
2022.3.14 現在

電話番号一覧（店番順） 電話番号一覧（市町村５０音順）

都道府県 市町村以降

ア 会津支店 049 福島県 会津若松市馬場町1-28

赤塚支店 108 茨城県 水戸市赤塚1-16

赤塚駅南出張所 187 茨城県
水戸市赤塚1-16
赤塚支店内

明野支店
（明野ﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）

152 茨城県 筑西市海老ヶ島720-1

旭支店 145 茨城県
鉾田市鉾田2304
鉾田支店内

東出張所 147 茨城県
稲敷市中山後畑4376-2
新利根支店内

麻生支店 066 茨城県 行方市麻生1135-31

我孫子支店
（我孫子ﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）

106 千葉県 我孫子市我孫子1-12-1

阿見支店 074 茨城県 稲敷郡阿見町中郷2-3-1

荒川沖支店
（荒川沖ﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）

073 茨城県 稲敷郡阿見町うずら野4-1-12

荒川沖東支店 179 茨城県
稲敷郡阿見町うずら野4-1-12
荒川沖支店内

イ
池袋支店

(池袋ﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾃｰｼｮﾝ）
045 東京都 豊島区東池袋1-12-3

石岡支店 011 茨城県 石岡市国府3-3-18

石岡市役所出張所 011 茨城県
石岡市石岡1-1-1
石岡市役所内

石岡東支店
（石岡東ﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）

154 茨城県 石岡市東光台3-6-8

石下支店 084 茨城県 常総市新石下4500-1

石塚支店
(石塚ﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）

059 茨城県 東茨城郡城里町石塚1343

泉町支店 030 茨城県
水戸市南町2-5-5
本店営業部内

磯原支店 062 茨城県 北茨城市磯原町磯原2-166

潮来支店 065 茨城県 潮来市潮来286-1

伊奈支店
（伊奈ﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）

131 茨城県 つくばみらい市谷井田2215-2

岩井支店 085 茨城県 坂東市岩井3289-1

岩瀬支店 083 茨城県 桜川市岩瀬山王114-1

岩間支店
（岩間ﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）

077 茨城県 笠間市下郷4439

ウ 植田支店 025 福島県 いわき市植田町本町2-7-7

上野支店 044 東京都 台東区東上野3-18-4

兎平支店 103 茨城県
日立市助川町1-9-1
日立支店内

牛谷支店 161 茨城県
古河市旭町1-1-15
古河東支店内

牛久支店 101 茨城県 牛久市田宮3-16-1

牛久東支店 150 茨城県
牛久市田宮3-16-1
牛久市店内

内原支店
(内原ﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）

122 茨城県 水戸市内原町1568-2

【電話番号一覧（店舗名５０音順）】

　　　　　　　　　　　　　　　　受付時間：９：００ ～ １１：３０ および １２：３０ ～ １６：００

　　　　　　　　　　　　　　　　受 付 日：月～金曜日（祝日および銀行の休業日を除く）

所在地

0297-87-5201

0242-22-3800

029-252-8211

029-252-8211

0296-52-5588

0291-33-2121

電話番号カナ 店舗名 店番

0299-72-0551

029-350-7888

029-288-2151

0297-42-2121

0299-26-3566

0299-23-9591

0299-23-1201

0120-256-185（電話受付センター）

029-843-5001

029-843-5001

029-887-0363

0120-256-185（電話受付センター）

0299-62-2110

0293-42-1111

0297-35-1401

0297-58-5551

029-872-5111

029-872-5111

0280-32-5211

0294-22-3131

0120-256-185（電話受付センター）

029-259-5611

0246-63-2121

0299-45-2601

0296-75-3103
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ウ 宇都宮支店 027 栃木県 宇都宮市泉町1-24

宇都宮東支店 197 栃木県
宇都宮市泉町1-24
宇都宮支店内

瓜連支店
（瓜連ﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）

056 茨城県 那珂市瓜連1180-2

エ 江戸崎支店 068 茨城県 稲敷市江戸崎甲3147-1

オ 大洗支店 028 茨城県 東茨城郡大洗町磯浜町953

大阪支店
（大阪ﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾃｰｼｮﾝ）

096 大阪府 大阪市中央区本町3-5-7

太田支店 013 茨城県 常陸太田市金井町3658-1

太田東出張所 156 茨城県
常陸太田市金井町3658-1
太田支店内

大津支店
（大津ﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）

063 茨城県 北茨城市大津町北町4-4-15

大穂支店 125 茨城県 つくば市大曽根3095-1

大みか支店 135 茨城県
日立市多賀町2-1-1
多賀支店内

大宮支店 057 茨城県 常陸大宮市下町257-3

小川支店 080 茨城県 小美玉市中延134-1

小名浜支店 052 福島県 いわき市小名浜本町3-2

小山支店 024 栃木県 小山市中央町3-3-3

小山東支店
（小山東ﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）

162 栃木県 小山市城東6-36-15

カ
柿岡支店

(柿岡ﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）
076 茨城県 石岡市柿岡1917

笠間支店 041 茨城県 笠間市笠間1357-5

鹿島支店 036 茨城県 鹿嶋市宮中1-10-12

鹿島東支店
（鹿島東ﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）

189 茨城県 鹿嶋市宮中2013-8

柏支店 053 千葉県 柏市柏2-6-10

勝田駅前出張所 190 茨城県
ひたちなか市笹野町1-8-1
ひたちなか支店内

勝田昭和通支店 158 茨城県
ひたちなか市笹野町1-8-1
ひたちなか支店内

勝田西支店
（勝田西ﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）

112 茨城県 ひたちなか市市毛957-6

金沢出張所 123 茨城県
日立市多賀町2-1-1
多賀支店内

神栖支店 064 茨城県 神栖市大野原4-7-11

神立支店 118 茨城県 かすみがうら市稲吉2-11-28

キ 北浦支店 128 茨城県
行方市麻生1135-31
麻生支店内

北守谷出張所 129 茨城県
守谷市中央1-22-10
守谷支店内

協和支店
（協和ﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）

146 茨城県 筑西市新治1996-129

ク
茎崎支店

（茎崎ﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）
136 茨城県 つくば市小茎300-1

0294-72-2121

0294-72-2121

0120-256-185（電話受付センター）

029-267-2131

029-892-2011

029-298-1345（菅谷支店）

028-622-6515

028-622-6515

0295-52-0881

0294-36-2151

029-864-2911

0293-46-1143

029-876-3521

0296-57-5021

0297-48-1221

0299-72-0551

029-831-8831

0299-92-3511

0285-24-0211（小山支店）

0285-22-1505

0246-54-3131

0299-58-2421

0299-82-8241

0299-82-3511

0296-72-1121

0294-36-2151

029-274-6131

029-273-7111

029-273-7111

0120-256-185（電話受付センター）

0299-43-1212
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所在地
電話番号カナ 店舗名 店番

ク 久下田支店 095 栃木県
真岡市田町1068-2
真岡支店内

久慈浜支店 035 茨城県 日立市久慈町4-5-18

ケ 研究学園都市支店 104 茨城県 つくば市吾妻1-14-2

県庁支店 033 茨城県
水戸市笠原町978-6
茨城県庁内

コ
江東支店

（江東ﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾃｰｼｮﾝ）
206 東京都

江東区東陽4-11-38
USCﾋﾞﾙ2階

郡山支店 022 福島県 郡山市中町6-3

古河支店 012 茨城県 古河市本町1-3-9

古河東支店 087 茨城県 古河市旭町1-1-15

古河南出張所 171 茨城県
古河市本町1-3-9
古河支店内

越谷支店 072 埼玉県 越谷市南越谷1-1-35

サ
さいたま支店

（さいたまﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾃｰｼｮﾝ）
203 埼玉県

さいたま市大宮区下町2-39
足利銀行大宮支店ﾋﾞﾙ2階

境支店 089 茨城県 猿島郡境町1546-1

桜川出張所 165 茨城県
日立市多賀町2-1-1
多賀支店内

桜町支店 071 茨城県
土浦市中央2-16-9
土浦支店内

猿島出張所 144 茨城県
坂東市岩井3289-1
岩井支店内

佐貫支店 149 茨城県
龍ケ崎市横町4209
竜崎支店内

佐和支店
（佐和ﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）

141 茨城県 ひたちなか市高場1-21-13

三和支店 088 茨城県 古河市諸川1054

シ 知手支店 111 茨城県 神栖市知手中央3-4-33

下市支店 032 茨城県 水戸市本町1-4-29

下館支店 010 茨城県 筑西市丙370

下妻支店 018 茨城県 下妻市本城町2-78

下妻東支店 174 茨城県
下妻市本城町2-78
下妻支店内

十王支店 151 茨城県
高萩市本町2-65
高萩支店内

十王駅前出張所
（十王ｸｲｯｸｽﾃｰｼｮﾝ）

015 茨城県 日立市十王町友部東2-2-1

白河支店 048 福島県 白河市大手町8-2

新宿支店
（新宿ﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾃｰｼｮﾝ）

043 東京都
新宿区西新宿2-6-1
新宿住友ﾋﾞﾙ6階

新利根支店
（新利根ﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）

188 茨城県 稲敷市中山後畑4376-2

ス 末広町支店 031 茨城県
水戸市南町2-5-5
本店営業部内

須賀川支店 050 福島県 須賀川市宮先町18-1

菅谷支店 055 茨城県 那珂市菅谷4391

セ 関城支店 137 茨城県
筑西市丙370
下館支店内

024-922-3500

0120-256-185（電話受付センター）

029-301-6090

029-851-2151

0294-52-5151

0285-82-2145

0280-87-1211

0120-256-185（電話受付センター）

0120-256-185（電話受付センター）

0280-32-3131

0280-32-5211

0280-32-3131

029-822-3211

0294-36-2151

0296-22-3131

029-298-1345

0248-73-2151

029-350-7888

029-285-4431

0297-62-2111

0297-35-1401

0293-22-2160

0296-43-9310（下妻支店）

0296-43-9310

0296-22-3131

029-221-7107

0297-87-5201

0120-256-185（電話受付センター）

0248-22-2151

0293-22-2160（高萩支店）

0299-96-2541

0280-76-1111
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所在地
電話番号カナ 店舗名 店番

仙台支店 009 宮城県 仙台市青葉区中央2-1-21

千波支店 098 茨城県 水戸市千波町海道付1870

ソ
総和支店

（総和ﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）
113 茨城県 古河市駒羽根1350-4

タ 大子支店 029 茨城県 久慈郡大子町大子泉町南側735-2

大洋出張所 177 茨城県
鉾田市鉾田2304
鉾田支店内

平支店 016 福島県 いわき市平二町目37-1

多賀支店 017 茨城県 日立市多賀町2-1-1

高津支店
（高津ﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）

143 茨城県 土浦市中高津3-5-5

高萩支店 015 茨城県 高萩市本町2-65

竹園出張所 186 茨城県
つくば市吾妻1-14-2
研究学園都市支店内

玉造支店 067 茨城県 行方市玉造甲337

玉戸出張所
（玉戸ｸｲｯｸｽﾃｰｼｮﾝ）

185 茨城県 筑西市玉戸山ヶ島1053-28

チ
千葉支店

（千葉ﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾃｰｼｮﾝ）
091 千葉県

千葉市中央区新千葉1-4-3
WESTRIO千葉ﾌｺｸ生命ﾋﾞﾙ

銚子支店 023 千葉県 銚子市新生町1-50-2

千代川出張所 181 茨城県
下妻市本城町2-78
下妻支店内

ツ
筑波支店

（筑波ﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）
075 茨城県 つくば市北条92

つくば市役所支店
（つくば市役所ﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）

176 茨城県
つくば市研究学園1-1-1
つくば市役所内

つくば新都市支店
（つくば新都市ｸｲｯｸｽﾃｰｼｮﾝ）

204 茨城県 つくば市研究学園4-4-2

つくば並木支店
（つくば並木ﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）

168 茨城県 つくば市梅園2-7-3

土浦支店 006 茨城県 土浦市中央2-16-9

土浦駅前支店
（土浦駅前ｸｲｯｸｽﾃｰｼｮﾝ）

039 茨城県 土浦市大和町6-3

土浦市役所出張所 115 茨城県
土浦市大和町9-1
土浦市役所内

テ 出島支店 134 茨城県
かすみがうら市稲吉2-11-28
神立支店内

出島大和田出張所
（出島ｸｲｯｸｽﾃｰｼｮﾝ）

118 茨城県 かすみがうら市大和田880-6

ト 土合ヶ原出張所 102 茨城県
神栖市波崎8630-3
波崎支店内

東海支店 114 茨城県 那珂郡東海村舟石川駅東3-5-19

東京営業部 005 東京都 中央区日本橋室町2-1-1

戸頭支店
（戸頭ﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）

107 茨城県 取手市戸頭4-22-1

栃木支店 202 栃木県 栃木市河合町3-2

利根支店
（利根ﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）

070 茨城県 北相馬郡利根町布川3331

0280-92-5522

029-241-6211

022-222-0121

0291-33-2121

0295-72-1101

0282-22-6381

0297-78-2111

03-3272-8771

029-282-8111

0479-44-1144

029-831-8831（神立支店）

029-831-8831

029-824-0562

0299-55-0101

0293-22-2160

029-824-5151

0294-36-2151

0246-23-2131

0296-43-9310（下妻支店）

0120-256-185（電話受付センター）

0120-256-185（電話受付センター）

0296-22-3131（下館支店）

029-822-3211（土浦支店）

029-822-3211

029-855-1981

029-851-2151（研究学園都市支店）

029-851-2151（研究学園都市支店）

029-851-2151

029-867-1186

0297-68-2111
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2022.3.14 現在

電話番号一覧（店番順） 電話番号一覧（市町村５０音順）

都道府県 市町村以降

【電話番号一覧（店舗名５０音順）】

　　　　　　　　　　　　　　　　受付時間：９：００ ～ １１：３０ および １２：３０ ～ １６：００

　　　　　　　　　　　　　　　　受 付 日：月～金曜日（祝日および銀行の休業日を除く）

所在地
電話番号カナ 店舗名 店番

ト 友部支店 078 茨城県 笠間市東平2-1-1

豊里支店
（豊里ﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）

139 茨城県 つくば市酒丸255-3

取手支店 038 茨城県 取手市取手2-11-5

取手西支店 142 茨城県
取手市取手2-11-5
取手支店内

ナ 長岡支店 079 茨城県 東茨城郡茨城町小鶴103

長倉支店 060 茨城県
常陸大宮市下町257-3
大宮支店内

流山おおたかの森支店
（流山おおたかの森ﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）

200 千葉県
流山市おおたかの森東1-2-1
ﾗｲﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ流山おおたかの森1階

滑川出張所 138 茨城県
日立市助川町1-9-1
日立支店内

ニ
新治支店

（新治ﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）
191 茨城県 土浦市藤沢3631-6

ハ 波崎支店 037 茨城県 神栖市波崎8630-3

原町支店 092 福島県 南相馬市原町区本町2-110

ヒ
日高支店

（日高ﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）
119 茨城県 日立市日高町1-8-15

日立支店 007 茨城県 日立市助川町1-9-1

日立市役所出張所 007 茨城県
日立市助川町1-1-1
日立市役所内

ひたちなか支店 034 茨城県 ひたちなか市笹野町1-8-1

ひたちなか市役所出張所 034 茨城県
ひたちなか市東石川2-10-1
ひたちなか市役所内

ひたちなか平磯出張所
（平磯ｸｲｯｸｽﾃｰｼｮﾝ）

014 茨城県 ひたちなか市平磯町5531-2

ひたち野うしく支店
（ひたち野うしくﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）

198 茨城県 牛久市ひたち野東1-25-15

平磯支店 054 茨城県
ひたちなか市湊本町2-22
湊支店内

平須支店
（平須ﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）

178 茨城県 水戸市平須町1828-61

フ 福島支店 008 福島県 福島市本町6-1

藤代支店
（藤代ﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）

069 茨城県 取手市片町312-5

双葉台出張所 116 茨城県
水戸市赤塚1-16
赤塚支店内

船橋支店 205 千葉県 船橋市本町7-10-1

ホ
北竜台出張所

（北竜台ｸｲｯｸｽﾃｰｼｮﾝ）
130 茨城県

龍ケ崎市小柴5-1-2
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾌﾟﾗｻﾞ内

鉾田支店 026 茨城県 鉾田市鉾田2304

本店営業部 004 茨城県 水戸市南町2-5-5

マ
真壁支店

(真壁ﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）
082 茨城県 桜川市真壁町真壁380-1

松代出張所 121 茨城県
つくば市台町2-1-20
谷田部支店内

松戸支店 100 千葉県 松戸市松戸1307-1

ミ 三郷支店 110 埼玉県 三郷市中央3-2-8

水海道支店 019 茨城県 常総市水海道宝町2790

0294-22-3131

0120-256-185（電話受付センター）

0295-52-0881

029-292-1262

0297-72-2111

0297-72-2111

029-847-5151

0296-77-1153

0479-44-1144

029-862-1271

0297-22-1251

0120-256-185（電話受付センター）

0120-256-185（電話受付センター）

029-836-1321

0296-55-1121

029-350-7888

0291-33-2121

029-274-7551

0294-21-3121

0294-22-3131

0294-43-4331

0244-22-3136

029-243-7505

029-263-2121

029-871-8121

029-263-2121（湊支店）

0297-62-2111（竜崎支店）

0120-256-185（電話受付センター）

029-252-8211

0297-83-0211

024-522-5181

029-273-7111
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2022.3.14 現在

電話番号一覧（店番順） 電話番号一覧（市町村５０音順）

都道府県 市町村以降

【電話番号一覧（店舗名５０音順）】

　　　　　　　　　　　　　　　　受付時間：９：００ ～ １１：３０ および １２：３０ ～ １６：００

　　　　　　　　　　　　　　　　受 付 日：月～金曜日（祝日および銀行の休業日を除く）

所在地
電話番号カナ 店舗名 店番

ミ
水戸駅南支店

（水戸駅南ﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）
133 茨城県 水戸市元吉田町120-1

水戸卸売市場出張所 099 茨城県
水戸市南町2-5-5
本店営業部内

水戸市役所支店 109 茨城県
水戸市中央1-4-1
水戸市役所内

湊支店 014 茨城県 ひたちなか市湊本町2-22

南守谷出張所 160 茨城県
守谷市中央1-22-10
守谷支店内

美野里支店
（美野里ﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）

120 茨城県 小美玉市羽鳥2661-2

美浦支店
（美浦ﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）

117 茨城県 稲敷郡美浦村信太2626-1

みらい平支店
（みらい平ﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）

199 茨城県 つくばみらい市陽光台1-13-2

見和支店
（見和ﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）

126 茨城県 水戸市見和2-257-4

モ 真岡支店 094 栃木県 真岡市田町1068-2

真岡西出張所 175 栃木県
真岡市田町1068-2
真岡支店内

守谷支店 086 茨城県 守谷市中央1-22-10

ヤ 谷田部支店 040 茨城県 つくば市台町2-1-20

八千代支店
（八千代ﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）

127 茨城県 結城郡八千代町菅谷1021-24

山方出張所 058 茨城県
常陸大宮市下町257-3
大宮支店内

谷和原支店 159 茨城県
守谷市中央1-22-10
守谷支店内

ユ 結城支店 021 茨城県 結城市結城73

結城南出張所 153 茨城県
結城市結城73
結城支店内

湯本支店
（湯本ﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）

051 福島県 いわき市常磐湯本町天王崎1-3

ヨ
吉田支店

（吉田ﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）
124 茨城県 水戸市元吉田町1574-3

リ 竜崎支店 020 茨城県 龍ケ崎市横町4209

ロ
六町支店

（六町ﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾃｰｼｮﾝ）
201 東京都 足立区六町1-17-42

ワ
渡里支店

（渡里ﾘﾃｰﾙｽﾃｰｼｮﾝ）
172 茨城県 水戸市堀町985-6 029-221-3431

029-350-7888

029-231-4161

0120-256-185（電話受付センター）

0297-62-2111

029-248-1225

0246-43-2171（平支店）

0296-33-2121

0296-33-2121

0297-48-1221

029-263-2121

029-226-4311

0297-48-1221

0285-82-2145

0285-82-2145

029-253-1411

0297-58-1751

0297-48-1221

0295-52-0881

0296-49-3121

029-836-1321

029-885-2911

0299-46-3111
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