
提携金融機関一覧
浜銀ファイナンス株式会社

TEL045-225-2325

都市銀行

みずほ銀行 横浜銀行 シ 滋賀銀行 ニ 西日本ｼﾃｨ銀行 神奈川県 栃木県

三菱UFJ銀行 四国銀行 かながわ信金 足利小山信金

三井住友銀行 ア 愛知銀行 静岡銀行 ハ 八十二銀行 川崎信金

りそな銀行 青森銀行 静岡中央銀行 さがみ信金 群馬県

埼玉りそな銀行 秋田銀行 七十七銀行 ヒ 東日本銀行 湘南信金 桐生信金

足利銀行 島根銀行 肥後銀行 中栄信金 しののめ信金

信託銀行 阿波銀行 清水銀行 百五銀行 中南信金 高崎信金

みずほ信託銀行 荘内銀行 百十四銀行 平塚信金

三菱ＵＦＪ信託銀行 イ 池田泉州銀行 親和銀行 広島銀行 横浜信金 宮城県

三井住友信託銀行 伊予銀行 十八銀行 杜の都信金

ＳＭＢＣ信託銀行 岩手銀行 十六銀行 フ 福井銀行 東京都 石巻信金

常陽銀行 福岡銀行 朝日信金

その他銀行 エ 愛媛銀行 福島銀行 足立成和信金 静岡県

イオン銀行 ス スルガ銀行 福邦銀行 青梅信金 磐田信金

新生銀行 オ 大分銀行  亀有信金 遠州信金

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾈｯﾄ銀行 大垣共立銀行 セ 仙台銀行 ホ 豊和銀行 小松川信金 掛川信金

住信ＳＢＩﾈｯﾄ銀行 沖縄銀行 北越銀行 さわやか信金 しずおか信金

セブン銀行 タ 大光銀行 北都銀行 芝信金 島田信金

ソニー銀行 カ 香川銀行  但馬銀行 北洋銀行 昭和信金 静清信金

楽天銀行 鹿児島銀行 第三銀行 北陸銀行 城南信金 浜松信金

神奈川銀行 第四銀行 北海道銀行 城北信金 富士信金

ゆうちょ銀行  関西ｱｰﾊﾞﾝ銀行 大東銀行 北國銀行 巣鴨信金 富士宮信金

西武信金 沼津信金

キ 北九州銀行 チ 筑邦銀行 ミ 三重銀行 世田谷信金 三島信金

紀陽銀行 千葉銀行 みちのく銀行 瀧野川信金 焼津信金

京都銀行 千葉興業銀行 みなと銀行 多摩信金

きらぼし銀行 中国銀行 南日本銀行 東京シティ信金 長野県

近畿大阪銀行 宮崎銀行 東京信金 アルプス中央信金

ツ 筑波銀行 宮崎太陽銀行 東京東信金 長野信金

ク 熊本銀行 目黒信金 飯田信金

群馬銀行 ト 東京ｽﾀｰ銀行 ム 武蔵野銀行 松本信金

東邦銀行 千葉県

ケ 京葉銀行 東北銀行 モ もみじ銀行 千葉信金 山梨県

東和銀行 銚子信金 山梨信金

コ 高知銀行 徳島銀行 ヤ 山形銀行 東京ベイ信金

栃木銀行 山口銀行 岐阜県

サ 西京銀行 鳥取銀行 山梨中央銀行 埼玉県 大垣西濃信金

佐賀銀行 トマト銀行 川口信金 岐阜信金

山陰合同銀行 富山銀行 リ 琉球銀行 埼玉縣信金 関信金

富山第一銀行 飯能信金 高山信金

東濃信金

ナ 長崎銀行 茨城県 八幡信金

長野銀行 水戸信金

名古屋銀行 結城信金 広島県

南都銀行 広島信金

※口座振替のお取扱いは、日本国内の本支店の口座に限ります。 2018年10月現在

※提出された預金口座振替依頼書をもとに、預金者様へ確認の電子メール等が配信される場合があり、預金者様が承認することで

(裏面に続く）

信用金庫（裏面に続く）

　 手続完了となります。但し、一定期間以内に承認の返信がないと不備として預金口座振替依頼書が返却されます。

地方銀行
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信用金庫 信用組合

愛知県 神奈川県 千葉県 静岡県 熊本県 小田原第一信組

愛知信金 厚木市 安房 あいら伊豆 あしきた 神奈川県医師信組

いちい信金 伊勢原市 いすみ 伊豆太陽 阿蘇 神奈川県歯科医師信組

岡崎信金 かながわ西湘 市川市 伊豆の国 あまくさ 相愛信組

蒲郡信金 神奈川つくい 市原市 遠州中央 大浜 銚子商工信組

瀬戸信金 県央愛川 かとり 遠州夢咲 かみましき 横浜華銀

知多信金 さがみ 木更津市 大井川 鹿本 横浜幸銀信組

中日信金 相模原市 君津市 掛川市 菊池

東春信金 湘南 佐原 御殿場 くま 労働金庫

豊川信金 セレサ川崎 山武郡市 静岡市 熊本うき 近畿労金

豊田信金 秦野市 多古町 清水 熊本市 中央労金

豊橋信金 三浦市 ちば東葛 とぴあ浜松 たまな 長野県労金

西尾信金 よこすか葉山 ちばみどり 南駿 本渡五和

半田信金 横浜 千葉みらい ハイナン やつしろ その他

尾西信金 神奈川県信連 長生 富士市 れいほく 商工組合中央金庫

碧海信金 とうかつ中央 富士宮

富里市 三方原開拓

大阪府 成田市 三島函南

大阪信金 西印旛 三ヶ日町

大阪シティ信金 八千代市 静岡県信連

北おおさか信金

京都府 東京都 埼玉県 長野県 鹿児島県

京都信金 秋川 あさか野 あづみ あいら

京都中央信金 世田谷目黒 いるま野 上伊那 あおぞら

東京あおば くまがや 木曽 あまみ

三重県 東京スマイル 越谷市 グリーン長野 いぶすき

北伊勢上野信金 東京中央 さいたま 佐久浅間 鹿児島いずみ

紀北信金 東京みどり 埼玉中央 塩尻市 鹿児島きもつき

桑名信金 東京南 埼玉ひびきの 信州うえだ 鹿児島みらい

津信金 東京みらい さいかつ 信州諏訪 北さつま

三重信金 東京むさし 埼玉岡部 洗馬 肝付吾平町

西多摩 埼玉みずほ 大北 さつま日置

兵庫県 西東京 榛沢 ながの そお鹿児島

兵庫信金 八王子市 花園 中野市 種子屋久

但陽信金 マインズ ちちぶ 長野八ヶ岳 南さつま

町田市 ふかや 松本市 鹿児島県信連

香川県 東京信連 ほくさい 松本ハイランド

高松信金 南彩 みなみ信州

埼玉県信連 長野県信連

鹿児島県

鹿児島信金 愛知県

鹿児島相互信金 天白信用

熊本県

熊本第一信金

2018年10月現在

農協


