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  ２０２１年３月 

ワイドネットご担当者 各位 

三菱ＵＦＪファクター株式会社 

                       （ワイドネット）   
 

金融機関合併に係る取扱いについて 
 

 日頃は、弊社の代金回収システム「ワイドネット」をご利用戴きまして、誠にありがとう 

ございます。 

さて、下記提携金融機関の合併につきましてご案内申し上げます。 
 

記 

１．合併金融機関 

合併前（旧） 合併後（新） 

金融機関番号 金融機関名 金融機関番号 金融機関名 

０５４６ 第三銀行 
０１５４ 

 三十三銀行 

（ｻﾝｼﾞﾕｳｻﾝ） ０１５４ 三重銀行 

合併に伴い金融機関名が変更になります。 
 

２．合併日：２０２１年 ５月 １日（土） 
 

３．変更内容 

金融機関番号 金融機関名 金融機関番号 店舗番号 口座番号 

０５４６ 第三銀行 変 更 有 変更なし※ 変更なし 

０１５４ 三重銀行 変更なし 変更なし 変更なし 

金融機関の都合による変更の為、既に提出済の預金口座振替依頼書は再提出不要です。 

 
 

 

 

 

 

 
  
４．請求データの取扱い 
 

（１） ２０２１年５月１２日振替分（契約振替日）までは、旧金融機関番号のまま処理を

行います。 
 

（２）２０２１年５月２０日振替分（契約振替日）以降より、弊社で新金融機関番号（名）

への置換え処理を行います。 

① 置換え対象データは、別途『金融機関番号置き換えリスト』でお知らせ致します。 

・『金融機関番号置き換えリスト』は、対象の請求データがある委託者様に送付 

致します。   

・Ｗｅｂ掲載の委託者様は、最新作成日から過去３ヶ月間について表示します。 
 

② 弊社からの振替結果の返却データは、置換え後の新番号に直してご返却致します。 
 

（３）（２）の翌月振替分から、すべて新金融機関番号（名）に変更の上ご提出ください。 
 
※２０２２年４月振替分（契約振替日）で置換え処理は終了となります。 

翌振替分から、旧金融機関番号のデータはエラー扱いとなり、請求できなくなります

ので、必ず置換え処理期間内に請求データを変更してください。 
 
別紙…「三十三銀行店舗一覧」 

以 上 

※ご注意 

旧第三銀行の店舗番号は一部変更しております。 

２０１９年１０月にご案内致しました「第三銀行の店舗番号・店舗名変更に伴うデータ変

更に関するお願い」の通り、ご登録済であることが前提となります。 

変更されていない場合、お引落しが出来ません。 
 



店番 支店名 カナ 住所 電話番号 旧三重 旧第三
101 本店営業部 ホンテン 〒５１０-００８７　四日市市西新地７番８号 ☎０５９-３５４-７１１４ ●
103 四日市駅前支店 ヨッカイチエキマエ 〒５１０-００７５　四日市市安島１丁目２番２９号 ☎０５９-３５３-５６８１ ●
104 西支店 ニシ 〒５１０-００３２　四日市市京町１番１６号 ☎０５９-３３１-８６４１ ●
105 四日市市役所内支店 ヨッカイチシヤクショナイ 〒５１０-００８５　四日市市諏訪町１番５号 ☎０５９-３５２-３４８９ ●
106 富田駅前支店 トミダエキマエ 〒５１０-８０１４　四日市市富田３丁目２番３号 ☎０５９-３６５-１１３１ ●
107 川越支店 カワゴエ 〒５１０-８１２２　三重郡川越町大字豊田字城の内２６８番地の２ ☎０５９-３６５-３１４１ ●
108 塩浜支店 シオハマ 〒５１０-０８６２　四日市市御薗町１丁目８番地 ☎０５９-３４５-２３０７ ●
109 追分支店 オイワケ 〒５１０-０８８２　四日市市追分２丁目１番２号 ☎０５９-３４５-０８２１ ●
110 新道支店 シンドウ 〒５１０-００８３　四日市市沖の島町１番１０号 ☎０５９-３５２-５１１１ ●
111 三重支店 ミエ 〒５１２-０９１２　四日市市三重４丁目３９３２番の３ ☎０５９-３３２-２１２１ ●
112 桜支店 サクラ 〒５１２-１２１４　四日市市桜台１丁目２７番地の３ ☎０５９-３２６-３１１３ ●
113 常磐支店 トキワ 〒５１０-０８３４　四日市市ときわ１丁目２番７号 ☎０５９-３５１-０４３１ ●
114 四郷支店 ヨゴウ 〒５１０-０９４８　四日市市室山町字枝谷１６６７番地の６ ☎０５９-３２２-１１０１ ●
115 北勢市場支店 ホクセイイチバ 〒５１０-０８７４　四日市市河原田町字伊倉７１２番地 ☎０５９-３４７-０１２１ ●
117 阿倉川支店 アクラガワ 〒５１０-０８０３　四日市市阿倉川町１６番９号 ☎０５９-３３２-５５２６ ●
118 楠支店 クス 〒５１３-００４２　鈴鹿市長太旭町５丁目３２６番地 ☎０５９-３８５-１４１５ ●
119 川島支店 カワシマ 〒５１２-０９３３　四日市市三滝台４丁目１番地の２６ ☎０５９-３２２-０３９７ ●
120 日永支店 ヒナガ 〒５１０-０８８５　四日市市日永４丁目１番４４号 ☎０５９-３４５-２２１１ ●
121 朝日支店 アサヒ 〒５１０-８１０２　三重郡朝日町大字小向字北里下７３８番地 ☎０５９-３７７-３６３０ ●
123 大矢知支店 オオヤチ 〒５１０-８０３４　四日市市大矢知町１０５１番地の１ ☎０５９-３６３-３８２０ ●
124 久保田支店 クボタ 〒５１０-０８２１　四日市市久保田１丁目５番４４号 ☎０５９-３５１-５１００ ●
181 山城支店 ヤマジョウ 〒５１２-８０５５　四日市市あさけが丘２丁目１番２５５ ☎０５９-３３７-２４３５ ●
182 鈴峰支店 レイホウ 〒５１９-０３１４　鈴鹿市長沢町字北間倉１２４４番地の３ ☎０５９-３７１-１１７７ ●
183 伊賀新堂支店 イガシンドウ 〒５１９-１４１６　伊賀市新堂４６番地の１ ☎０５９５-４５-４６１１ ●
205 大山田支店 オオヤマダ 〒５１１-０９１２　桑名市星見ヶ丘1丁目２０２番地 ☎０５９４-３３-３３６０ ●
206 北菰野支店 キタコモノ 〒５１０-１３１１　三重郡菰野町大字永井字南前野３０９５番３８ ☎０５９-３９６-４９１１ ●
207 東員支店 トウイン 〒５１１-０２４２　員弁郡東員町大字六把野新田字村中６５８番地 ☎０５９４-７６-８０１１ ●
208 星川支店 ホシカワ 〒５１１-０９１２　桑名市大字星川字半之木７８５番地 ☎０５９４-３１-８３３１ ●
210 員弁支店 イナベ 〒５１１-０２０４　いなべ市員弁町石仏字段１９０６-１番地 ☎０５９４-７４-３６１１ ●
211 阿下喜支店 アゲキ 〒５１１-０４２８　いなべ市北勢町阿下喜１００９番地 ☎０５９４-７２-３３３１ ●
212 桑名中央支店 クワナチュウオウ 〒５１１-００６８　桑名市中央町４丁目３１番地 ☎０５９４-２２-２６５５ ●
213 菰野支店 コモノ 〒５１０-１２３３　三重郡菰野町大字菰野１０９０番地 ☎０５９-３９３-１１１１ ●
214 神戸支店 カンベ 〒５１３-０８０１　鈴鹿市神戸２丁目１番５号 ☎０５９-３８２-１３０１ ●
215 白子支店 シロコ 〒５１０-０２３５　鈴鹿市南江島町１１番２０号 ☎０５９-３８７-１４１１ ●
216 旭が丘支店 アサヒガオカ 〒５１０-０２１７　鈴鹿市野町東１丁目１２番２４号 ☎０５９-３８７-２５３１ ●
217 千代崎支店 チヨザキ 〒５１０-０２２６　鈴鹿市岸岡町字砂山３０８７番４ ☎０５９-３８７-５２２１ ●
218 鈴鹿中央支店 スズカチュウオウ 〒５１３-０８０２　鈴鹿市飯野寺家町８４５番地 ☎０５９-３８３-３７３１ ●
228 平田町駅前支店 ヒラタチョウエキマエ 〒５１３-０８０６　鈴鹿市算所１丁目２番１号 ☎０５９-３７８-１５２１ ●
230 千里支店 チサト 〒５１０-０３０３　津市河芸町東千里１３６番地の１ ☎０５９-２４５-１４１４ ●
232 長太支店 ナゴ 〒５１３-００４２　鈴鹿市長太旭町５丁目３２６番地 ☎０５９-３８５-１４１５ ●
233 石薬師南支店 イシヤクシミナミ 〒５１３-００１２　鈴鹿市石薬師町１６８９番地の１ ☎０５９-３７４-３９８１ ●
234 南玉垣支店 ミナミタマガキ 〒５１３-０８１６　鈴鹿市南玉垣町字玉垣６９７６番 ☎０５９-３８２-６２２６ ●
314 みずほ台支店 ミズホダイ 〒５１９-０１０３　亀山市川合町１１８５番地の３ ☎０５９５-８３-４０８０ ●
315 亀山中央支店 カメヤマチュウオウ 〒５１９-０１２４　亀山市東御幸町字実泥５９番地 ☎０５９５-８２-３１３１ ●
316 津中央支店 ツチュウオウ 〒５１４-０００４　津市栄町１丁目９４１番地 ☎０５９-２２６-６１５５ ●
317 久居駅前支店 ヒサイエキマエ 〒５１４-１１１８　津市久居新町８７３番地の２ ☎０５９-２５５-３１０５ ●
318 松阪中央支店 マツサカチュウオウ 〒５１５-００７５　松阪市新町８１６番地 ☎０５９８-２１-４３２７ ●
319 伊勢中央支店 イセチュウオウ 〒５１６-００７４　伊勢市本町６番４号 ☎０５９６-２８-０２４１ ●
320 三重大学前支店 ミエダイガクマエ 〒５１４-０１０２　津市栗真町屋町字東之内１６６１番地の３ ☎０５９-２３２-１１３５ ●
324 高茶屋小森支店 タカヂャヤコモリ 〒５１４-０８１７　津市高茶屋小森町字瓦ヶ野４０７７番地の１ ☎０５９-２３４-８８３１ ●
325 鳥羽中央支店 トバチュウオウ 〒５１７-００１１　鳥羽市鳥羽４丁目１番１２号 ☎０５９９-２５-１６８８ ●
326 志摩支店 シマ 〒５１７-０５０１　志摩市阿児町鵜方字中之河内４８７２番地 ☎０５９９-４３-６８１２ ●
430 名古屋法人営業部 ナゴヤホウジン 〒４６０-０００３　名古屋市中区錦２丁目２番２号　名古屋丸紅ビ ☎０５２-２０２-５５８５ ●
432 名古屋駅前支店 ナゴヤエキマエ 〒４５３-００１５　名古屋市中村区椿町７番２０号 ☎０５２-４５１-８４３１ ●
433 蟹江支店 カニエ 〒４９７-００３４　海部郡蟹江町本町十一丁目１５７番地 ☎０５６７-９５-２１９５ ●
434 今池支店　 イマイケ 〒４６４-０８５０　名古屋市千種区今池５丁目１番５号 ☎０５２-７４１-０３３１ ●
435 中村公園前支店 ナカムラコウエンマエ 〒４５３-００５４　名古屋市中村区鳥居西通１丁目６番の１ ☎０５２-４１１-３１２１ ●
436 東海支店 トウカイ 〒４７７-００３１　東海市大田町蟹田６７番地の１ ☎０５６２-３２-２２８１ ●
437 豊田支店 トヨタ 〒４７１-００２７　豊田市喜多町３丁目１２０番地 ☎０５６５-３２-３０５１ ●
438 春日井支店 カスガイ 〒４８６-０９６９　春日井市味美白山町１丁目３番地の６ ☎０５６８-３２-０５３１ ●
439 鳴海支店 ナルミ 〒４５８-０８０１　名古屋市緑区鳴海町字根古屋２番地 ☎０５２-６２２-５９２１ ●
450 名東支店 メイトウ 〒４６５-００９３　名古屋市名東区一社２丁目２番地 ☎０５２-７０１-６１７１ ●
451 知立支店 チリュウ 〒４７２-００３８　知立市本町本８５番５ ☎０５６６-８２-６１１１ ●
452 日進支店 ニッシン 〒４７０-０１１２　日進市藤枝町小六田２３６番地 ☎０５６１-７３-１２５１ ●
453 港支店 ミナト 〒４５５-０００１　名古屋市港区七番町２丁目１１番地 ☎０５２-６５３-３６１１ ●
455 安城支店 アンジョウ 〒４４６-００３９　安城市花ノ木町１５番９号 ☎０５６６-７４-２８４４ ●
456 天白原駅前支店 テンパクハラエキマエ 〒４６８-００１５　名古屋市天白区原１丁目４１２番地 ☎０５２-８０３-７１１１ ●
460 佐古木支店 サコギ 〒４９８-０００６　弥富市佐古木２丁目２６９番２ ☎０５６７-６５-４８４８ ●
521 伊賀支店 イガ 〒５１８-０８５１　伊賀市上野寺町１１６７番地の４ ☎０５９５-２１-３１３１ ●
522 佐那具支店 サナグ 〒５１９-１４１６　伊賀市新堂４６番地の１ ☎０５９５-４５-４６１１ ●
526 島ヶ原支店 シマガハラ 〒５１９-１７１１　伊賀市島ヶ原５８９０番地 ☎０５９５-５９-２０２０ ●
527 名張中央支店 ナバリチュウオウ 〒５１８-０７１９　名張市栄町２８７３番地の１１ ☎０５９５-６４-３６００ ●
601 東京法人営業部 トウキョウホウジン 〒１０４-００３１　中央区京橋１丁目２番５号 京橋TDビル３階 ☎０３-３２４１-７０１５ ●
701 大阪法人営業部 オオサカホウジン 〒５４１-００４２　大阪市中央区今橋４丁目４番７号 ☎０６-６２２２－１２５１ ●
020 松阪本店営業部 マツサカホンテン 〒５１５-８５３０　松阪市京町５１０番地 ☎０５９８-２５-０３３３ ●
021 松阪本店営業部 松阪市役所出張所 マツサカシヤクショ 〒５１５-００７３　松阪市殿町１３４０番地の１ ☎０５９８-２６-３５３３ ●
024 梅村学園前支店 ウメムラガクエンマエ 〒５１５-００４４　松阪市久保町１３３９番地の４ ☎０５９８-２９-３３３３ ●
025 櫛田支店 クシダ 〒５１５-０２０５　松阪市豊原町１１１０番地の４ ☎０５９８-２８-５５５１ ●
027 松阪マーム支店 マツサカマーム 〒５１５-０８１２　松阪市船江町１３９２番地の２７ ☎０５９８-５１-３５３３ ●
050 熊野支店 クマノ 〒５１９-４３２３　熊野市木本町４７５番地 ☎０５９７-８９-３０３３ ●
051 熊野支店 熊野市役所出張所 クマノシヤクショ 〒５１９-４３２４　熊野市井戸町７９６番地 ☎０５９７-８９-４６４６ ●
052 御浜支店 ミハマ 〒５１９-５２０４　南牟婁郡御浜町大字阿田和４９２６番地の８ ☎０５９７９-２-２３２３ ●
060 尾鷲支店 オワセ 〒５１９-３６１１　尾鷲市朝日町１２番１号 ☎０５９７-２２-２４１１ ●
070 海山支店 ミヤマ 〒５１９-３４０６　北牟婁郡紀北町相賀４８０番地の１６３ ☎０５９７-３２-１２１２ ●
080 長島支店 ナガシマ 〒５１９-３２０５　北牟婁郡紀北町長島937番地の6 ☎０５９７-４７-１３１３ ●
090 鳥羽支店 トバ 〒５１７-００１１　鳥羽市鳥羽３丁目９番１０号 ☎０５９９-２５-３１３１ ●
095 磯部支店 イソベ 〒５１７-０２１４　志摩市磯部町迫間１８３５番地２ ☎０５９９-５５-３５１１ ●
100 鵜方支店 ウガタ 〒５１７-０５０１　志摩市阿児町鵜方４０２６番地４ ☎０５９９-４３-１３１３ ●
130 高柳支店 タカヤナギ 〒５１６-００７８　伊勢市曽祢１丁目９番７号 ☎０５９６-２８-６１１１ ●
140 八間通支店 ハチケンドオリ 〒５１６-０００８　伊勢市船江１丁目２番４１号 ☎０５９６-２３-５３３３ ●
145 神社口支店 カミヤシログチ 〒５１６-０００７　伊勢市小木町６２３番地５ ☎０５９６-３６-３７５１ ●
150 辻久留支店 ツジクル 〒５１６-００６４　伊勢市二俣１丁目１５番７号 ☎０５９６-２４-４４１１ ●
155 伊勢支店 イセ 〒５１６-００３７　伊勢市岩渕２丁目５番１号 ☎０５９６-２８-３３２２ ●
165 小俣支店 オバタ 〒５１９-０５０３　伊勢市小俣町元町６８７番地 ☎０５９６-２３-３３３８ ●
166 明和支店 メイワ 〒５１５-０３１６　多気郡明和町大字有爾中２０１番地の６ ☎０５９６-５２-３３０５ ●
170 花岡支店 ハナオカ 〒５１５-００６３　松阪市大黒田町５２７番地１ ☎０５９８-２１-１４８５ ●
180 松阪東支店 マツサカヒガシ 〒５１５-００１５　松阪市宮町１７２番地の１ ☎０５９８-５１-３８３１ ●
190 川井町支店 カワイマチ 〒５１５-０８１８　松阪市川井町７７２番地の５ ☎０５９８-２３-３３８７ ●
200 愛宕町支店 アタゴマチ 〒５１５-００３５　松阪市長月町８８番地の２１ ☎０５９８-２６-６５１１ ●

三十三銀行店舗一覧



店番 支店名 カナ 住所 電話番号 旧三重 旧第三
220 名張支店 ナバリ 〒５１８-０７７５　名張市希央台５番町２０番地 ☎０５９５-６３-３２１１ ●
225 桔梗が丘支店 キキョウガオカ 〒５１８-０６２２　名張市桔梗が丘２番町５街区７１番地 ☎０５９５-６５-５７１１ ●
226 赤目支店 アカメ 〒５１８-０４６３　名張市赤目町檀５８番地の１ ☎０５９５-６４-３９８８ ●
240 津支店 ツ 〒５１４-００２７　津市大門３４番１２号 ☎０５９-２２６-３１８６ ●
245 津駅前支店 ツエキマエ 〒５１４-０００９　津市羽所町３８８番地津三交ビルディング１階 ☎０５９-２２７-３２１１ ●
250 津南支店 ツミナミ 〒５１４-０８０６　津市上弁財町１番１号 ☎０５９-２２７-６３２１ ●
255 津駅西支店 ツエキニシ 〒５１４-００６１　津市一身田上津部田１３７４番地の２ ☎０５９-２２５-８１３１ ●
256 高茶屋支店 タカチャヤ 〒５１４-０８１８　津市城山３丁目１１番２号 ☎０５９-２３４-８２８２ ●
257 一身田支店 イシンデン 〒５１４-０１１４　津市一身田町２０５番地の１ ☎０５９-２３１-１５１１ ●
260 久居支店 ヒサイ 〒５１４-１１０７　津市久居中町１５２番地１ ☎０５９-２５６-４１１１ ●
265 千里ヶ丘支店 チサトガオカ 〒５１０-０３０２　津市河芸町千里ヶ丘４０番地の１７ ☎０５９-２４５-５０００ ●
270 亀山支店 カメヤマ 〒５１９-０１２５　亀山市東町２丁目２番８号 ☎０５９５-８２-２１３１ ●
280 鈴鹿支店 スズカ 〒５１３-０８０１　鈴鹿市神戸４丁目６番２２号 ☎０５９-３８２-１３６１ ●
285 平田町支店 ヒラタチョウ 〒５１３-０８０６　鈴鹿市算所１丁目４番１号 ☎０５９-３７８-７７７７ ●
286 稲生支店 イノウ 〒５１０-０２０４　鈴鹿市稲生西３丁目１１番１８号 ☎０５９-３８７-３３５５ ●
287 住吉支店 スミヨシ 〒５１３-０８２６　鈴鹿市住吉３丁目２７番２５号 ☎０５９-３７０-０１３０ ●
290 白子本町支店 シロコホンマチ 〒５１０-０２４２　鈴鹿市白子本町９番２０号 ☎０５９-３８６-０１４１ ●
292 白子中央支店 シロコチュウオウ 〒５１０-０２３６　鈴鹿市中江島町１７番１号 ☎０５９-３８８-３３２２ ●
295 玉垣支店 タマガキ 〒５１３-０８１６　鈴鹿市南玉垣町５６５４番地の１ ☎０５９-３８２-１１５１ ●
296 石薬師支店 イシヤクシ 〒５１３-１１２４　鈴鹿市自由ヶ丘１丁目１８番３号 ☎０５９-３７４-３６８１ ●
300 津新町支店 ツシンマチ 〒５１４-００４２　津市新町１丁目１１番３号 ☎０５９-２２７-５６１１ ●
310 中央通支店 チュウオウドオリ 〒５１０-００８４　四日市市栄町１番１号 ☎０５９-３５１-４０８１ ●
330 西阿倉川支店 ニシアクラガワ 〒５１０-０８１２　四日市市大字西阿倉川１４２４番地の１ ☎０５９-３３２-３１９１ ●
335 松本支店 マツモト 〒５１０-０８３６　四日市市松本３丁目８番５号 ☎０５９-３５３-４１３１ ●
340 菰野中央支店 コモノチュウオウ 〒５１０-１２３３　三重郡菰野町大字菰野字甕野１３６３番地の３ ☎０５９-３９３-１１５８ ●
350 富田支店 トミダ 〒５１０-８００６　四日市市東富田町１４番１６号 ☎０５９-３６５-３２２１ ●
355 大矢知東支店 オオヤチヒガシ 〒５１０-８０２８　四日市市下之宮町３４５番地の１ ☎０５９-３６３-３５５３ ●
360 桑名支店 クワナ 〒５１１-００７６　桑名市八間通２５番地１ ☎０５９４-２２-５３３５ ●
363 伊勢長島支店 イセナガシマ 〒５１１-１１１３　桑名市長島町押付５２５番地の５ ☎０５９４-４２-５０５５ ●
369 桑名支店 陽だまりの丘出張所 ヒダマリノオカ 〒５１１-０８６７　桑名市陽だまりの丘２丁目２９０４番地 ☎０５９４-３２-０３２２ ●
370 益生支店 マスオ 〒５１１-０８２３　桑名市明正町８２番 ☎０５９４-２１-５７１１ ●
380 七和支店 ナナワ 〒５１１-０９４７　桑名市大字大仲新田５４１番地の１９ ☎０５９４-３１-８７０１ ●
400 庄内支店 ショウナイ 〒４５１-００１６　名古屋市西区庄内通２丁目２番地 ☎０５２-５２３-１５２１ ●
410 名古屋支店 ナゴヤ 〒４６０-０００３　名古屋市中区錦２丁目２番２号　名古屋丸紅ビ ☎０５２-５５９-１７１１ ●
415 広路支店 ヒロジ 〒４６６-０８５４　名古屋市昭和区広路通７丁目７番地 ☎０５２-７６２-９１１１ ●
425 本陣支店 ホンジン 〒４５３-００３６　名古屋市中村区森田町１丁目４番５８号 ☎０５２-４６１-４４１１ ●
427 八田支店 ハッタ 〒４５４-０９０４　名古屋市中川区八田本町４６番地 ☎０５２-３５１-３５３３ ●
440 堀田支店 ホリタ 〒４６７-０８６２　名古屋市瑞穂区堀田通６丁目１１番地 ☎０５２-８８２-３９３１ ●
445 緑支店 ミドリ 〒４５８-０８０１　名古屋市緑区鳴海町字諏訪山１５０番１ ☎０５２-６２１-６１１１ ●
448 徳重支店 トクシゲ 〒４５８-０８５２　名古屋市緑区元徳重１丁目１７０９番地 ☎０５２-８７７-３１３１ ●
465 戸田支店 トダ 〒４５４-０９６２　名古屋市中川区戸田５丁目４０４番地 ☎０５２-３０３-５３３３ ●
470 岡崎支店 オカザキ 〒４４４-００７３　岡崎市能見通１丁目２６番地 ☎０５６４-２１-３２６１ ●
480 豊橋支店 トヨハシ 〒４４０-０８８８　豊橋市駅前大通３丁目４３番地 ☎０５３２-５２-８１５１ ●
490 新郊通支店 シンコウドオリ 〒４５７-００１３　名古屋市南区寺崎町１３番８号 ☎０５２-８２２-６８９１ ●
510 大阪支店 オオサカ 〒５４２-００８１　大阪市中央区南船場１丁目１７番２０号 ☎０６-６２７１-１１７１ ●
530 阪南支店 ハンナン 〒５９９-０２２４　阪南市舞２丁目１番４号 ☎０７２-４７１-３３００ ●
540 八尾支店 ヤオ 〒５８１-０８０３　八尾市光町１丁目１１番地 ☎０７２-９９７-１１２０ ●
550 東大阪支店 ヒガシオオサカ 〒５７９-８０４８　東大阪市旭町２２番２２号 ☎０７２-９８４-３３３１ ●
570 堺支店 サカイ 〒５９０-００６２　堺市堺区北安井町２番１号 ☎０７２-２３８-１７６１ ●
610 和歌山支店 ワカヤマ 〒６４０-８１５４　和歌山市六番丁２５番地 ☎０７３-４３１-１２１１ ●
620 新宮支店 シングウ 〒６４７-００４４　新宮市神倉４丁目６番３６号 ☎０７３５-２２-５２８１ ●
630 田辺支店 タナベ 〒６４６-００４３　田辺市今福町８５番地 ☎０７３９-２２-６３５１ ●
640 勝浦支店 カツウラ 〒６４９-５３３４　東牟婁郡那智勝浦町大字勝浦４１１番地 ☎０７３５-５２-００８５ ●
650 古座支店 コザ 〒６４９-４１１６　東牟婁郡串本町中湊４９７番地の２ ☎０７３５-７２-００９１ ●
740 大垣支店 オオガキ 〒５０３-０８８５　大垣市本町１丁目１番地 ☎０５８４-８１-５１２１ ●
751 浜島支店 ハマジマ 〒５１７-０４０４　志摩市浜島町浜島１３４５番地 ☎０５９９-５３-２１３１ ●
752 和具支店 ワグ 〒５１７-０７０３　志摩市志摩町和具９０１番地の１ ☎０５９９-８５-１３１３ ●
753 大石支店 オイシ 〒５１５-１２０４　松阪市小片野町１２１８番地の１ ☎０５９８-３４-１１１１ ●
754 嬉野支店 ウレシノ 〒５１５-２３２５　松阪市嬉野中川新町４丁目６３番地 ☎０５９８-４２-８８３３ ●
755 上野支店 ウエノ 〒５１８-０８４９　伊賀市上野東日南町１６７３番地の１０ ☎０５９５-２１-３６２１ ●
756 四日市支店 ヨッカイチ 〒５１０-００７４　四日市市鵜の森２丁目４番１５号 ☎０５９-３５１-６０００ ●
757 日永西支店 ヒナガニシ 〒５１０-０８９１　四日市市日永西２丁目２１番１５号 ☎０５９-３４５-２３７７ ●
758 上前津支店 カミマエヅ 〒４６０-００１１　名古屋市中区大須４丁目１０番５９号 ☎０５２-２４１-６１４６ ●
759 喜多山支店 キタヤマ 〒４６３-００１２　名古屋市守山区茶臼前１７番２１号 ☎０５２-７９４-９１１１ ●
760 猪子石支店 イノコイシ 〒４６５-０００５　名古屋市名東区香流３丁目１０１７番地 ☎０５２-７７６-２２３３ ●
761 上飯田支店 カミイイダ 〒４６２-０８０７　名古屋市北区御成通４丁目２８番地の１ ☎０５２-９１１-８１８１ ●
762 天白支店 テンパク 〒４６８-００１５　名古屋市天白区原１丁目１８０１番地 ☎０５２-８０３-４１０１ ●
763 中川支店 ナカガワ 〒４５４-０８３８　名古屋市中川区太平通６丁目２１番地 ☎０５２-３５２-１４５１ ●
800 東京支店 トウキョウ 〒１０４-００３１　中央区京橋１丁目２番５号 京橋TDビル３階 ☎０３-３２７７-３３１１ ●
810 奈良支店 ナラ 〒６３０-８１２１　奈良市三条宮前町４９番４号 ☎０７４２-３６-１３３３ ●
820 桜井支店 サクライ 〒６３３-００９１　桜井市大字桜井２６０番地の３ ☎０７４４-４２-３５２４ ●


