
添付資料
旧金庫名・略称・金融機関コード 旧店舗コード 旧店舗名 旧カナ店舗名 新金庫名・略称・金融機関コード 新店舗コード 新店舗名 新カナ店舗名

001 追手町支店 ｵｳﾃﾏﾁ 001 追手町支店 ｵｳﾃﾏﾁ

002 安西支店 ｱﾝｻﾞｲ 002 安西支店 ｱﾝｻﾞｲ

003 駅南支店 ｴｷﾅﾝ 003 駅南支店 ｴｷﾅﾝ

004 長谷支店 ﾊｾ 004 長谷支店 ﾊｾ

005 新富支店 ｼﾝﾄﾐ 005 新富支店 ｼﾝﾄﾐ

006 清水支店 ｼﾐｽﾞ 006 清水支店 ｼﾐｽﾞ

006 清水支店清水駅前出張所 ｼﾐｽﾞｴｷﾏｴ 006 清水支店清水駅前出張所 ｼﾐｽﾞｴｷﾏｴ

008 駒形支店 ｺﾏｶﾞﾀ 008 駒形支店 ｺﾏｶﾞﾀ

009 興津支店 ｵｷﾂ 009 興津支店 ｵｷﾂ

012 石田支店 ｲｼﾀﾞ 012 石田支店 ｲｼﾀﾞ

013 小鹿支店 ｵｼｶ 013 小鹿支店 ｵｼｶ

014 丸子支店 ﾏﾘｺ 014 丸子支店 ﾏﾘｺ

015 籠上支店 ｶｺﾞｳｴ 015 籠上支店 ｶｺﾞｳｴ

016 吉原支店 ﾖｼﾜﾗ 016 吉原支店 ﾖｼﾜﾗ

017 藤枝支店 ﾌｼﾞｴﾀﾞ 017 藤枝支店 ﾌｼﾞｴﾀﾞ

018 八千代支店 ﾔﾁﾖ 018 八千代支店 ﾔﾁﾖ

020 竜南支店 ﾘｭｳﾅﾝ 020 竜南支店 ﾘｭｳﾅﾝ

020 竜南支店麻機出張所 ｱｻﾊﾞﾀ 020 竜南支店麻機出張所 ｱｻﾊﾞﾀ

021 瀬名支店 ｾﾅ 021 瀬名支店 ｾﾅ

021 瀬名支店西奈出張所 ﾆｼﾅ 021 瀬名支店西奈出張所 ﾆｼﾅ

022 押切支店 ｵｼｷﾘ 022 押切支店 ｵｼｷﾘ

023 富士支店 ﾌｼﾞ 023 富士支店 ﾌｼﾞ

024 高松支店 ﾀｶﾏﾂ 024 高松支店 ﾀｶﾏﾂ

024 高松支店登呂出張所 ﾄﾛ 024 高松支店登呂出張所 ﾄﾛ

025 松富支店 ﾏﾂﾄﾐ 025 松富支店 ﾏﾂﾄﾐ

026 小黒支店 ｵｸﾞﾛ 026 小黒支店 ｵｸﾞﾛ

027 志太支店 ｼﾀﾞ 027 志太支店 ｼﾀﾞ

028 本店営業部 ﾎﾝﾃﾝ 028 本店営業部 ﾎﾝﾃﾝ

028 本店営業部横内出張所 ﾖｺｳﾁ 028 本店営業部横内出張所 ﾖｺｳﾁ

029 古庄支店 ﾌﾙｼｮｳ 029 古庄支店 ﾌﾙｼｮｳ

030 焼津支店 ﾔｲﾂﾞ 030 焼津支店 ﾔｲﾂﾞ

033 長田南支店 ｵｻﾀﾞﾐﾅﾐ 033 長田南支店 ｵｻﾀﾞﾐﾅﾐ

035 新川支店 ｼﾝｶﾜ 035 新川支店 ｼﾝｶﾜ

036 西脇支店 ﾆｼﾜｷ 036 西脇支店 ﾆｼﾜｷ

037 羽鳥支店 ﾊﾄﾘ 037 羽鳥支店 ﾊﾄﾘ

037 羽鳥支店美和出張所 ﾐﾜ 037 羽鳥支店美和出張所 ﾐﾜ

038 御門台支店 ﾐｶﾄﾞﾀﾞｲ 038 御門台支店 ﾐｶﾄﾞﾀﾞｲ

042 道原支店 ﾄﾞｳﾊﾞﾗ 042 道原支店 ﾄﾞｳﾊﾞﾗ

043 東新田支店 ﾄｳｼﾝﾃﾞﾝ 043 東新田支店 ﾄｳｼﾝﾃﾞﾝ

044 西焼津支店 ﾆｼﾔｲﾂﾞ 044 西焼津支店 ﾆｼﾔｲﾂﾞ

045 藤枝水守支店 ﾌｼﾞｴﾀﾞﾐｽﾞﾓﾘ 045 藤枝水守支店 ﾌｼﾞｴﾀﾞﾐｽﾞﾓﾘ

050 しずしんインターネット支店 ｼｽﾞｼﾝｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 050 しずしんインターネット支店 ｼｽﾞｼﾝｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

072 センター ｾﾝﾀｰ 072 センター ｾﾝﾀｰ

001 本店営業部 ﾎﾝﾃﾝ 101 まるせい営業部 ﾏﾙｾｲ

002 中央支店 ﾁｭｳｵｳ 102 中央支店 ﾁｭｳｵｳ

003 小川支店 ｺｶﾞﾜ 103 小川支店 ｺｶﾞﾜ

004 石津支店 ｲｼﾂﾞ 104 石津支店 ｲｼﾂﾞ

005 藤枝支店 ﾌｼﾞｴﾀﾞ 105 藤枝中央支店 ﾌｼﾞｴﾀﾞﾁｭｳｵｳ

006 藤枝上支店 ﾌｼﾞｴﾀﾞｶﾐ 106 藤枝上支店 ﾌｼﾞｴﾀﾞｶﾐ

007 藤枝駅支店 ﾌｼﾞｴﾀﾞｴｷ 107 藤枝駅支店 ﾌｼﾞｴﾀﾞｴｷ

008 岡部支店 ｵｶﾍﾞ 108 岡部支店 ｵｶﾍﾞ

009 静岡支店 ｼｽﾞｵｶ 109 静岡支店 ｼｽﾞｵｶ

010 静岡南支店 ｼｽﾞｵｶﾐﾅﾐ 110 静岡南支店 ｼｽﾞｵｶﾐﾅﾐ

011 焼津西支店 ﾔｲﾂﾞﾆｼ 111 焼津西支店 ﾔｲﾂﾞﾆｼ

012 長田支店 ｵｻﾀﾞ 112 長田支店 ｵｻﾀﾞ

013 羽鳥支店 ﾊﾄﾘ 113 羽鳥西支店 ﾊﾄﾘﾆｼ

014 焼津北支店 ﾔｲﾂﾞｷﾀ 114 焼津北支店 ﾔｲﾂﾞｷﾀ

016 草薙支店 ｸｻﾅｷﾞ 116 草薙支店 ｸｻﾅｷﾞ

017 前島支店 ﾏｴｼﾞﾏ 117 前島支店 ﾏｴｼﾞﾏ

018 大富支店 ｵｵﾄﾐ 118 大富支店 ｵｵﾄﾐ

019 大井川支店 ｵｵｲｶﾞﾜ 119 大井川支店 ｵｵｲｶﾞﾜ

020 豊田支店 ﾄﾖﾀﾞ 120 豊田支店 ﾄﾖﾀﾞ

021 さかなセンター支店 ｻｶﾅｾﾝﾀｰ 121 さかなセンター支店 ｻｶﾅｾﾝﾀｰ

022 高洲支店 ﾀｶｽ 122 高洲支店 ﾀｶｽ

023 榛原支店 ﾊｲﾊﾞﾗ 123 榛原支店 ﾊｲﾊﾞﾗ

024 吉田支店 ﾖｼﾀﾞ 124 吉田支店 ﾖｼﾀﾞ

025 西小川支店 ﾆｼｺｶﾞﾜ 125 西小川支店 ﾆｼｺｶﾞﾜ

026 いかるみ支店 ｲｶﾙﾐ 126 いかるみ支店 ｲｶﾙﾐ

027 田中支店 ﾀﾅｶ 127 田中支店 ﾀﾅｶ

028 大島支店 ｵｵｼﾞﾏ 128 大島支店 ｵｵｼﾞﾏ

029 大住支店 ｵｵｽﾞﾐ 129 大住支店 ｵｵｽﾞﾐ

030 田尻支店 ﾀｼﾞﾘ 130 田尻支店 ﾀｼﾞﾘ

090 センター ｾﾝﾀｰ

しずおか焼津信用金庫　店舗一覧表

しずおか焼津信用金庫

（ｼｽﾞｵｶﾔｲﾂﾞｼﾝｷﾝ）

（1501）

焼津信用金庫

（ﾔｲﾂﾞｼﾝｷﾝ）

（1512）

しずおか信用金庫

（ｼｽﾞｵｶｼﾝｷﾝ）

（1501）


