
2022年09月09日現在

都道府県 市町村 店番 店名 住所

004 本店営業部 水戸市南町2-5-5

032 下市支店 水戸市本町1-4-29

033 県庁支店 水戸市笠原町978-6　茨城県庁内

098 千波支店 水戸市千波町海道付1870

108 赤塚支店 水戸市赤塚1-16

109 水戸市役所支店 水戸市中央1-4-1　水戸市役所内

122 内原支店 水戸市内原町1568-2

124 吉田支店 水戸市元吉田町1574-3

126 見和支店 水戸市見和2-257-4

133 水戸駅南 支店 水戸市元吉田町120-1

172 渡里支店 水戸市堀町985-6

178 平須支店 水戸市平須町1828-61

007 日立支店 日立市助川町1-9-1

017 多賀支店 日立市多賀町2-1-1

035 久慈浜支店 日立市久慈町4-5-18

119 日高支店 日立市日高町1-8-15

006 土浦支店 土浦市中央2-16-9

073 荒川沖支店 稲敷郡阿見町うずら野4-1-12

115 土浦市役所出張所 土浦市大和町9-1　土浦市役所内

143 高津支店 土浦市中高津3-5-5

191 新治支店 土浦市藤沢3631-6

012 古河支店 古河市本町1-3-9

087 古河東支店 古河市旭町1-1-15

088 三和支店 古河市諸川1054

113 総和支店 古河市駒羽根1350-4

011 石岡支店 石岡市国府3-3-18

076 柿岡支店 石岡市柿岡1917

154 石岡東支店 石岡市東光台3-6-8

結城市 021 結城支店 結城市結城73

020 竜崎支店 龍ケ崎市横町4209

130 北竜台出張所 龍ケ崎市小柴5-2-3

下妻市 018 下妻支店 下妻市下妻丁119

019 水海道支店 常総市水海道宝町2790

084 石下支店 常総市新石下4500-1

常陸太田市 013 太田支店 常陸太田市金井町3658-1

高萩市 015 高萩支店 高萩市本町2-65

常総市

口座開設アプリ口座作成対象店一覧

茨城県

水戸市

日立市

土浦市

古河市

石岡市

龍ヶ崎市

●「お住まい・勤務地の最寄の店舗」または「インターネット支店（※）」のいずれかから選択してください。 
 

●以下に記載されていない店舗は、アプリの口座開設対象外となります。 
 

    都内にお住まいまたは勤務されている方は、「インターネット支店」が便利です。 
 

 ※「インターネット支店」は18歳以上の方が対象です。 



062 磯原支店 北茨城市磯原町磯原2-166

063 大津支店 北茨城市大津町北町4-4-15

041 笠間支店 笠間市笠間1357-5

077 岩間支店 笠間市下郷4439

078 友部支店 笠間市東平2-1-1

038 取手支店 取手市取手2-11-5

069 藤代支店 取手市片町312-5

107 戸頭支店 取手市戸頭4-22-1

101 牛久支店 牛久市田宮3-16-1

198 ひたち野うしく支店 牛久市ひたち野東1-25-15

040 谷田部支店 つくば市台町2-1-20

075 筑波支店 つくば市北条92

104 研究学園都市支店 つくば市吾妻1-14-2

125 大穂支店 つくば市大曽根3095-1

136 茎崎支店 つくば市小茎300-1

139 豊里支店 つくば市酒丸255-3

168 つくば並木支店 つくば市梅園2-7-3

176 つくば市役所支店 つくば市研究学園1-1-1　つくば市役所内

204 つくば新都市支店 つくば市研究学園4-4-2

014 湊支店 ひたちなか市湊本町2-22

034 ひたちなか支店 ひたちなか市笹野町1-8-1

112 勝田西支店 ひたちなか市市毛957-6

141 佐和支店 ひたちなか市高場１－２１－１３

036 鹿島支店 鹿嶋市宮中1-10-12

189 鹿島東支店 鹿嶋市宮中2013-8

潮来市 065 潮来支店 潮来市潮来286-1

守谷市 086 守谷支店 守谷市中央1-22-10

常陸大宮市 057 大宮支店 常陸大宮市下町257-3

那珂市 055 菅谷支店 那珂市菅谷4391

010 下館支店 筑西市丙370

146 協和支店 筑西市新治1996-129

152 明野支店 筑西市海老ヶ島720-1

坂東市 085 岩井支店 坂東市岩井3289-1

068 江戸崎支店 稲敷市江戸崎甲3147-1

188 新利根支店 稲敷市中山後畑4376-2

かすみがうら市 118 神立支店 かすみがうら市稲吉2-11-28

082 真壁支店 桜川市真壁町真壁380-1

083 岩瀬支店 桜川市岩瀬山王114-1

037 波崎支店 神栖市波崎8630-3

064 神栖支店 神栖市大野原4-7-11

111 知手支店 神栖市知手中央3-4-33

066 麻生支店 行方市麻生1135-31

067 玉造支店 行方市玉造甲337

鉾田市 026 鉾田支店 鉾田市鉾田2304

131 伊奈支店 つくばみらい市谷井田2215-2

199 みらい平支店 つくばみらい市陽光台1-13-2
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ひたちなか市

稲敷市

鹿嶋市

茨城県



080 小川支店 小美玉市中延134-1

120 美野里支店 小美玉市羽鳥2661-2

028 大洗支店 東茨城郡大洗町磯浜町953

059 石塚支店 東茨城郡城里町石塚1343

079 長岡支店 東茨城郡茨城町小鶴103

那珂郡 114 東海支店 那珂郡東海村舟石川駅東3-5-19

久慈郡 029 大子支店 久慈郡大子町大子泉町南側735-2

074 阿見支店 稲敷郡阿見町中郷2-3-1

117 美浦支店 稲敷郡美浦村信太2626-1

結城郡 127 八千代支店 結城郡八千代町菅谷1021-24

猿島郡 089 境支店 猿島郡境町1546-1

北相馬郡 070 利根支店 北相馬郡利根町布川3331

千葉市 091 千葉支店 千葉市中央区新千葉1-4-3　WESTRIO千葉ﾌｺｸ生命ﾋﾞﾙ

銚子市 023 銚子支店 銚子市新生町1-50-2

船橋市 205 船橋支店 船橋市本町7-10-1

松戸市 100 松戸支店 松戸市松戸1307-1

柏市 053 柏支店 柏市柏2-6-10

流山市 200 流山おおたかの森支店 千葉県流山市おおたかの森東1-2-1　ライフガーデン流山おおたかの森１階

我孫子市 106 我孫子支店 我孫子市我孫子1-12-1

さいたま市 203 さいたま支店 さいたま市大宮区仲町2-65-2　Vスクエア大宮

越谷市 072 越谷支店 越谷市南越谷1-1-35

三郷市 110 三郷支店 三郷市中央3-2-8

福島市 008 福島支店 福島市本町6-1

会津若松市 049 会津支店 会津若松市馬場町1-28

郡山市 022 郡山支店 郡山市中町6-3

016 平支店 いわき市平二町目37-1

025 植田支店 いわき市植田町本町2-7-7

051 湯本支店 いわき市常磐湯本町天王崎1-3

052 小名浜支店 いわき市小名浜本町3-2

白河市 048 白河支店 白河市大手町8-2

須賀川市 050 須賀川支店 須賀川市宮先町18-1

南相馬市 092 原町支店 南相馬市原町区本町2-110

宮城県 仙台市 009 仙台支店 仙台市青葉区中央2-1-21

宇都宮市 027 宇都宮支店 宇都宮市泉町1-24

024 小山支店 小山市中央町3-3-3

162 小山東支店 小山市城東6-36-15

真岡市 094 真岡支店 真岡市田町1068-2

台東区 044 上野支店 台東区東上野3-18-4

足立区 201 六町支店 足立区六町1-17-42

250 インターネット支店 -その他

小美玉市

東茨城郡

稲敷郡

千葉県

埼玉県

福島県 いわき市

東京都

栃木県 小山市

茨城県


