店舗一覧（平成26年7月31日現在）
（ ■ 山口銀行

●もみじ銀行

◆北九州銀行）

下関市
■ 小野田駅前
〒756-0091 山陽小野田市日の出1丁目5-18
TEL 0836-83-2643

■ 大内
〒753-0221 山口市大内矢田北3丁目21-28
TEL 083-927-5500

■ 下関市役所出張所
〒750-0006 下関市南部町1-1 下関市庁舎内
TEL 083-222-5640

■ 厚狭
〒757-0001 山陽小野田市厚狭1丁目5-1
TEL 0836-72-1151

■ 湯田
〒753-0821 山口市葵2丁目1-3
TEL 083-922-5151

■ 東駅出張所
〒750-0046 下関市羽山町2-1
TEL 083-234-3211

■ 埴生
〒757-0012 山陽小野田市埴生大久保989-3
TEL 0836-76-1121

■ 吉敷
〒753-0813 山口市吉敷中東2丁目1-18
TEL 083-921-1300

美祢市

■ 徳佐
〒759-1512 山口市阿東徳佐中3517-1
TEL 083-956-0211

■ シーモール出張所
〒750-0025 下関市竹崎町4丁目4-8
TEL 083-231-8581
■ 新下関ローンプラザ出張所
〒751-0873 下関市秋根西町2丁目1-20
TEL 083-256-0775

■ 美祢
〒759-2212 美祢市大嶺町東分平城3415-1
TEL 0837-52-0770

■堀
〒747-0231 山口市徳地堀1705-1
TEL 0835-52-1231

■ 下関ビジネスサポートプラザ出張所
〒750-0008 下関市田中町6-1
TEL 083-235-1011 フリーダイヤル 0120-48-7077

■ 大田
〒754-0211 美祢市美東町大田5818-12
TEL 08396-2-0535

■ 小郡
〒754-0002 山口市小郡下郷1229-6
TEL 083-973-2355

■ 彦島
〒750-0074 下関市彦島本村町6丁目15-3
TEL 083-266-1271

■ 秋吉
〒754-0511 美祢市秋芳町秋吉5045-3
TEL 0837-62-0316

■ 大正町出張所
〒754-0002 山口市小郡下郷1315-4
TEL 083-973-2070

■ 福浦
〒750-0075 下関市彦島江の浦町3丁目6-15
TEL 083-267-3232

宇部市

■ 小郡ローンプラザ出張所
〒754-0002 山口市小郡下郷2262-1
TEL 083-973-9800

■ 宇部
〒755-0029 宇部市新天町1丁目1ｰ11
TEL 0836-31-0131

■ 秋穂
〒754-1101 山口市秋穂東6000
TEL 083-984-2301

■ 山の田
〒751-0838 下関市山の田本町2-13
TEL 083-252-3291

■ 西宇部
〒759-0208 宇部市西宇部南3丁目5ｰ10
TEL 0836-41-8024

■ 嘉川
〒754-0897 山口市嘉川4343-6
TEL 083-989-2200

■ 綾羅木
〒751-0849 下関市綾羅木本町4丁目1-9
TEL 083-253-7211

■ 厚南出張所
〒759-0204 宇部市妻崎開作789-5
TEL 0836-43-2001

■ 阿知須
〒754-1277 山口市阿知須4247-9
TEL 0836-65-4003

■ 新下関駅前
〒751-0872 下関市秋根南町1丁目1-23
TEL 083-256-2281

■ 西新川
〒755-0051 宇部市上町1丁目1-7
TEL 0836-31-3136

■ 安岡
〒759-6603 下関市安岡町1丁目7-2
TEL 083-258-1141

■ 藤山
〒755-0055 宇部市居能町3丁目4-62
TEL 0836-31-3660

■ 防府
〒747-0801 防府市駅南町10-1
TEL 0835-22-3000

■ 吉見
〒759-6531 下関市吉見本町1丁目2-22
TEL 083-286-2411

■ 東新川
〒755-0011 宇部市昭和町1丁目3-1
TEL 0836-21-2151

■ 防府市役所出張所
〒747-0809 防府市寿町7-1防府市庁舎内
TEL 0835-23-4855

■ 唐戸
〒750-0006 下関市南部町23-1
TEL 083-222-5211

■ 則貞
〒755-0004 宇部市草江1丁目2-1
TEL 0836-34-3811

■ 宮市
〒747-0032 防府市宮市町3-15
TEL 0835-22-2828

■ 新町出張所
〒751-0823 下関市貴船町2丁目1-13
TEL 083-223-8201

■ 床波
〒755-0153 宇部市床波2丁目5-37
TEL 0836-51-9311

■ 右田
〒747-0064 防府市高井581-8
TEL 0835-25-2300

■ 長府
〒752-0974 下関市長府土居の内町7-6
TEL 083-245-1121

■ 東岐波出張所
〒755-0241 宇部市東岐波大津出5650-5
TEL 0836-58-4322

■ 牟礼
〒747-0024 防府市国衙4丁目4-29
TEL 0835-24-3040

■ 長府東
〒752-0955 下関市長府八幡町6-38
TEL 083-246-0311

■ 上宇部
〒755-0036 宇部市北琴芝2丁目17-17
TEL 0836-31-1520

■ 三田尻
〒747-0814 防府市三田尻1丁目15-19
TEL 0835-22-2800

■ 小月
〒750-1142 下関市小月本町2丁目21-25
TEL 083-282-1143

■ 宇部ビジネスサポートプラザ出張所
〒755-0036 宇部市北琴芝2丁目17-17（上宇部支店内）
TEL 0836-31-0811 フリーダイヤル 0120-48-7977

■ 中関
〒747-0834 防府市田島838-4
TEL 0835-22-2700

■ 王司出張所
〒752-0916 下関市王司上町1丁目7-10
TEL 083-248-5711

■ 小羽山出張所
〒755-0081 宇部市北小羽山町2丁目6-1
TEL 0836-34-3611

● 防府
〒747-0036 防府市戎町1丁目7番2号
TEL 0835-22-2424

■ 豊浦
〒759-6301 下関市豊浦町川棚6895-1（下関市豊浦総合支所1階）
TEL 083-774-0621

■ 船木
〒757-0216 宇部市船木中市230-5
TEL 0836-67-0521

防府市

北九州銀行

周南市
■ 徳山
〒745-0011 周南市桜馬場通1丁目1
TEL 0834-31-5555

■ 西市
〒750-0421 下関市豊田町殿敷1886-1
TEL 083-766-0053

■ 山口
〒753-0048 山口市駅通り2丁目5-5
TEL 083-922-1750

■ 二番町出張所
〒745-0002 周南市二番町1丁目5
TEL 0834-31-3338

■ 田部
〒750-0313 下関市菊川町田部758-5
TEL 083-287-0030

■ 山口市役所出張所
〒753-0089 山口市亀山町2-1 山口市庁舎内
TEL 083-922-0085

■ 徳山西
〒745-0056 周南市新宿通1丁目13
TEL 0834-21-1840

■ 米屋町出張所
〒753-0087 山口市米屋町3-25
TEL 083-922-4649

■ 徳山ビジネスサポートプラザ出張所
〒745-0056 周南市新宿通1丁目13（徳山西支店内）
TEL 0834-21-8011 フリーダイヤル 0120-48-5955

■ 小野田
〒756-0824 山陽小野田市中央2丁目4-5
TEL 0836-83-2007

■ 西門前出張所
〒753-0046 山口市本町1丁目1-17
TEL 083-922-3434

■ 徳山駅前
〒745-0032 周南市銀座1丁目30
TEL 0834-32-2325

■ 西ノ浜出張所
〒756-0841 山陽小野田市赤崎1丁目2-28
TEL 0836-88-0241

■ 県庁内
〒753-0071 山口市滝町1-1
TEL 083-922-2259

■ 周南団地
〒745-0823 周南市周陽2丁目8ｰ8
TEL 0834-28-3111

山陽小野田市

もみじ銀行

山口市

山口銀行

■ 今浦
〒750-0064 下関市今浦町11-10
TEL 083-222-5221

■ 滝部
〒759-5511 下関市豊北町滝部848-1
TEL 083-782-0188

山 口 フィナンシャル グルー プ

■ 本店営業部
〒750-8603 下関市竹崎町4丁目2-36
TEL 083-223-3411

035

店舗一覧（平成26年7月31日現在）
周南市

山 口 フィナンシャル グルー プ

■ 大島
〒742-2106 大島郡周防大島町小松278-4
TEL 0820-74-2405

■ 三隅
〒759-3802 長門市三隅中1550-3
TEL 0837-43-0311

■

■ 大島久賀
〒742-2301 大島郡周防大島町久賀4406
TEL 0820-72-0083

■ 油谷
〒759-4503 長門市油谷新別名960-4
TEL 0837-32-1151

ヶ浜
〒745-0805 周南市
TEL 0834-25-0430

ヶ浜120

■ 福川
〒746-0038 周南市福川2丁目6-12
TEL 0834-63-0183

■ 安下庄
〒742-2806 大島郡周防大島町西安下庄448-2
TEL 0820-77-1081

■ 富田
〒746-0012 周南市政所3丁目14-11
TEL 0834-63-0171

■ 東和
〒742-2921 大島郡周防大島町西方1642-3
TEL 0820-78-1013

■ 鹿野
〒745-0302 周南市鹿野上3277
TEL 0834-68-2600

岩国市

■ 呼坂
〒745-0661 周南市呼坂本町7-2
TEL 0833-91-0411

■ 岩国
〒740-0018 岩国市麻里布町1丁目8ｰ4
TEL 0827-22-1515

● 徳山
〒745-0034 周南市御幸通2丁目4番地
TEL 0834-21-2310

■ 岩国市役所出張所
〒740-0017 岩国市今津町1丁目14-51 岩国市庁舎内
TEL 0827-22-7721

下松市

■ 錦帯橋
〒741-0062 岩国市岩国2丁目17-25
TEL 0827-41-0151

山口銀行

■ 下松
〒744-0019 下松市桜町3丁目15-25
TEL 0833-41-0003

■ 川下
〒740-0027 岩国市中津町2丁目15-19
TEL 0827-21-3205

■ 下松駅南出張所
〒744-0007 下松市駅南2丁目4-1
TEL 0833-44-0008

■ 岩国南
〒741-0072 岩国市平田6丁目24-20
TEL 0827-31-5111

■ 下松ローンプラザ出張所
〒744-0012 下松市北斗町2-18
TEL 0833-41-0301

■ 由宇
〒740-1428 岩国市由宇町中央2丁目1-1
TEL 0827-63-0011

■ 花岡
〒744-0041 下松市山田95-4
TEL 0833-46-4911

■ 高森
〒742-0417 岩国市周東町下久原1369
TEL 0827-84-1151

もみじ銀行

光

市

■ 玖珂
〒742-0325 岩国市玖珂町5967
TEL 0827-82-2551

■光
〒743-0063 光市島田2丁目25-5
TEL 0833-71-1248

■ 広瀬
〒740-0724 岩国市錦町広瀬6545
TEL 0827-72-2221

■ 虹ヶ丘出張所
〒743-0031 光市虹ヶ丘1丁目11-13
TEL 0833-72-3555

■ 美和
〒740-1225 岩国市美和町渋前490-2
TEL 0827-96-1143

■ 光井出張所
〒743-0013 光市中央4丁目4-12
TEL 0833-71-1414

● 岩国
〒740-0018 岩国市麻里布町2丁目8番7号
TEL 0827-22-2323

北九州銀行

■ 室積
〒743-0007 光市室積3丁目8ｰ1
TEL 0833-78-0005
■ 大和
〒743-0103 光市岩田2490-3
TEL 0820-48-5050

熊毛郡

萩

■ 萩市役所出張所
〒758-0041 萩市江向510 萩市庁舎内
TEL 0838-22-6192
■ 浜崎出張所
〒758-0022 萩市浜崎町209
TEL 0838-22-0002

■ 平生
〒742-1102 熊毛郡平生町平生村153-2
TEL 0820-56-3007

■ 東萩
〒758-0011 萩市椿東3073-5
TEL 0838-22-0244

■ 上関
〒742-1402 熊毛郡上関町長島484
TEL 0820-62-0003

■ 江崎
〒759-3113 萩市江崎396-5
TEL 08387-2-0316

■ 柳井
〒742-0035 柳井市中央2丁目9-14
TEL 0820-22-3211
■ 柳井南
〒742-0031 柳井市南町3丁目2-3
TEL 0820-23-8806

玖珂郡
■ 和木
〒740-0061 玖珂郡和木町和木1丁目9-11
TEL 0827-52-3191

広島市中区
● 本店営業部
〒730-8678 広島市中区胡町1番24号
TEL 082-241-3131
（本店住宅センター）
TEL 082-241-3922
● 紙屋町
〒730-0031 広島市中区紙屋町1丁目2番22号
TEL 082-247-2175
● 昭和町
〒730-0046 広島市中区昭和町3番19号
TEL 082-243-1551
● 鷹野橋
〒730-0052 広島市中区千田町1丁目8番8号
TEL 082-241-0264
● 吉島
〒730-0822 広島市中区吉島東1丁目19番15号
TEL 082-243-3363
● 舟入
〒730-0845 広島市中区舟入川口町13番23号
TEL 082-231-9301
● 江波出張所
〒730-0834 広島市中区江波二本松2丁目1番3号
TEL 082-295-0677
● 堺町
〒730-0851 広島市中区榎町10番20号
TEL 082-231-5285
● 平和通出張所
〒730-0856 広島市中区河原町2-1
TEL 082-296-9010
● 広島中央
〒730-0013 広島市中区八丁堀7番4号
TEL 082-228-5231
● 新天地
〒730-0034 広島市中区新天地5番14号
TEL 082-247-4331
● コンシェルジュサロン出張所（各種相談窓口）
〒730-0013 広島市中区八丁堀15番6号
TEL 082-228-5888
■ 広島
〒730-0036 広島市中区袋町5-25
TEL 082-246-1000

市

■萩
〒758-0047 萩市東田町16-1
TEL 0838-22-0380

■ 田布施
〒742-1502 熊毛郡田布施町波野332-6
TEL 0820-52-2131

柳井市

036

大島郡

■ 都濃
〒745-0122 周南市須々万本郷385-6
TEL 0834-88-1212

阿武郡
■ 阿武
〒759-3622 阿武郡阿武町奈古2859-1
TEL 08388-2-3121

長門市
■ 長門
〒759-4101 長門市東深川975-1
TEL 0837-22-2010
■ 仙崎
〒759-4106 長門市仙崎町南祗園1142
TEL 0837-26-0411

広島市東区
● 牛田
〒732-0066 広島市東区牛田本町4丁目1番5号
TEL 082-228-3535
● 広島光町
〒732-0052 広島市東区光町1丁目12番20号
TEL 082-264-4311
● 戸坂
〒732-0003 広島市東区戸坂中町6番46号
TEL 082-220-1125
● 温品
〒732-0033 広島市東区温品5丁目2番32号
TEL 082-280-0101

広島市南区
● 広島駅前
〒732-0822 広島市南区松原町12番1号
TEL 082-261-8121
● 大州
〒732-0802 広島市南区大州2丁目13番10号
TEL 082-281-1291
● 東雲
〒732-0819 広島市南区段原山崎3丁目2番30号
TEL 082-281-8118
● 仁保出張所
〒734-0024 広島市南区仁保新町2丁目6番29号
TEL 082-283-0555

● 宇品
〒734-0015 広島市南区宇品御幸5丁目1番1号
TEL 082-251-9166

■

園
〒731-0113 広島市安佐南区西原5丁目17-9
TEL 082-846-1101

広島市安佐北区

● 向洋
〒734-0053 広島市南区青崎1丁目2番13号
TEL 082-284-1515

● 可部
〒731-0221 広島市安佐北区可部5丁目1番6号
TEL 082-814-3221

● 広島東
〒732-0811 広島市南区段原1丁目8番5号
TEL 082-261-1241

● 可部北出張所
〒731-0211 広島市安佐北区三入5丁目15番6号
TEL 082-818-7222

■ 大州
〒732-0802 広島市南区大州2丁目15-5
TEL 082-581-7200

● 高陽
〒739-1734 広島市安佐北区口田4丁目6番15号
TEL 082-842-2323
● 高陽ニュータウン
〒739-1742 広島市安佐北区亀崎1丁目2番5号
TEL 082-843-3711

広島市西区
● 天満
〒733-0031 広島市西区観音町8番13号
TEL 082-231-4158

広島市安芸区
● 瀬野川
〒739-0323 広島市安芸区中野東1丁目11番38号
TEL 082-892-2161

● 己斐
〒733-0812 広島市西区己斐本町1丁目14番14号
TEL 082-273-2621

● 中野東出張所
〒739-0321 広島市安芸区中野5丁目14番1号
TEL 082-892-1117

● 観音
〒733-0035 広島市西区南観音2丁目7番26号
TEL 082-294-2626

● 矢野
〒736-0085 広島市安芸区矢野西5丁目1番27号
TEL 082-888-6750

● 商工センター
〒733-0841 広島市西区井口明神1丁目16番3号
TEL 082-277-7151
● 井口出張所
〒733-0842 広島市西区井口3丁目12番24号
TEL 082-278-2181

● 古江
〒733-0873 広島市西区古江新町4番1号
TEL 082-275-1011
■ 広島西
〒733-0841 広島市西区井口明神2丁目1-33
TEL 082-278-3411

● 五日市駅前
〒731-5125 広島市佐伯区五日市駅前1丁目11番1号
TEL 082-924-7300
● 五日市北
〒731-5116 広島市佐伯区八幡2丁目23番6号
TEL 082-928-8383
● コイン通り
〒731-5128 広島市佐伯区五日市中央5丁目21番3号
TEL 082-924-5511

広島市安佐南区
●

園1丁目36番7号

● 古市
〒731-0123 広島市安佐南区古市1丁目30番21号
TEL 082-877-2211
● 中筋出張所
〒731-0122 広島市安佐南区中筋4丁目13番11号
TEL 082-876-0260
● 住宅センター中筋出張所
〒731-0122 広島市安佐南区中筋4丁目13番11号
TEL 082-877-1711
● 西風新都
〒731-3167 広島市安佐南区大塚西6丁目12番１号A.シティプラザ
TEL 082-848-0121
（西風新都住宅センター）
TEL 082-848-9846

廿日市市

市

● 呉中央
〒737-0051 呉市中央1丁目4番24号
TEL 0823-21-1551
● 広中央
〒737-0131 呉市広中町12番15号
TEL 0823-71-7185
● 音戸
〒737-1203 呉市音戸町鰯浜1丁目5番1号
TEL 0823-51-2231
●広
〒737-0112 呉市広古新開2丁目2番22号
TEL 0823-71-9131
● 吉浦
〒737-0853 呉市吉浦中町1丁目7番3号
TEL 0823-31-7191
● 呉荒神
〒737-0052 呉市東中央2丁目3番6号
TEL 0823-21-6431
● 阿賀
〒737-0003 呉市阿賀中央6丁目6番28号
TEL 0823-72-3355
● 焼山
〒737-0911 呉市焼山北1丁目6番2号
TEL 0823-33-3838
■呉
〒737-0046 呉市中通2丁目5-8
TEL 0823-21-4925

東広島市
● 黒瀬
〒739-2613 東広島市黒瀬町楢原669番地1
TEL 0823-82-8878
● 西条
〒739-0016 東広島市西条岡町10番18号
TEL 082-422-2185

● 廿日市
〒738-0016 廿日市市可愛12番14号
TEL 0829-32-3271

● 住宅センター西条出張所
〒739-0025 東広島市西条中央5丁目9番8号
TEL 082-422-0901

● 青葉台出張所
〒739-0401 廿日市市福面2丁目7番25号
TEL 0829-56-4341

● 西条南
〒739-0036 東広島市西条町田口2788番地3
TEL 082-425-2333

● 大野出張所
〒739-0434 廿日市市大野1丁目10番1号
TEL 0829-54-2313

● 高屋
〒739-2102 東広島市高屋町杵原1338番地4
TEL 082-434-3001

● 宮内
〒738-0034 廿日市市宮内1070番地1
TEL 0829-38-1211

● 八本松
〒739-0141 東広島市八本松町飯田156番地11
TEL 082-428-6363

■ 廿日市
〒738-0033 廿日市市串戸2丁目9-12
TEL 0829-31-2010

● 安芸津出張所
〒739-2402 東広島市安芸津町三津4294番地
TEL 0846-45-1150

● 緑井
〒731-0103 広島市安佐南区緑井2丁目8番2号
TEL 082-879-3232

安芸郡

●安
〒731-0141 広島市安佐南区相田2丁目9番21号
TEL 082-872-0511

● 海田
〒736-0046 広島県安芸郡海田町窪町4番45号
TEL 082-823-2161

● 沼田
〒731-3161 広島市安佐南区沼田町大字伴7702番地の1
TEL 082-848-4331

● 海田東出張所
〒736-0022 広島県安芸郡海田町蟹原2丁目12番18号
TEL 082-822-5300

● 福山
〒720-0812 福山市霞町2丁目5番3号
TEL 084-922-3120

●

園中央
〒731-0113 広島市安佐南区西原6丁目33番19号
TEL 082-874-3281

● 安芸府中
〒735-0006 広島県安芸郡府中町本町4丁目7番18号
TEL 082-281-2131

● 福山御船出張所
〒720-0042 福山市御船町1丁目13番28号
TEL 084-922-2650

● 安中央
〒731-0144 広島市安佐南区高取北3丁目3番17号
TEL 082-872-1110

● 浜田出張所
〒735-0013 広島県安芸郡府中町浜田1丁目1番8号
TEL 082-283-2411

● 住宅センター福山出張所
〒720-0042 福山市御船町1丁目13番28号
TEL 084-922-3350

北九州銀行

園
〒731-0138 広島市安佐南区
TEL 082-874-4141

呉

● 呉営業部
〒737-8611 呉市本通2丁目3番7号
TEL 0823-20-1200
（呉住宅センター）
TEL 0823-20-1218

もみじ銀行

● 中央市場
〒733-0832 広島市西区草津港1丁目8番1号
TEL 082-279-2050

広島市佐伯区
● 五日市
〒731-5136 広島市佐伯区楽々園4丁目14番24号
TEL 082-921-2111
（五日市住宅センター）
TEL 082-924-6681

● 熊野
〒731-4221 広島県安芸郡熊野町出来庭6丁目2番13号
TEL 082-854-6143

山口銀行

● 三篠
〒733-0003 広島市西区三篠町1丁目12番19号
TEL 082-237-2421

●坂
〒731-4311 広島県安芸郡坂町北新地2丁目3番45号
TEL 082-884-2810

山 口 フィナンシャル グルー プ

● 翠町
〒734-0015 広島市南区宇品御幸1丁目9番26-101号
TEL 082-251-7131

■ 東広島
〒739-0015 東広島市西条栄町9-17
TEL 082-423-2711

福山市
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福山市

山 口 フィナンシャル グルー プ

● 大柿出張所
〒737-2213 江田島市大柿町大原1099番地1
TEL 0823-57-3390

● 福山南
〒720-0825 福山市沖野上町5丁目13番4号
TEL 084-924-5611

■ 尾道
〒722-0036 尾道市東御所町1-20（JB本四高速尾道ビル2階）
TEL 0848-24-4711

● 川口出張所
〒720-0822 福山市川口町2丁目10番41号
TEL 084-954-0888
● 蔵王
〒721-0973 福山市南蔵王町5丁目18番35号
TEL 084-941-8200
● 福山北
〒720-0003 福山市御幸町大字森脇132番地の1
TEL 084-955-0280
● 神辺
〒720-2123 福山市神辺町川北1444番地3
TEL 084-963-7800
● 福山東
〒721-0961 福山市明神町1丁目9番35号
TEL 084-922-5707
● 福山西
〒720-0067 福山市西町3丁目15番14号
TEL 084-923-8311

山口銀行

● 春日
〒721-0916 福山市春日台1番17号
TEL 084-947-1211
■ 福山
〒721-0942 福山市引野町5丁目18-17
TEL 084-941-3321

広島県内その他
● 竹原
〒725-0026 竹原市中央3丁目6番1号
TEL 0846-22-0818

もみじ銀行

● 三原
〒723-0017 三原市港町1丁目12番12号
TEL 0848-63-3211
● 三原西
〒723-0052 三原市皆実1丁目26番15号
TEL 0848-63-3000
● 尾道
〒722-0035 尾道市土堂1丁目3番27号
TEL 0848-25-5211
● 尾道中央
〒722-0038 尾道市天満町15番20号
TEL 0848-22-4168

北九州銀行

● 甲山
〒722-1121 広島県世羅郡世羅町大字西上原497番地2
TEL 0847-22-1166
● 吉田
〒731-0501 安芸高田市吉田町吉田752番地1
TEL 0826-42-0622
● 三次
〒728-0012 三次市十日市中3丁目1番5号
TEL 0824-62-3157
● 府中
〒726-0012 府中市中須町1651番地
TEL 0847-45-6611
● 府中中央出張所
〒726-0004 府中市府川町162番地の7
TEL 0847-45-8686
● 千代田
〒731-1533 広島県山県郡北広島町有田647番地3
TEL 0826-72-0008
● 大竹
〒739-0611 大竹市新町1丁目6番7号
TEL 0827-52-3151
● 因島
〒722-2323 尾道市因島土生町1899番地48
TEL 0845-22-2130
● 因島田熊
〒722-2324 尾道市因島田熊町1140番地1
TEL 0845-22-2568
● 大崎
〒725-0301 広島県豊田郡大崎上島町中野5577番地3
TEL 0846-64-2630
● 江田島
〒737-2122 江田島市江田島町中央4丁目17番21号
TEL 0823-42-0430

038

宗像市

● 松永
〒729-0111 福山市今津町2丁目2番21号
TEL 084-933-4145

北九州市
◆ 本店営業部
〒802-0005 北九州市小倉北区堺町1丁目1-10
TEL 093-531-3331
◆ コレットプラス出張所
〒802-0002 北九州市小倉北区京町3丁目1-1（コレット2階）
TEL 093-511-0300
◆ 門司
〒801-0833 北九州市門司区清滝2丁目3-4
TEL 093-331-2531
◆ 大里
〒800-0024 北九州市門司区大里戸ノ上1丁目3-17
TEL 093-371-4121
◆ 三萩野
〒802-0074 北九州市小倉北区白銀1丁目4-1
TEL 093-931-3631
◆ 到津
〒803-0845 北九州市小倉北区上到津3丁目3-3
TEL 093-654-1611
◆ 守恒
〒802-0842 北九州市小倉南区日の出町1丁目6-30
TEL 093-961-0520
◆ 小倉東
〒800-0226 北九州市小倉南区田原新町3丁目10-3
TEL 093-473-3111
◆沼
〒800-0208 北九州市小倉南区沼本町1丁目1-1
TEL 093-473-4711
◆ 八幡
〒806-0021 北九州市八幡西区黒崎1丁目4-1
TEL 093-621-3631
◆ 折尾
〒807-0825 北九州市八幡西区折尾3丁目7-3
TEL 093-601-0800
◆ 八幡南
〒807-0831 北九州市八幡西区則松7丁目19-2
TEL 093-691-2100
◆ 相生
〒806-0057 北九州市八幡西区鉄王1丁目18-28
TEL 093-645-1050
◆ 八幡中央
〒805-0019 北九州市八幡東区中央2丁目17-12
TEL 093-681-9761
◆ 戸畑
〒804-0084 北九州市戸畑区幸町8-23
TEL 093-871-6031
◆ 若松
〒808-0025 北九州市若松区中川町1-8
TEL 093-761-1321
◆ ひびきの
〒808-0137 北九州市若松区ひびきの南1丁目4-17
TEL 093-693-7130
● 小倉
〒802-0084 北九州市小倉北区香春口2丁目8番8号
TEL 093-931-3881

京都郡苅田町
◆ 苅田
〒800-0312 京都郡苅田町殿川町1-11
TEL 093-436-5930

行橋市
◆ 行橋
〒824-0038 行橋市西泉6丁目1-1
TEL 0930-28-0211

直方市
◆ 直方
〒822-0008 直方市湯野原2丁目8-12
TEL 0949-29-6111

◆ 宗像
〒811-4185 宗像市赤間駅前1丁目4-34
TEL 0940-38-0511

糟屋郡新宮町
◆ 新宮
〒811-0120 糟屋郡新宮町中央駅前1丁目5-3
TEL 092-940-6211

福岡市
◆ 福岡
〒812-0025 福岡市博多区店屋町8-27
TEL 092-291-6231
◆ 千早
〒813-0041 福岡市東区水谷2丁目51-19
TEL 092-683-5450
◆ 赤坂門
〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2丁目2-8
TEL 092-761-6331
◆ 博多駅東
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目5-1
TEL 092-451-2981
◆ 西新
〒814-0002 福岡市早良区西新5丁目15-37
TEL 092-823-3851
◆ 天神
〒810-0001 福岡市中央区天神1丁目13-6西鉄天神ビル2階
TEL 092-762-6911

久留米市
◆ 久留米
〒830-0032 久留米市東町6-10
TEL 0942-35-2311

大分市
◆ 大分
〒870-0022 大分市大手町3丁目8-13
TEL 097-536-1251

熊本市
◆ 熊本
〒862-0971 熊本市中央区大江4丁目1-4
TEL 096-372-2211

長崎市
◆ 長崎
〒850-0035 長崎市元船町2-3
TEL 095-826-7181

東京都
■ 東京
〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町3丁目3-5
TEL 03-3231-8441
● 東京
〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町3丁目3-5三友常盤橋ビル6階
TEL 03-5200-5500

名古屋市
■ 名古屋
〒460-0008 名古屋市中区栄1丁目11-11
TEL 052-221-7771

大阪市
■ 大阪
〒530-0005 大阪市北区中之島3丁目3-3 中之島三井ビル7階
TEL 06-6443-8541

神戸市
■ 神戸
〒650-0011 神戸市中央区下山手通2丁目5-9
TEL 078-321-0401

岡山市
● 岡山
〒700-0822 岡山市北区表町2丁目3番41号
TEL 086-222-8837

倉敷市
● 倉敷
〒710-0826 倉敷市老松町2丁目1番2号
TEL 086-422-5411

松山市

今治市
■ 今治
〒794-0026 今治市別宮町2丁目1-1
TEL 0898-34-1103

益田市
■ 益田
〒698-0025 益田市あけぼの西町13-7
TEL 0856-23-6821

■ ワイエム証券株式会社

国

中

■ 香港駐在員事務所
403,4/F,Far East Finance Centre,16
Harcourt Road,Hong Kong
TEL 010-852-25217194

国

■ 青島
中華人民共和国山東省青島市香港中路76号
青島頤中皇冠假日酒店2楼
TEL 010-86-532-8576-6222
■ 大連
中華人民共和国遼寧省大連市西崗区中山路147号
森茂大厦14楼
TEL 010-86-411-83705288
上記海外拠点に電話をおかけになる場合は、まず電話会社の識別番号をダイヤルしてください。
（例）KDDI により青島支店に電話をかける場合 001-010-86-532-8576-6222
■ 岩国支店
〒740-0018 岩国市麻里布町1丁目8-4（山口銀行岩国支店内）
TEL 0827-30-1671
■ 萩支店
〒758-0047 萩市東田町16-1（山口銀行萩支店内）
TEL 0838-21-1230
■ 広島支店
〒730-0036 広島市中区袋町3-17（シシンヨービル1階）
TEL 082-546-1250
■ 呉支店
〒737-0045 呉市本通2丁目3-7（もみじ銀行呉営業部内）
TEL 0823-32-8011
■ 東広島支店
〒739-0015 東広島市西条栄町9-17（山口銀行東広島支店内）
TEL 082-493-8211
■ 東広島支店もみじ西条プラザ
〒739-0016 東広島市西条岡町10-18（もみじ銀行西条支店内）
TEL 082-493-8221

■ 他金融機関等とのATM提携状況

［山口銀行］

YSネットサービス

■ 広島西支店
〒733-0841 広島市西区井口明神1丁目16-3（もみじ銀行商工センター支店内）
TEL 082-270-2355
■ 福山支店
〒720-0812 福山市霞町2丁目5-3（もみじ銀行福山支店内）
TEL 084-973-8822
■ 北九州支店
〒802-0005 北九州市小倉北区堺町1丁目6-15（日専連ビル7階）
TEL 093-513-1211
■ 北九州支店北九州銀行本店プラザ
〒802-0005 北九州市小倉北区堺町1丁目1-10（北九州銀行本店営業部内）
TEL 093-513-1243
■ 東京支店
〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町3丁目3-5
TEL 03-3231-6170

■ 株式会社井筒屋ウィズカード

■ 本社
〒802-8511 北九州市小倉北区船場町1-1
TEL 093-522-3550

サービス
カードによる引き出し

1/1-1/3、5/3-5/5はご利用いただけません。
5/3-5/5が日曜となる場合はご利用いただけます。

ゆうちょ銀行

カードによる引き出し、預け入れ

セブン銀行

カードによる引き出し、預け入れ

セブンイレブンなどに設置のセブン銀行のATM

ローソン・エイティエム・ネットワークス
ローソンなどに設置のATM

イーネット

1/1-1/3はご利用いただけません。
365日ご利用いただけます。

カードによる引き出し、預け入れ

365日ご利用いただけます。

カードによる引き出し、預け入れ

ファミリーマートなどに設置のE-netマークのあるATM

365日ご利用いただけます。

イオン銀行

カードによる引き出し

マックスバリュなどに設置のイオン銀行のATM

1/1-1/3、5/3-5/5はご利用いただけません。
5/3-5/5が日曜となる場合はご利用いただけます。

カードによる引き出し

4BANKSネットサービス

カードによる引き出し

中国地区の第二地銀４行のATM/CD

1/1-1/3、5/3-5/5はご利用いただけません。
5/3-5/5が日曜となる場合はご利用いただけます。

ゆうちょ銀行

カードによる引き出し、預け入れ

セブン銀行

カードによる引き出し、預け入れ

広島県下に本店を置くすべての地方銀行・第二地方銀行・
信用金庫・農業協同組合のATM/CD

全国のゆうちょ銀行のATM/CD
セブンイレブンなどに設置のセブン銀行のATM

愛媛銀行

全国の愛媛銀行のATM/CD

イオン銀行

マックスバリュなどに設置のイオン銀行のATM

［北九州銀行］
セブン銀行

セブンイレブンなどに設置のセブン銀行のATM

イーネット

サービス
1/1-1/3、5/3-5/5はご利用いただけません。
5/3-5/5が日曜となる場合はご利用いただけます。

1/1-1/3はご利用いただけません。
365日ご利用いただけます。

カードによる引き出し

1/1-1/3、5/3-5/5はご利用いただけません。
5/3-5/5が日曜となる場合はご利用いただけます。

カードによる引き出し

1/1-1/3、5/3-5/5はご利用いただけません。
5/3-5/5が日曜となる場合はご利用いただけます。

手数料

（ 時間外は時間外手数料が必要
一部サービス対象外のATMがございます ）
ご利用手数料が必要
無料
（時間外は時間外手数料が必要）
ご利用手数料が必要
無料
（時間外は時間外手数料が必要）
ご利用手数料が必要

無料

手数料

（ 時間外は時間外手数料が必要
一部サービス対象外のATMがございます ）
無料

（ 時間外は時間外手数料が必要
一部サービス対象外のATMがございます ）
ご利用手数料が必要
無料
（時間外は時間外手数料が必要）
無料

（ 時間外は時間外手数料が必要
一部サービス対象外のATMがございます ）
ご利用手数料が必要

サービス

手数料

カードによる引き出し、預け入れ

無料
（時間外は時間外手数料が必要）

カードによる引き出し、預け入れ

無料
（時間外は時間外手数料が必要）

365日ご利用いただけます。

ファミリーマートなどに設置のE-netマークのあるATM

365日ご利用いただけます。

ゆうちょ銀行

カードによる引き出し、預け入れ

イオン銀行

カードによる引き出し

1/1-1/3、5/3-5/5はご利用いただけません。
5/3-5/5が日曜となる場合はご利用いただけます。

ご利用手数料が必要

YSネットサービス

カードによる引き出し

無料

全国のゆうちょ銀行のATM/CD

マックスバリュなどに設置のイオン銀行のATM

提携信用金庫のATM/CD

1/1-1/3はご利用いただけません。

1/1-1/3、5/3-5/5はご利用いただけません。
5/3-5/5が日曜となる場合はご利用いただけます。

北九州銀行

［もみじ銀行］
ひろしまネットサービス

無料

もみじ銀行

提携信用金庫のATM/CD
全国のゆうちょ銀行のATM/CD

山口銀行

■ 本店営業部
〒750-0018 下関市豊前田町3丁目3-1（海峡メッセ下関2階）
TEL 083-223-1234
■ 宇部支店
〒755-0029 宇部市新天町1丁目1-11（山口銀行宇部支店内）
TEL 0836-29-6881
■ 山口支店
〒753-0048 山口市駅通り2丁目5-5（山口銀行山口支店内）
TEL 083-933-1000
■ 防府支店
〒747-0801 防府市駅南町10-1（山口銀行防府支店内）
TEL 0835-20-1233
■ 徳山支店
〒745-0011 周南市桜馬場通1丁目1（山口銀行徳山支店内）
TEL 0834-27-1561
■ 柳井支店
〒742-0035 柳井市中央2丁目9-14（山口銀行柳井支店内）
TEL 0820-24-0711

韓

■ 釜山
大韓民国釜山広域市中区中央大路63、4階
（中央洞3街、釜山郵便局保険会館）
TEL 010-82-51-4623281

山 口 フィナンシャル グルー プ

■ 松山
〒790-0003 松山市三番町3丁目8-2
TEL 089-931-7141

ご利用手数料が必要

（ 時間外は時間外手数料が必要
一部サービス対象外のATMがございます ）
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