
　　　　　　　　　　　店 舗 一 覧
　　　　　（金融機関コード：１３２０） 11:30～12:30窓口休業店舗　 2022年3月7日現在

店番 店    名 住      所 電 話 番 号

― 本　部（ﾎﾝﾌﾞ） 墨田区両国４－３５－９ 03-5610-1111

001 本　店（ﾎﾝﾃﾝ） 墨田区東向島２－３６－１０ 03‐3611‐0131

ATM 向島出張所（ﾑｺｳｼﾞﾏ） 墨田区向島５－３３－５ アリカ向島1階 ―

ATM 墨田区役所出張所（ｽﾐﾀﾞｸﾔｸｼﾖ） 墨田区吾妻橋１－２３－２０ 墨田区役所内1階 ―

003 隅田支店（ｽﾐﾀﾞ） 墨田区墨田３－４１－１２ 03-3611-3177

出張所 堤通出張所（ﾂﾂﾐﾄﾞｵﾘ） 墨田区堤通２－７－３９ 03-3610-0411

004 吾嬬支店（ｱｽﾞﾏ） 墨田区京島３－６８－８ 03-3611-4141

ATM 橘銀座出張所（ﾀﾁﾊﾞﾅｷﾞﾝｻﾞ） 墨田区京島３－４９－１ ―

005 亀戸支店（ｶﾒｲﾄﾞ） 江東区亀戸５－１４－２ 03-3683-2161

006 葛飾支店（ｶﾂｼｶ） 葛飾区四つ木２－６－７ 03-3691-8511

007 本所支店（ﾎﾝｼﾞﾖ） 墨田区石原４－１８－５ 03-3623-7111

008 入谷支店（ｲﾘﾔ） 台東区入谷２－２６－１ 03-3876-1241

009 江戸川支店（ｴﾄﾞｶﾞﾜ） 江戸川区中央１－２－６ 03-3652-6166

010 足立支店（ｱﾀﾞﾁ） 足立区六月１－２２－２１ 03-3883-1311

011 綾瀬支店（ｱﾔｾ） 足立区綾瀬４－７－１２ 03-3605-4141

012 滝野川支店（ﾀｷﾉｶﾞﾜ） 北区滝野川１－４８－１ 03-3917-8131

013 板橋支店（ｲﾀﾊﾞｼ） 板橋区大谷口上町９０－４ 03-3972-7171

014 草加支店（ｿｳｶ） 草加市金明町２８３－５ 048-931-1541

ATM 旭町出張所（ｱｻﾋﾁﾖｳ） 草加市旭町６－２－１５ ―

015 松戸支店（ﾏﾂﾄﾞ） 松戸市上本郷８９３－２ 047-364-3101

017 大袋支店（ｵｵﾌﾞｸﾛ） 越谷市袋山１３６２ 048-975-6111

出張所 北越谷出張所（ｷﾀｺｼｶﾞﾔ） 越谷市北越谷２－４１－１１ 048-976-4441

018 鎌田支店（ｶﾏﾀ） 江戸川区瑞江４－２３－３ 03-3678-7611

019 押上支店（ｵｼｱｹﾞ） 墨田区文花１－７－４ 03-3613-1241

ATM
東京スカイツリータウン・ソラマチ出張所

（ﾄｳｷﾖｳｽｶｲﾂﾘｰﾀｳﾝ・ｿﾗﾏﾁ）

墨田区押上１－１－２

東京スカイツリータウン・ソラマチ1階
―

020 花畑支店（ﾊﾅﾊﾀ） 足立区花畑４－２－１３ 03-3858-1851

021 金町支店（ｶﾅﾏﾁ） 葛飾区東金町１－２０－１２ 03-3609-5511

出張所 水元出張所（ﾐｽﾞﾓﾄ） 葛飾区水元４－２－３ 03-5660-1021

ATM 金町一丁目出張所（ｶﾅﾏﾁｲﾂﾁﾖｳﾒ） 葛飾区金町１－１９－８ ―

023 荒川支店（ｱﾗｶﾜ） 荒川区荒川４－２５－９ 03-3806-6801

035 五反野支店（ｺﾞﾀﾝﾉ） 足立区足立３－９－７ 03-3889-9211

039 大島支店（ｵｵｼﾞﾏ） 江東区大島５－３４－１７ 03-3638-8871

041 船橋支店（ﾌﾅﾊﾞｼ） 船橋市本町２－３－８ 047-431-2111

ATM 塚田駅出張所（ﾂｶﾀﾞｴｷ） 船橋市前貝塚町５６４ ―

昼 

昼 

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から当面の間、 
昼休業実施店舗以外の店舗でも昼休業を実施しております。 
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043 津田沼支店（ﾂﾀﾞﾇﾏ） 船橋市前原東４－１７－３ 047-475-2121

ATM 大久保出張所（ｵｵｸﾎﾞ） 習志野市大久保１－１８－９ ライズインハウス１階 ―

ATM 西友薬円台店出張所（ｾｲﾕｳﾔｸｴﾝﾀﾞｲﾃﾝ） 船橋市薬円台６－６－７ 西友薬円台店内 ―

045 八千代支店（ﾔﾁﾖ） 八千代市大和田８３３ 047-484-2111

046 鎌ヶ谷支店（ｶﾏｶﾞﾔ） 鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷１－１１－１２ 047-444-2411

048 臼井支店（ｳｽｲ） 佐倉市王子台１－２８－１ 043-487-3017

ATM
臼井ショッピングセンター出張所

（ｳｽｲｼﾖﾂﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ）
佐倉市王子台１ー２３ イオン臼井店１階 ―

049 馬込支店（ﾏｺﾞﾒ） 船橋市藤原７－３－５ 047-438-5151

051 三咲支店（ﾐｻｷ） 船橋市三咲２－８－１５ 047-448-8491

出張所 金杉出張所（ｶﾅｽｷﾞ） 船橋市金杉７－２－１ 047-447-3121

ATM 高根出張所（ﾀｶﾈ） 船橋市習志野台１－１－３ イオン高根木戸店１階 ―

062 西小岩支店（ﾆｼｺｲﾜ） 江戸川区北小岩２－８－２１（北小岩支店内） 03-3650-0111

063 東小岩支店（ﾋｶﾞｼｺｲﾜ） 江戸川区東小岩６－１８－１８ 03-3657-1121

出張所 フラワーロード出張所（ﾌﾗﾜｰﾛｰﾄﾞ） 江戸川区南小岩７－１２－３ 03-3657-2175

ATM 南小岩出張所（ﾐﾅﾐｺｲﾜ） 江戸川区南小岩２－１８－９ ―

064 北小岩支店（ｷﾀｺｲﾜ） 江戸川区北小岩２－８－２１ 03-3657-4106

065 市川支店（ｲﾁｶﾜ） 市川市国分１－１７－１１ 047-373-8411

066 鹿骨支店（ｼｼﾎﾞﾈ） 江戸川区鹿骨１－５４－１ 03-3676-4001

069 市川南支店（ｲﾁｶﾜﾐﾅﾐ） 市川市市川南３－１－２０ 047-323-1535

101 両国支店（ﾘﾖｳｺﾞｸ） 墨田区両国４－３５－９ 03-3621-5611

103 神田支店（ｶﾝﾀﾞ） 千代田区神田司町２－２ 新倉ビル１階 03-5256-1100

104 深川支店（ﾌｶｶﾞﾜ） 江東区木場２－１９－１５ 03-3641-9176

出張所 牡丹出張所（ﾎﾞﾀﾝ） 江東区牡丹３－１９－１１ 03-5245-3511

ATM 東陽出張所（ﾄｳﾖｳ） 江東区東陽５－２６－１ 小川マンション1階 ―

ATM 潮見出張所（ｼｵﾐ） 江東区潮見２－６－１ 潮見駅前プラザ一番街 ―

105 かっぱ橋支店（ｶﾂﾊﾟﾊﾞｼ） 台東区東上野6ー30ー8 03-3842-3921

107 浅草支店（ｱｻｸｻ） 台東区千束４－３６－１１ 03-3872-8126

109 尾久支店（ｵｸﾞ） 荒川区東尾久４－４－１５ 03-3894-4131

110 駒形支店（ｺﾏｶﾞﾀ） 墨田区東駒形３－１９－８ 03-3624-0511

ATM 本所出張所（ﾎﾝｼﾞﾖ） 墨田区本所４－１８－６ ひがしん事務センター際 ―

111 大和町支店（ﾔﾏﾄﾁﾖｳ） 板橋区大和町２０－４ 03-3962-0141

112 篠崎支店（ｼﾉｻﾞｷ） 江戸川区篠崎町４－１－１８ 03-3670-4101

113 四谷支店（ﾖﾂﾔ） 新宿区四谷１－１９－２ 03-3359-8631

昼 

昼 
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114 竹の塚支店（ﾀｹﾉﾂｶ） 足立区保木間１－２０－３ 03-3884-0411

115 江古田支店（ｴｺﾀﾞ） 練馬区旭丘１－２７－９ 03-3952-1236

117 新小岩支店（ｼﾝｺｲﾜ） 江戸川区本一色１－１３－７ 03-3655-2661

ATM 東新小岩出張所（ﾋｶﾞｼｼﾝｺｲﾜ） 葛飾区東新小岩６－２－４ 第１ハイツカトレア１階 ―

118 本八幡支店（ﾓﾄﾔﾜﾀ） 市川市南八幡４－８－１０ 047-378-3561

119 高砂支店（ﾀｶｻｺﾞ） 葛飾区高砂３－１２－１ 03-3672-4011

ATM 青戸出張所（ｱｵﾄ） 葛飾区青戸３－３４－４ サンライズハイツ１階 ―

120 ときわ平支店（ﾄｷﾜﾀﾞｲﾗ） 松戸市常盤平３－１－１ 047-385-1211

出張所 高柳出張所（ﾀｶﾔﾅｷﾞ） 松戸市六高台９－１１ 047-386-2231

122 東和支店（ﾄｳﾜ） 足立区東和５－３－２２ 03-3629-1511

123 錦糸町支店（ｷﾝｼﾁﾖｳ） 墨田区太平３－３－８ 03-3622-2131

125 住吉支店（ｽﾐﾖｼ） 江東区住吉１－１５－１４ 03-3633-5551

126 八広支店（ﾔﾋﾛ） 墨田区八広１－３２－７ 03-3616-0181

128 町屋支店（ﾏﾁﾔ） 荒川区町屋３－３１－１４ 03-3895-9671

ATM マークスタワー出張所（ﾏｰｸｽﾀﾜｰ）
荒川区荒川７－４６－１－２０３

マークスタワー町屋２階
―

136 三筋支店（ﾐｽｼﾞ） 台東区三筋２－１５－１５ 03-5820-9711

141 江東中央支店（ｺｳﾄｳﾁﾕｳｵｳ） 江東区北砂４－７－４１ 03-3645-9211

ATM 北砂出張所（ｷﾀｽﾅ） 江東区北砂３－２８－１ ―

143 深川北支店（ﾌｶｶﾞﾜｷﾀ） 江東区三好３－１１－１１ 03-3630-1311

144 お花茶屋支店（ｵﾊﾅﾁﾞﾔﾔ） 葛飾区白鳥１－２－７ 03-3697-6101

146 葛西駅前支店（ｶｻｲｴｷﾏｴ） 江戸川区中葛西５－２０－１６ 03-3689-3531

出張所 中葛西出張所（ﾅｶｶｻｲ） 江戸川区中葛西８－５－２ 03-3877-3751

ATM 西葛西出張所（ﾆｼｶｻｲ） 江戸川区西葛西３－２２－１６ ―

149 南行徳支店（ﾐﾅﾐｷﾞﾖｳﾄｸ） 市川市相之川４－９－３ 047-356-7811

150 東砂支店（ﾋｶﾞｼｽﾅ） 江東区東砂４－１７－１３ 03-3646-3611

162 森下駅前支店（ﾓﾘｼﾀｴｷﾏｴ） 江東区森下２－１－３ 03-3631-3171

164 二之江支店（ﾆﾉｴ） 江戸川区西瑞江５－１０ 03-3687-1261

169 船堀支店（ﾌﾅﾎﾞﾘ） 江戸川区船堀３－１３－１３ 03-3686-5711

― ハロープラザ両国（ﾊﾛｰﾌﾟﾗｻﾞﾘｮｳｺﾞｸ） 墨田区両国４－３１－１６

― ハロープラザ西葛西（ﾊﾛｰﾌﾟﾗｻﾞﾆｼｶｻｲ） 江戸川区西葛西３－２２－１６ 03-3689-2541

昼 

昼 
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