竹屋町1-1
☎075-712-0335

大阪府（24か店）
◎大阪支店
〒530-0001
大阪市北区梅田3-2-4 
☎06-6344-6561

◎大阪東店
〒541-8799
大阪市中央区備後町1-3-8
☎06-6263-9215

◎堺店
〒590-8799
堺市堺区南瓦町2-16
☎072-232-1951

◎豊中店
〒560-8799
豊中市岡上の町4-1-15
☎06-6852-2155

◎枚方店

◎茨木店

茨木市中穂積

〒573-8799
枚方市大垣内町2-10-5
☎072-846-1013

〒567-8799
1-1-40

☎072-624-1116
◎布施店
〒577-8799
東大阪市永和2-3-5
☎06-6729-3278

○都島店
〒534-8799
大阪市都島区高倉町1-6-3
☎06-6925-6222

○淀川店
〒532-8799
大阪市淀川区十三元今里
2-2-36
☎06-6305-5989

○天王寺店
〒543-8799
大阪市天王寺区上汐5-5-12
☎06-6771-0244

○阿倍野店
〒545-8799
大阪市阿倍野区阪南町
1-47-16
☎06-6623-2500

○生野店
〒544-8799
大阪市生野区勝山南3-2-2
☎06-6731-1954

○大阪城東店
〒536-8799
大阪市城東区今福東3-16-23
☎06-6931-3200

○住吉店
〒558-8799
大阪市住吉区我孫子西
2-10-1
☎06-6606-0093

○岸和田店
〒596-8799
岸和田市沼町33-33
☎072-439-5195

○池田店
〒563-8799
池田市城南2-1-1
☎072-751-5101

○吹田店
〒564-8799
吹田市穂波町4-1
☎06-6380-0107

○高槻店
〒569-0804
高槻市紺屋町5-15
☎072-682-3463

○守口店
〒570-8799
守口市日吉町2-5-2
☎06-6993-1157
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○八尾店
〒581-8799
八尾市陽光園1-5-5
☎072-924-8588

○寝屋川店
〒572-8799
寝屋川市初町4-5
☎072-820-2607

○松原店
〒580-8799
松原市上田1-1-10
☎072-331-0050
○箕面店
〒562-8799
箕面市箕面6-5-30
☎072-721-8836
○藤井寺店
〒583-8799
藤井寺市藤ケ丘3-11-14
☎072-954-2604

奈良県（2か店）
◎奈良店
〒631-8799
奈良市学園北2-3-2
☎0742-46-1520

○生駒店
〒630-0299
生駒市谷田町1234-1
☎0743-75-0054

兵庫県（12か店）
◎神戸店
〒650-8799
神戸市中央区栄町通6-2-1
☎078-360-9506

◎姫路店
〒670-8799
姫路市総社本町210
☎079-222-2805

◎尼崎店
〒661-8799
尼崎市南塚口町5-8-1
☎06-6429-6202

◎西宮店
〒662-8799
西宮市和上町6-28
☎0798-22-1147

〒658-8799
2-2-17

☎078-851-0950
○兵庫店

○東灘店

神戸市東灘区住吉東町

〒652-8799
神戸市兵庫区大開通2-2-19
☎078-577-1251

○須磨店
〒654-0199
神戸市須磨区西落合1-1-10
☎078-793-5565

○垂水店
〒655-8799
神戸市垂水区星陵台1-4-29
☎078-784-1303

○明石店

明石市樽屋町

別府市餅ケ浜町

〒673-8799
1-7

☎078-917-3640
○伊丹店
〒664-8799
伊丹市中央6-2-14
☎072-772-2160
○宝塚店
〒665-8799
宝塚市小浜3-1-20
☎0797-86-3002
○川西店
〒666-8799
川西市栄町13-18
☎072-759-8304

和歌山県（1か店）
◎和歌山店
〒640-8799
和歌山市一番丁4
☎073-422-0161

鳥取県（1か店）
○鳥取店
〒680-8799
鳥取市東品治町101
☎0857-22-7130

島根県（1か店）
○松江店
〒690-8799
松江市東朝日町138
☎0852-21-3710

岡山県（2か店）
◎岡山店
〒700-8799
岡山市北区中山下2-1-1
☎086-231-3301
◎倉敷店
〒710-8799
倉敷市鶴形1-8-15
☎086-427-3681

広島県（4か店）
◎広島支店
〒730-0011
広島市中区基町6-36
☎082-222-3139
◎福山店
〒720-8799
福山市東桜町3-4
☎084-928-4100
○広島西店
〒733-8799
広島市西区天満町5-10
☎082-231-5594
○呉店
〒737-8799
呉市西中央2-1-1
☎0823-21-8807

山口県（3か店）
◎山口店
〒753-8799
山口市中央1-1-1
☎083-922-2443
○下関店
〒750-8799
下関市竹崎町2-12-12
☎083-222-0134
○岩国店
〒740-8799
岩国市麻里布町2-6-8
☎0827-21-0771

徳島県（1か店）
○徳島店
〒770-8799
徳島市八百屋町1-2
☎088-622-8400

香川県（2か店）
◎高松店
〒760-8799
高松市内町1-15
☎087-821-6720
○丸亀店
〒763-8799
丸亀市大手町3-5-1
☎0877-22-2900

愛媛県（2か店）
◎松山支店
〒790-8799
松山市三番町3-5-2
☎089-921-6056

○今治店
〒794-8799
今治市旭町1-3-4
☎0898-23-0132
高知県（1か店）
○高知店
〒780-8799
高知市北本町1-10-18
☎088-822-7818

福岡県（4か店）
◎北九州店
〒802-8799
北九州市小倉北区萩崎町2-1
☎093-922-3261

◎博多店
〒812-0012
福岡市博多区博多駅中央街8-1
☎092-431-6141

◎久留米店
〒830-8799
久留米市日吉町23-7
☎0942-37-2445

○福岡東店
〒813-8799
福岡市東区香椎浜1-9-5
☎092-682-1603

佐賀県（1か店）
○佐賀店
〒840-8799
佐賀市松原2-1-35
☎0952-24-2850

長崎県（2か店）
○長崎店
〒850-8799
長崎市恵美須町1-1
☎095-822-2840

○佐世保店
〒857-8799
佐世保市京坪町3-10
☎0956-22-5943

熊本県（2か店）
◎熊本支店
〒860-0846
熊本市中央区城東町1-1
☎096-352-7671

○八代店
〒866-8799
八代市本町2-3-34
☎0965-32-2853

大分県（2か店）
○大分店
〒870-8799
大分市府内町3-4-18
☎097-532-2585

○別府店
〒874-8799

4-23
☎0977-24-1500

宮崎県（1か店）
○宮崎店
〒880-8799
宮崎市高千穂通1-1-34
☎0985-24-3428

鹿児島県（1か店）
○鹿児島店
〒892-8799
鹿児島市山下町3-3
☎099-222-6282

沖縄県（1か店）
○那覇支店
〒900-0015
那覇市久茂地1-1-1
☎098-867-8802

（注）◎印はローンサービス部、○印は窓口サービス部の電話番号です。
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