
「東京再生都債」第18回　取扱支店一覧

都道府県 行政区域 金融機関名 支店名 住所 電話番号

埼玉県 さいたま市 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 大宮支店 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-109-1 048-642-5931

ＳＭＢＣ日興証券 大宮支店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-2-1　大宮駅西口･マクドナルド隣 048-642-5051

ＳＭＢＣ日興証券 浦和支店 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-1-23　浦和駅西口･県庁通り 048-831-4411

みずほ銀行 南浦和支店 埼玉県さいたま市南区南本町1-5-3 048-863-2111

みずほ銀行 大宮支店 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-14 048-641-5311

みずほ銀行 浦和支店 埼玉県さいたま市浦和区仲町1-4-9 048-822-5141

みずほ銀行 さいたま新都心出張所 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-263-8 048-645-3331

みずほ銀行 武蔵浦和支店 埼玉県さいたま市南区別所7-12-1 048-866-8751

野村證券 さいたま 埼玉県さいたま市大宮区大門町3-71-2 048-641-8111

野村證券 大宮西口 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-155（ソニックシティ隣り） 048-645-8100

野村證券 浦和 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-13-8(中山道・玉蔵院前) 048-833-1881

大和証券 大宮支店 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-89 048-642-3881

大和証券 浦和支店 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-14-18 048-834-6111

岡三証券 大宮支店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 048-644-5841

東海東京証券 大宮支店 埼玉県さいたま市大宮区仲町2-26 048-644-1831

ＳＭＢＣフレンド証券 大宮支店 埼玉県さいたま市大宮区大門町2-88（大野ビル1階） 048-648-3211

城北信用金庫 北浦和支店　　　　　　　　　　　 埼玉県さいたま市浦和区領家６－１８－１３　　　　　　　　　　　　　　　　 048-831-1161

城北信用金庫 西堀支店　　　　　　　　　　　 埼玉県さいたま市桜区西堀９－２６－１７　　　　　　　　　　　　　　　　 048-855-1151

城北信用金庫 大宮支店　　　　　　　　　　　 埼玉県さいたま市大宮区大成町２－２８１　　　　　　 048-652-1151

城北信用金庫 太田窪支店　　　　　　　　　　　 埼玉県さいたま市緑区太田窪３－１７－２６　　　　　　　　　　　　　　　　 048-885-1111

川越市 ＳＭＢＣ日興証券 川越支店 埼玉県川越市脇田町18-6　川越駅東口正面･川越小川ビル2F入口 049-228-4311

みずほ証券 プラネットブース川越 埼玉県川越市新富町2-1-8 049-229-2631

みずほ銀行 川越支店 埼玉県川越市新富町2-1-8 049-225-2211

みずほ銀行 川越駅前支店 埼玉県川越市脇田町105 049-224-3511

野村證券 川越 埼玉県川越市脇田町105(川越駅東口・アトレビル) 049-225-5151

熊谷市 みずほ銀行 熊谷支店 埼玉県熊谷市筑波3-95 048-523-5111

野村證券 熊谷 埼玉県熊谷市筑波3-202（ティアラ211階） 048-529-5111

川口市 みずほ銀行 川口支店 埼玉県川口市栄町3-5-1 048-255-2711

みずほ銀行 西川口支店 埼玉県川口市並木3-2-21 048-256-4111

野村證券 川口 埼玉県川口市栄町3-10-1(川口そごう東) 048-256-3811

大和証券 川口支店 埼玉県川口市本町4-2-1 048-225-3611

城北信用金庫 川口支店　　　　　　　　　　　 埼玉県川口市西青木１－１４－６　　　　　　　　　　　　　　　　 048-251-1151

城北信用金庫 蕨支店・芝出張所　　　　　　　　　　　埼玉県川口市芝樋ノ爪１－７－４８　　　　　　　　　　　　　　　　 048-261-3311

城北信用金庫 朝日町支店　　　　　　　　　　　 埼玉県川口市朝日６－７－１　　　　　　　　　　　　　　　　 048-224-1121

城北信用金庫 前川支店　　　　　　　　　　　 埼玉県川口市前川１－１５－５　　　　　　　　　　　　　　　　 048-269-1151

城北信用金庫 東川口支店　　　　　　　　　　　 埼玉県川口市戸塚東２－１－２７　　　　　　　　　　　　　　　　 048-294-1151

城北信用金庫 峯新堀支店　　　　　　　　　　　 埼玉県川口市峯５７９－６　　　　　　　　　　　　　　　　 048-296-2111

秩父市 丸三証券 秩父支店 埼玉県秩父市番場町10-4 0494-23-0331

所沢市 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 所沢支店 埼玉県所沢市日吉町18-1 04-2923-3201

ＳＭＢＣ日興証券 所沢支店 埼玉県所沢市日吉町15-14　所沢駅西口･昭和通り 04-2924-4331

みずほ銀行 新所沢支店 埼玉県所沢市緑町1-1-20 04-2923-2241

みずほ銀行 小手指出張所 埼玉県所沢市小手指町1-25-8 04-2923-2241

みずほ銀行 所沢支店 埼玉県所沢市日吉町12-1 04-2923-4111

野村證券 所沢 埼玉県所沢市日吉町10-21 04-2923-3811

大和証券 所沢支店 埼玉県所沢市東町12-12 04-2922-8111

東海東京証券 所沢支店 埼玉県所沢市日吉町9-22 04-2926-8111

飯能市 みずほ銀行 飯能支店 埼玉県飯能市仲町10-5 042-973-3511

本庄市 ＳＭＢＣフレンド証券 本庄深谷支店 埼玉県本庄市中央1-8-7 0495-21-3211

春日部市 みずほ銀行 春日部支店 埼玉県春日部市中央1-1 048-754-5511

大和証券 春日部営業所 埼玉県春日部市中央1-51-1　春日部大栄ビル5階 048-642-3714

東海東京証券 春日部支店 埼玉県春日部市中央1-43-11 048-736-7111

狭山市 みずほ銀行 狭山出張所 埼玉県狭山市祇園4-59 04-2923-2241

上尾市 みずほ銀行 上尾支店 埼玉県上尾市谷津2-1-50-1 048-773-0331

草加市 みずほ銀行 草加支店 埼玉県草加市高砂2-7-1 048-924-1110

城北信用金庫 谷塚支店　　　　　　　　　　　 埼玉県草加市谷塚１－３－１６　　　　　　　　 048-924-9821

城北信用金庫 東草加支店　　　　　　　　　　　 埼玉県草加市弁天６－１－２０　　　　　　　　　　 048-931-8661

城北信用金庫 草加新田支店　　　　　　　　　　　 埼玉県草加市八幡町９４２　　　　　　　　　　 048-936-1221

城北信用金庫 草加新田支店・清門町出張所　　　　　　　　　　　埼玉県草加市清門町１９４－３　　　　　　　　　 048-944-3361

城北信用金庫 草加支店　　 埼玉県草加市氷川町８５０－６　　　　　　　　　 048-925-9111

越谷市 みずほ銀行 越谷支店 埼玉県越谷市弥生町2-6 048-966-2211

みずほ銀行 せんげん台支店 埼玉県越谷市千間台西1-10-11 048-979-9621

野村證券 越谷 埼玉県越谷市弥生町16-1越谷ツインシティBシティ2階 048-960-2811

城北信用金庫 越谷支店　　　　　　　　　　　 埼玉県越谷市赤山町２－２５－５　　　　　　　　　　　　　　　　 048-965-1661

城北信用金庫 東越谷支店　　　　　　　　　　　 埼玉県越谷市東越谷３－１２－２　　　　　　　　　　　　　　　　 048-966-2381

城北信用金庫 蒲生支店　　　　　　　　　　 埼玉県越谷市蒲生３－６－４１　　　　　　　　　 048-989-5611

蕨市 みずほ銀行 わらび支店 埼玉県蕨市塚越1-3-2 048-443-1521

城北信用金庫 蕨支店　　　　　　　　　　　 埼玉県蕨市中央２－１－３　　　　　　　　　　　　　　　　 048-431-3111

戸田市 東京都民銀行 戸田支店 埼玉県戸田市新曽218 048-444-4551

城北信用金庫 戸田支店　　　　　　　　　　　 埼玉県戸田市氷川町２－１－２９　　　　　　　　　　　　　　　　 048-445-1151

城北信用金庫 東戸田支店　　　　　　　　　　　 埼玉県戸田市中町２－１４－２３　　　　　　　　　　　　　　　　 048-441-1121



朝霞市 みずほ銀行 朝霞支店 埼玉県朝霞市本町2-4-9 048-466-4611

東京都民銀行 朝霞支店 埼玉県朝霞市根岸台5-1-1 048-466-0331

志木市 野村證券 志木 埼玉県志木市本町5-22-26 048-475-1621

桶川市 みずほ銀行 桶川支店 埼玉県桶川市寿1-6-3 048-774-2211

久喜市 みずほ銀行 久喜支店 埼玉県久喜市久喜中央1-1-20 0480-22-2311

八潮市 城北信用金庫 八潮支店　　　 埼玉県八潮市中央４－７－９　　　　　　　　　 048-997-0211

城北信用金庫 南八潮支店 埼玉県八潮市大瀬７０６－３　　　　　 048-997-2311

富士見市 みずほ銀行 鶴瀬支店 埼玉県富士見市鶴瀬東1-7-40 049-251-2111

みずほ銀行 ふじみ野支店 埼玉県富士見市ふじみ野西1-1-1 049-264-6501

三郷市 みずほ銀行 三郷支店 埼玉県三郷市三郷2-2-7 048-953-2141

吉川市 城北信用金庫 吉川支店　　　　　　　　　　　 埼玉県吉川市栄町１４３８－２　　　　　　　　　 048-981-2511

ふじみ野市 みずほ銀行 上福岡支店 埼玉県ふじみ野市上福岡1-7-11 049-263-1111

松伏町 城北信用金庫 松伏支店　　　　　　　　　　　 埼玉県北葛飾郡松伏町松伏２０４８－１　　　　　　　　　　　　　　　 048-992-1991

千葉県 千葉市 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 千葉支店 千葉県千葉市中央区新町1-19 043-246-5931

ＳＭＢＣ日興証券 千葉支店 千葉県千葉市中央区富士見2-10-1　　中央公園前 043-225-1141

みずほ銀行 千葉支店 千葉県千葉市中央区新町1000 043-238-5641

みずほ銀行 稲毛支店 千葉県千葉市稲毛区小仲台2-5-1 043-253-5211

みずほ銀行 稲毛海岸支店 千葉県千葉市美浜区高洲1-21-1 043-278-0001

みずほ銀行 鎌取出張所 千葉県千葉市緑区鎌取町786-6 043-293-2751

野村證券 千葉 千葉県千葉市中央区富士見1-14-13(JR千葉駅前・千葉三越向い) 043-227-2161

大和証券 千葉支店 千葉県千葉市中央区富士見2-2-3 043-227-8181

岡三証券 千葉支店 千葉県千葉市中央区富士見1-15-9 043-222-8131

ＳＭＢＣフレンド証券 千葉支店 千葉県千葉市中央区新町1000番地（センシティタワー6階） 043-244-3811

丸三証券 千葉支店 千葉県千葉市中央区新町1000　センシティタワー14階 043-244-0303

市川市 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 市川支店 千葉県市川市市川1-23-6 047-321-1711

ＳＭＢＣ日興証券 本八幡支店 千葉県市川市八幡2-6-9　ＪＲ本八幡駅北口 047-336-7111

みずほ証券 プラネットブース市川 千葉県市川市市川1-7-8 047-325-8875

みずほ銀行 本八幡支店 千葉県市川市八幡2-5-3 047-335-5311

みずほ銀行 行徳支店 千葉県市川市行徳駅前2-1-8 047-356-8111

みずほ銀行 市川支店 千葉県市川市市川1-7-8 047-326-4341

みずほ銀行 市川妙典支店 千葉県市川市行徳駅前2-1-8(行徳支店内) 047-359-3251

野村證券 市川 千葉県市川市市川1-6-19(JR市川駅北口千葉街道沿い） 047-321-3811

大和証券 市川営業所 千葉県市川市市川1-3-18　明治安田生命市川ビル2階 03-3681-3304

船橋市 ＳＭＢＣ日興証券 津田沼支店 千葉県船橋市前原西2-14-3　JR津田沼駅北口･パルコ向かい 047-477-6111

みずほ銀行 船橋支店 千葉県船橋市本町1-3-1 047-424-1234

みずほ銀行 津田沼支店 千葉県船橋市前原西2-14-8 047-476-2151

みずほ銀行 西船橋支店 千葉県船橋市西船4-17-12 047-433-9331

野村證券 船橋 千葉県船橋市本町2-1-33 047-433-2211

大和証券 船橋支店 千葉県船橋市本町4-40-22 047-424-2111

東海東京証券 船橋支店 千葉県船橋市本町2-1-1 船橋スクエア21ビル２階 047-431-1771

東京都民銀行 船橋支店 千葉県船橋市本町7-6-1 047-424-6141

館山市 東洋証券 館山支店 千葉県館山市北条1877-1 0470-22-2111

木更津市 みずほ銀行 木更津支店 千葉県木更津市中央1-3-2 0438-23-9111

ＳＭＢＣフレンド証券 木更津オフィス 千葉県木更津市大和1-9-12（あいおいニッセイ同和損保木更津ビル4階） 0438-20-2311

松戸市 ＳＭＢＣ日興証券 松戸支店 千葉県松戸市本町2-5　松戸駅西口 047-367-1161

みずほ銀行 松戸支店 千葉県松戸市本町1-5 047-365-0111

みずほ銀行 北小金支店 千葉県松戸市小金431 047-342-1131

みずほ銀行 新松戸支店 千葉県松戸市新松戸2-113-2 047-343-6151

みずほ銀行 五香支店 千葉県松戸市常盤平5-18-1 047-387-1111

野村證券 松戸 千葉県松戸市松戸1281-29(松戸駅西口・伊勢丹向い) 047-362-1221

大和証券 松戸支店 千葉県松戸市本町19-15 047-366-5111

城北信用金庫 みのり台支店　　　　　　　　　　　 千葉県松戸市松戸新田５７６－７　　　　　　　　　　 047-368-1151

東洋証券 松戸五香支店 千葉県松戸市常盤平5-18-1 047-383-2111

野田市 丸三証券 野田支店 千葉県野田市野田670 04-7121-0303

成田市 みずほ銀行 成田支店 千葉県成田市花崎町816-2 0476-23-1311

佐倉市 みずほ銀行 ユーカリが丘支店 千葉県佐倉市ユーカリが丘3-1-1 043-461-7111

大和証券 うすい支店 千葉県佐倉市王子台1-28-8 043-462-1009

習志野市 ＳＭＢＣフレンド証券 津田沼支店 千葉県習志野市谷津7-9-18（ヤマタネ津田沼ビル） 047-478-3211

柏市 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 柏支店 千葉県柏市末広町7-3 04-7146-6211

ＳＭＢＣ日興証券 柏支店 千葉県柏市柏1-4-27　柏駅東口･駅前通り 04-7164-3636

みずほ銀行 柏支店 千葉県柏市柏2-2-3 04-7164-2281

野村證券 柏 千葉県柏市柏1-4-26(柏駅東口駅前通り) 04-7163-2011

大和証券 柏支店 千葉県柏市柏2-2-4 04-7166-2701

岡三証券 柏支店 千葉県柏市柏2-6-8 04-7163-4311

市原市 みずほ銀行 五井支店 千葉県市原市五井中央西1-2-5 0436-21-2111

八千代市 みずほ銀行 勝田台支店 千葉県八千代市勝田台北3-1-1 047-485-2531

みずほ銀行 八千代支店 千葉県八千代市八千代台東1-5-3 047-484-7711

みずほ銀行 八千代緑が丘支店 千葉県八千代市緑が丘1-1-1 047-459-8741

野村證券 八千代台営業所 千葉県八千代市八千代台東1-1-10(ユアエルム八千代台4階) 047-405-1811

鎌ヶ谷市 みずほ銀行 鎌ヶ谷支店 千葉県鎌ヶ谷市道野辺中央2-8-1 047-442-1121

浦安市 みずほ銀行 新浦安支店 千葉県浦安市入船1-5-2 047-350-2211

東海東京証券 新浦安支店 千葉県浦安市入船1-4-1 ショッパーズプラザ新浦安２階 047-390-6311



東京都 千代田区 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 本店営業部 東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビルヂング 03-6213-2777

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 秋葉原支店 東京都千代田区外神田3-16-8 03-3254-3300

ＳＭＢＣ日興証券 大手町支店 東京都千代田区大手町1-6-1　サンケイビル隣･大手町ビルヂング1F 03-3212-6611

ＳＭＢＣ日興証券 本店 東京都千代田区丸の内3-3-1　有楽町駅･東京国際フォーラム前 新東京ビル 03-3283-2525

ＳＭＢＣ日興証券 市ヶ谷支店 東京都千代田区九段南4-7-15　靖国通り･地下鉄A3出口上がってすぐ右 03-3288-6011

みずほ証券 プラネットブース丸の内中央 東京都千代田区丸の内1-3-3 03-6830-8910

みずほ証券 プラネットブース内幸町 東京都千代田区内幸町1-1-5 03-5512-7561

みずほ証券 プラネットブース九段 東京都千代田区神田神保町2-4 03-3556-9411

みずほ証券 プラネットブース神田 東京都千代田区神田小川町1-1 03-5259-7611

みずほ証券 プラネットブース丸之内 東京都千代田区丸の内1-6-1 03-5221-8180

みずほ証券 プラネットブース麴町 東京都千代田区麹町3-2 03-3265-6795

みずほ銀行 東京営業部支店 東京都千代田区内幸町1-1-5 03-3596-1111

みずほ銀行 丸の内中央支店 東京都千代田区丸の内1-3-3 03-5200-7200

みずほ銀行 丸之内支店 東京都千代田区丸の内1-6-1 03-3216-1111

みずほ銀行 神田駅前支店 東京都千代田区鍛冶町2-6-2 03-3256-5251

みずほ銀行 町村会館出張所 東京都千代田区永田町1-11-35 03-3581-9245

みずほ銀行 麹町支店 東京都千代田区麹町3-2 03-3265-8181

みずほ銀行 神田支店 東京都千代田区神田小川町1-1 03-3255-2351

みずほ銀行 市ヶ谷支店 東京都千代田区五番町2-23 03-3234-2721

みずほ銀行 九段支店 東京都千代田区神田神保町2-4 03-3261-8371

大和証券 本店 東京都千代田区丸の内1-9-1　18Fグラントウキョウ　ノースタワー　 03-5555-7555

大和証券 日比谷支店 東京都千代田区内幸町2-2-2 03-3508-8111

岡三証券 大手町支店 東京都千代田区内神田1-6-10 03-3295-5171

東京都民銀行 神田支店 東京都千代田区神田小川町3-3 03-3293-5941

城北信用金庫 神田支店 東京都千代田区内神田２－１１－６ 03-3256-1911

丸三証券 本店営業部 東京都千代田区麹町三丁目3番6号　麹町フロントビル 03-3238-2203

中央区 ＳＭＢＣ日興証券 八重洲支店 東京都中央区八重洲1-7-20　東京駅八重洲北口前･八重洲口会館 03-3271-3561

みずほ証券 八重洲本店営業部 東京都中央区八重洲2-4-1 03-5203-6321

みずほ証券 日本橋本店営業第一部 東京都中央区日本橋蛎殻町2-10-30 03-3663-3700

みずほ証券 プラネットブース東京中央 東京都中央区八重洲1-2-16 03-3517-1538

みずほ証券 プラネットブース銀座中央 東京都中央区銀座1-7-10 03-5524-6711

みずほ証券 プラネットブース京橋 東京都中央区京橋2-3-6 03-6202-9152

みずほ証券 プラネットブース銀座 東京都中央区銀座4-2-11 03-5524-1171

みずほ証券 日本橋本店営業第二部 東京都中央区日本橋蛎殻町2-10-30 03-3663-6666

みずほ証券 プラネットブース築地 東京都中央区築地2-11-21 03-3547-3101

みずほ証券 プラネットブース日本橋 東京都中央区日本橋室町4-3-18 03-3517-3388

みずほ銀行 築地支店 東京都中央区築地2-11-21 03-3541-4561

みずほ銀行 京橋支店 東京都中央区京橋2-7-19 03-3563-0131

みずほ銀行 八重洲口支店 東京都中央区八重洲1-8-17 03-3272-2071

みずほ銀行 兜町支店 東京都中央区日本橋兜町4-3 03-3666-1111

みずほ銀行 銀座通支店 東京都中央区銀座5-8-15 03-3572-5811

みずほ銀行 銀座支店 東京都中央区銀座4-2-11 03-3563-6611

みずほ銀行 日本橋支店 東京都中央区日本橋室町4-3-18 03-3241-2321

みずほ銀行 横山町支店 東京都中央区日本橋横山町4-1 03-3661-3131

みずほ銀行 小舟町支店 東京都中央区日本橋小舟町8-1 03-3661-3111

みずほ銀行 東京中央支店 東京都中央区八重洲1-2-16 03-3201-5111

みずほ銀行 銀座中央支店 東京都中央区銀座1-7-10 03-3561-3171

みずほ銀行 新川支店 東京都中央区新川1-24-8 03-3552-6881

みずほ銀行 東京中央市場内特別出張所 東京都中央区築地5-2-1 03-3541-1341

みずほ銀行 日本橋浜町出張所 東京都中央区日本橋浜町2-31-1 03-3249-2021

野村證券 本店営業部 東京都中央区日本橋1-9-1(日本橋際) 03-3272-8888

野村證券 東京 東京都中央区八重洲1-4-16(東京建物八重洲ビル) 03-3211-2411

野村證券 法人営業部 東京都中央区日本橋1-9-1(日本橋際) 03-3211-1811

大和証券 銀座支店 東京都中央区銀座3-5-4 03-5250-8585

岡三証券 日本橋本店 東京都中央区日本橋1-20-5 03-3275-8140

東海東京証券 東京営業部 東京都中央区日本橋3-6-2 03-3517-8300

東京都民銀行 東日本橋支店 東京都中央区東日本橋3-6-11 03-3662-1171

東京都民銀行 茅場町支店 東京都中央区日本橋茅場町1-8-3 03-3666-1551

東京都民銀行 日本橋支店 東京都中央区日本橋3-5-14 03-3272-2381

ＳＭＢＣフレンド証券 本店営業部 東京都中央区日本橋兜町７－１２ 03-3669-5201

岩井コスモ証券 東京営業部 東京都中央区日本橋茅場町1-7-3 03-5652-9110

岩井コスモ証券 東京コールセンター 東京都中央区日本橋茅場町1-7-3 03-3662-7354

城北信用金庫 築地市場支店　　　　　　　　　 東京都中央区築地５－２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　 03-3541-8843

城北信用金庫 中央支店 東京都中央区築地３－１６－１１ 03-3543-0551

城北信用金庫 日本橋支店 東京都中央区東日本橋３－７－１６ 03-3663-1791

東洋証券 本店営業部 東京都中央区八丁堀4-7-1 03-5117-1400

港区 ＳＭＢＣ日興証券 虎ノ門支店 東京都港区虎ノ門1-6-12　虎ノ門交差点そば･銀座線虎ノ門駅４番出口 03-3501-2411

みずほ証券 プラネットブース新橋 東京都港区新橋2-1-3 03-5521-1687

みずほ証券 プラネットブース虎ノ門 東京都港区虎ノ門1-2-3 03-5157-3494

みずほ証券 プラネットブース芝 東京都港区芝5-34-7 03-5440-7533

みずほ証券 虎ノ門支店 東京都港区虎ノ門1-4-3 03-3501-4311

みずほ証券 プラネットブース六本木 東京都港区六本木7-15-7 03-5785-1201



みずほ証券 プラネットブース青山 東京都港区北青山3-6-12 03-5468-5711

みずほ証券 プラネットブース赤坂 東京都港区赤坂4-1-33 03-5575-2401

みずほ証券 プラネットブース外苑前 東京都港区北青山3-2-4 03-5775-5723

みずほ銀行 白金出張所 東京都港区白金台3-16-8 03-3444-5611

みずほ銀行 虎ノ門支店 東京都港区虎ノ門1-2-3 03-3501-2331

みずほ銀行 新橋中央支店 東京都港区新橋4-6-15 03-3431-6151

みずほ銀行 六本木支店 東京都港区六本木7-15-7 03-3405-6611

みずほ銀行 芝支店 東京都港区芝5-34-7 03-3453-5151

みずほ銀行 広尾支店 東京都港区南麻布5-15-19 03-3446-5111

みずほ銀行 新橋支店 東京都港区新橋2-1-3 03-3501-7111

みずほ銀行 神谷町支店 東京都港区虎ノ門5-1-5 03-3434-2581

みずほ銀行 浜松町支店 東京都港区浜松町2-4-1 03-3436-5011

みずほ銀行 芝浦シーバンス出張所 東京都港区浜松町2-4-1(浜松町支店内) 03-3436-5011

みずほ銀行 高輪台支店 東京都港区高輪3-8-15 03-3445-0231

みずほ銀行 青山支店 東京都港区北青山3-6-12 03-3400-8111

みずほ銀行 外苑前支店 東京都港区北青山3-2-4 03-3497-8201

みずほ銀行 伊藤忠商事本社ビル出張所 東京都港区北青山2-5-1 03-3478-3011

みずほ銀行 麻布支店 東京都港区南麻布2-11-6 03-3453-0151

みずほ銀行 赤坂支店 東京都港区赤坂4-1-33 03-3582-2211

野村證券 新橋 東京都港区新橋1-9-6(JR新橋駅銀座口) 03-3572-0111

野村證券 虎ノ門 東京都港区虎ノ門2-1-1(霞が関ビル向い・商船三井ビル1階) 03-3583-2301

野村證券 三田 東京都港区芝5-20-14(JR田町駅前・三田鈴木ビル) (03)3769-6651

岡三証券 虎の門支店 東京都港区虎ノ門1-3-2 03-3502-1801

東京都民銀行 本店営業部 東京都港区六本木2-3-11 03-3582-8271

東京都民銀行 麻布支店 東京都港区麻布十番3-1-2 03-3452-1301

東京都民銀行 浜松町支店 東京都港区芝大門2-12-10 03-3435-1901

新宿区 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 新宿支店 東京都新宿区西新宿1-8-1 03-3343-7111

ＳＭＢＣ日興証券 新宿支店 東京都新宿区西新宿1-9-18　新宿駅西口･明治安田生命並び永和ビル 03-5324-7100

みずほ証券 プラネットブース飯田橋 東京都新宿区下宮比町2-1 03-5225-9333

みずほ証券 新宿支店 東京都新宿区西新宿1-22-2 03-3342-4311

みずほ証券 プラネットブース新宿南口 東京都新宿区西新宿1-17-1 03-5909-5988

みずほ証券 プラネットブース高田馬場 東京都新宿区高田馬場3-3-6 03-5332-5311

みずほ証券 プラネットブース新宿新都心 東京都新宿区西新宿1-25-1 03-5322-6105

みずほ証券 プラネットブース新宿 東京都新宿区新宿3-17-5 03-5366-3411

みずほ証券 プラネットブース四谷 東京都新宿区四谷3-3-1 03-5366-1877

みずほ証券 プラネットブース新宿西口 東京都新宿区西新宿1-7-2 03-5909-5731

みずほ銀行 東京都庁公営企業出張所 東京都新宿区西新宿2-8-1 03-5320-7580

みずほ銀行 四谷支店 東京都新宿区四谷3-3-1 03-3351-6151

みずほ銀行 飯田橋支店 東京都新宿区下宮比町2-1 03-3269-5211

みずほ銀行 高田馬場支店 東京都新宿区高田馬場3-3-6 03-3362-6211

みずほ銀行 新宿中央支店 東京都新宿区新宿3-4-1 03-3356-4111

みずほ銀行 早稲田支店 東京都新宿区馬場下町11-1 03-3204-0211

みずほ銀行 新宿南口支店 東京都新宿区西新宿1-17-1 03-3344-6111

みずほ銀行 新宿新都心支店 東京都新宿区西新宿1-25-1 03-3345-1221

みずほ銀行 新宿支店 東京都新宿区新宿3-17-5 03-3354-0111

みずほ銀行 中井支店 東京都新宿区中落合1-16-2 03-3951-9141

みずほ銀行 新宿西口支店 東京都新宿区西新宿1-7-2 03-3342-2211

みずほ銀行 東京都庁出張所 東京都新宿区西新宿2-8-1 03-5381-0021

野村證券 飯田橋 東京都新宿区神楽坂1-1（三幸ビル1階） 03-3268-5811

野村證券 新宿野村ビル 東京都新宿区西新宿1-26-2(新宿野村ビル2階) 03-3348-8211

野村證券 新宿駅西口 東京都新宿区西新宿1-6-1(新宿エルタワー地下1階) 03-3342-1281

大和証券 新宿支店 東京都新宿区新宿3-30-11 03-3352-5141

大和証券 新宿センタービル支店 東京都新宿区西新宿1-25-1 03-3345-1661

岡三証券 新宿支店 東京都新宿区西新宿1-6-1 03-3342-2511

東海東京証券 新宿支店 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリスビル２階 03-3349-8711

東京都民銀行 新宿支店 東京都新宿区西新宿1-20-3 03-5323-0851

東京都民銀行 西大久保支店 東京都新宿区大久保1-3-21 03-3200-6141

東京都民銀行 東新宿支店 東京都新宿区新宿2-8-8 03-3341-4691

ＳＭＢＣフレンド証券 新宿支店 東京都新宿区西新宿6-3-1（新宿アイランドウイング1階） 03-3344-6381

岩井コスモ証券 新宿支店 東京都新宿区新宿3-2-1 新宿三丁目ビル5階 03-5369-1631

城北信用金庫 落合支店　　　　　　　　　　　 東京都新宿区西落合３－１－５　　　　　　　　　　　　　　　　 03-3954-1151

城北信用金庫 北新宿支店　　　　　　　　　　 東京都新宿区北新宿１－８－１８　　　　　　　　　　　　　　　 03-3371-1271

東洋証券 四谷支店 東京都新宿区四谷3-2-2 03-3355-1040

文京区 みずほ証券 プラネットブース本郷 東京都文京区本郷3-34-3 03-5842-4711

みずほ証券 プラネットブース駒込 東京都文京区本駒込6-1-1 03-5940-2735

みずほ証券 プラネットブース江戸川橋 東京都文京区関口1-21-10 03-5227-3090

みずほ銀行 本郷支店 東京都文京区本郷3-34-3 03-3812-3261

みずほ銀行 根津支店 東京都文京区千駄木2-7-9 03-3821-8181

みずほ銀行 動坂支店 東京都文京区千駄木4-7-8 03-3821-2171

みずほ銀行 江戸川橋支店 東京都文京区関口1-21-10 03-3269-2211

みずほ銀行 駒込支店 東京都文京区本駒込6-1-1 03-3941-6161

野村證券 小石川 東京都文京区小石川1-4-1（住友不動産後楽園ビル2階） 03-5804-5050



東京都民銀行 春日町支店 東京都文京区小石川1-1-17 03-3813-7131

城北信用金庫 動坂支店 東京都文京区千駄木３－２４－１０ 03-3821-8161

台東区 ＳＭＢＣ日興証券 上野支店 東京都台東区上野1-19-10　松坂屋南館前 03-3832-5371

みずほ証券 上野支店 東京都台東区上野3-16-5 03-3832-2261

みずほ証券 プラネットブース上野 東京都台東区上野3-16-5 03-3832-2261

みずほ証券 プラネットブース浅草橋 東京都台東区浅草橋1-30-9 03-5821-8733

みずほ証券 プラネットブース雷門 東京都台東区浅草1-1-15 03-5827-3181

みずほ証券 上野広小路支店 東京都台東区上野1-20-10 03-3834-5551

みずほ銀行 浅草橋支店 東京都台東区蔵前4-6-10 03-3861-5411

みずほ銀行 稲荷町支店 東京都台東区東上野5-1-5 03-3842-3261

みずほ銀行 上野支店 東京都台東区上野3-16-5 03-3832-0231

みずほ銀行 浅草支店 東京都台東区蔵前3-21-7 03-3866-7131

みずほ銀行 雷門支店 東京都台東区浅草1-1-15 03-3843-5111

みずほ銀行 千束町支店 東京都台東区浅草3-11-1 03-3872-1131

野村證券 上野 東京都台東区上野2-1-8(地下鉄上野広小路駅上) 03-3831-9211

大和証券 上野支店 東京都台東区上野2-13-10 03-3832-0191

岡三証券 浅草支店 東京都台東区雷門2-4-8 03-3844-1717

東京都民銀行 御徒町支店 東京都台東区東上野1-7-15 03-3831-4131

城北信用金庫 台東支店 東京都台東区入谷１－３－２ 03-3876-3151

城北信用金庫 浅草橋支店 東京都台東区浅草橋５－１－１ 03-3862-1311

城北信用金庫 東浅草支店 東京都台東区東浅草１－８－１２ 03-3872-6165

城北信用金庫 上野支店 東京都台東区台東４－９－３ 03-3831-0261

丸三証券 三ノ輪支店 東京都台東区竜泉2-20-9　エコービル1･2階 03-3873-1161

墨田区 ＳＭＢＣ日興証券 錦糸町支店 東京都墨田区錦糸1-2-1　錦糸町駅北口アルカセントラルビル3Ｆ 03-3829-2401

みずほ証券 押上支店 東京都墨田区業平3-14-4 03-3624-0611

みずほ証券 プラネットブース本所 東京都墨田区両国4-31-11　 03-5625-4561

みずほ銀行 押上支店 東京都墨田区業平3-15-9 03-3625-2131

みずほ銀行 本所支店 東京都墨田区両国4-31-11 03-3631-2121

みずほ銀行 錦糸町支店 東京都墨田区江東橋4-26-5 03-5600-1151

野村證券 錦糸町 東京都墨田区太平4-1-3（オリナスタワー19階） 03-5611-2611

東京都民銀行 錦糸町支店 東京都墨田区江東橋3-2-8 03-3846-3691

城北信用金庫 墨田支店 東京都墨田区八広４－３－４ 03-3612-2118

城北信用金庫 吾嬬町支店 東京都墨田区八広３－３７－３ 03-3613-1501

江東区 みずほ証券 プラネットブース亀戸 東京都江東区亀戸1-39-10 03-5628-5911

みずほ銀行 亀戸支店 東京都江東区亀戸1-39-10 03-3681-5111

みずほ銀行 東京ファッションタウン出張所 東京都江東区有明3-6-11 03-5500-2533

みずほ銀行 深川支店 東京都江東区永代2-36-16 03-3642-4111

みずほ銀行 豊洲支店 東京都江東区豊洲3-3-3 03-3536-8801

みずほ銀行 東陽町支店 東京都江東区東陽4-5-18 03-3699-5651

みずほ銀行 大島駅前出張所 東京都江東区大島5-10-10 03-3636-7401

大和証券 亀戸支店 東京都江東区亀戸2-22-17 03-3681-3181

東京都民銀行 深川支店 東京都江東区高橋12-1 03-3634-1151

東京都民銀行 城東支店 東京都江東区大島3-1-14 03-3681-4141

東京都民銀行 南砂特別出張所 東京都江東区南砂2-3-14 03-3649-1911

東京都民銀行 東陽町支店 東京都江東区東陽4-6-1 03-3699-6521

城北信用金庫 深川支店 東京都江東区門前仲町１－１３－９ 03-3641-7151

品川区 ＳＭＢＣ日興証券 五反田支店 東京都品川区東五反田2-2-3　JR五反田駅東口･八ツ山通り 03-3445-1211

みずほ証券 プラネットブース品川 東京都品川区南品川2-2-7 03-5781-0877

みずほ証券 プラネットブース荏原 東京都品川区荏原4-4-7 03-5749-4490

みずほ証券 プラネットブース五反田 東京都品川区西五反田1-27-2 03-5436-7723

みずほ証券 プラネットブース大崎 東京都品川区大崎1-6-3 03-5759-5495

みずほ銀行 五反田支店 東京都品川区西五反田1-27-2 03-3492-4541

みずほ銀行 大井町支店 東京都品川区大井1-6-6 03-3774-0111

みずほ銀行 戸越支店 東京都品川区戸越4-9-15 03-3783-6521

みずほ銀行 品川駅前支店 東京都品川区南品川2-2-7(品川支店内) 03-3740-7001

みずほ銀行 目黒支店 東京都品川区上大崎3-1-3 03-3441-5131

みずほ銀行 品川支店 東京都品川区南品川2-2-7 03-3474-2401

みずほ銀行 品川区役所出張所 東京都品川区広町2-1-36 03-3777-5221

みずほ銀行 荏原支店 東京都品川区荏原4-4-7 03-3783-6111

みずほ銀行 大崎支店 東京都品川区大崎1-6-3 03-3495-8011

野村證券 五反田 東京都品川区西五反田1-5-1(JR五反田駅西口) 03-3491-9101

大和証券 五反田支店 東京都品川区西五反田1-1-8 03-3493-1211

岡三証券 大森支店 東京都品川区南大井6-28-11 03-3763-3171

東海東京証券 大井町支店 東京都品川区大井1-10-3 03-3778-1841

東京都民銀行 武蔵小山支店 東京都品川区小山3-23-13 03-3783-5411

東京都民銀行 五反田支店 東京都品川区西五反田1-29-1 03-5437-0051

目黒区 ＳＭＢＣ日興証券 自由が丘支店 東京都目黒区自由が丘2-11-21　自由が丘駅正面出口 03-3723-2525

みずほ証券 自由が丘支店 東京都目黒区自由が丘2-10-1 03-3718-1151

みずほ証券 プラネットブース中目黒 東京都目黒区上目黒1-26-1 03-5768-3978

みずほ銀行 中目黒支店 東京都目黒区上目黒1-26-1 03-3715-2211

みずほ銀行 都立大学駅前支店 東京都目黒区平町1-26-15 03-5701-6701

みずほ銀行 祐天寺支店 東京都目黒区祐天寺2-1-6 03-3711-8181



みずほ銀行 自由が丘支店 東京都目黒区自由が丘1-29-9 03-3718-4311

みずほ銀行 池尻大橋支店 東京都目黒区東山3-3-11 03-3791-2201

野村證券 中目黒 東京都目黒区上目黒2-9-1（中目黒GS第一ビル9階） 03-5724-0511

野村證券 自由が丘 東京都目黒区自由が丘2-10-9(自由が丘駅前) 03-3718-3371

大和証券 自由が丘支店 東京都目黒区自由が丘2-12-15 03-3717-0141

東京都民銀行 学芸大学駅前支店 東京都目黒区鷹番3-14-11 03-3714-1171

大田区 ＳＭＢＣ日興証券 蒲田支店 東京都大田区蒲田5-15-1　JR蒲田駅東口正面 03-3731-2191

みずほ証券 プラネットブース大岡山 東京都大田区北千束3-28-12 03-5754-5651

みずほ証券 大森支店 東京都大田区山王2-5-13 03-3778-9640

みずほ証券 プラネットブース蒲田 東京都大田区蒲田5-17-2 03-5480-2833

みずほ証券 プラネットブース久が原 東京都大田区久が原3-35-11 03-5747-5638

みずほ銀行 羽田支店 東京都大田区萩中1-7-10 03-3742-1111

みずほ銀行 大岡山支店 東京都大田区北千束3-28-12 03-3729-2115

みずほ銀行 大田市場出張所 東京都大田区東海3-2-1 03-5492-2511

みずほ銀行 大森支店 東京都大田区山王2-5-13 03-3774-5111

みずほ銀行 蒲田支店 東京都大田区蒲田5-17-2 03-3734-6131

みずほ銀行 池上出張所 東京都大田区蒲田5-17-2(蒲田支店内) 03-3755-2401

みずほ銀行 馬込支店 東京都大田区東馬込2-11-1 03-3773-0371

みずほ銀行 上池上支店 東京都大田区上池台5-37-6 03-3726-5411

みずほ銀行 久が原支店 東京都大田区久が原3-35-11 03-3751-2151

みずほ銀行 田園調布出張所 東京都大田区田園調布3-24-14 03-3717-2181

みずほ銀行 羽田空港第二出張所 東京都大田区羽田空港2-6-5 03-5708-0311

みずほ銀行 羽田空港出張所 東京都大田区羽田空港3-3-2 私書箱67号 03-5757-9591

野村證券 大森 東京都大田区山王2-5-10(大森ララビル前) 03-3774-1181

野村證券 蒲田 東京都大田区蒲田5-15-8(JR蒲田駅東口前) 03-3738-5101

野村證券 田園調布 東京都大田区田園調布2-62-3（アネックス2階） 03-5483-2011

大和証券 蒲田支店 東京都大田区西蒲田7-45-6 03-3732-9171

大和証券 大森支店 東京都大田区大森北1-5-1 03-5471-3311

東京都民銀行 蒲田支店 東京都大田区蒲田5-29-6 03-3738-0101

東京都民銀行 大森支店 東京都大田区中央1-7-1 03-3772-7151

ＳＭＢＣフレンド証券 田園調布サテライト 東京都大田区田園調布2-51-11（三井住友銀行田園調布支店内1階） 03-5483-3100

城北信用金庫 大岡山支店 東京都大田区北千束１－６１－２ 03-3724-1191

世田谷区 ＳＭＢＣ日興証券 玉川支店 東京都世田谷区玉川2-24-7　玉川高島屋SC前 03-3707-4711

ＳＭＢＣ日興証券 烏山支店 東京都世田谷区南烏山4-12-8　千歳烏山駅北口･烏山区民センター前 03-5384-5911

ＳＭＢＣ日興証券 下北沢支店 東京都世田谷区北沢2-11-5　下北沢駅南口 03-5430-3511

みずほ証券 プラネットブース千歳船橋 東京都世田谷区桜丘2-27-12 03-5426-8645

みずほ証券 プラネットブース北沢 東京都世田谷区北沢2-25-20 03-5790-7211

みずほ証券 プラネットブース烏山 東京都世田谷区南烏山5-16-18 03-5314-2411

みずほ証券 成城支店 東京都世田谷区成城5-7-1 03-5490-7480

みずほ証券 プラネットブース経堂 東京都世田谷区宮坂3-11-12 03-5426-3300

みずほ証券 プラネットブース玉川 東京都世田谷区玉川3-7-18 03-5797-5687

みずほ証券 プラネットブース世田谷 東京都世田谷区太子堂2-14-8 03-5431-3011

みずほ銀行 世田谷支店 東京都世田谷区太子堂2-13-2 03-3410-2211

みずほ銀行 北沢支店 東京都世田谷区北沢2-25-20 03-3466-3101

みずほ銀行 烏山支店 東京都世田谷区南烏山5-16-18 03-3300-6321

みずほ銀行 祖師谷支店 東京都世田谷区砧6-32-8 03-3417-4111

みずほ銀行 成城支店 東京都世田谷区成城5-1-25 03-3482-8611

みずほ銀行 尾山台　（対外呼称：みずほパーソナルスクエア東京都世田谷区等々力2-19-2 03-5707-6671

みずほ銀行 駒沢支店 東京都世田谷区駒沢2-17-3 03-3422-9111

みずほ銀行 上野毛支店 東京都世田谷区上野毛1-26-1 03-3702-5111

みずほ銀行 千歳船橋支店 東京都世田谷区桜丘2-27-12 03-3429-1101

みずほ銀行 玉川支店 東京都世田谷区玉川3-7-18 03-3700-7221

みずほ銀行 経堂支店 東京都世田谷区宮坂3-11-12 03-3420-1171

野村證券 玉川 東京都世田谷区玉川3-7-18（玉川高島屋S･C南館） 03-3708-1811

野村證券 成城 東京都世田谷区成城5-8-1(小田急線成城学園前駅西口) 03-3482-2011

大和証券 成城支店 東京都世田谷区成城2-34-12 03-3415-5211

大和証券 経堂営業所 東京都世田谷区宮坂3-10-9　経堂フコク生命ビル2階 03-3415-4173

大和証券 用賀営業所 東京都世田谷区用賀4-10-1 03-5717-3300

東京都民銀行 世田谷支店 東京都世田谷区上馬3-18-11 03-3424-1401

東京都民銀行 九品仏支店 東京都世田谷区奥沢6-12-5 03-3703-1111

東京都民銀行 代田支店 東京都世田谷区羽根木1-3-14 03-3322-7311

ＳＭＢＣフレンド証券 三軒茶屋支店 東京都世田谷区太子堂4-4-1（来るびる1階） 03-3419-3211

丸三証券 二子玉川支店 東京都世田谷区玉川2-21-1 二子玉川ライズ・オフィス12Ｆ 03-3707-0403

渋谷区 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 恵比寿支店 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 03-5449-5001

ＳＭＢＣ日興証券 渋谷支店 東京都渋谷区渋谷2-20-12　宮益坂 03-3400-9111

みずほ証券 渋谷支店 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 03-3496-2121

みずほ証券 プラネットブース渋谷中央 東京都渋谷区宇田川町23-3 03-5784-0325

みずほ証券 プラネットブース恵比寿 東京都渋谷区恵比寿1-20-22 03-5739-0583

みずほ証券 プラネットブース渋谷 東京都渋谷区渋谷1-24-16 03-6418-9231

みずほ銀行 笹塚支店 東京都渋谷区笹塚1-57-7 03-3377-3151

みずほ銀行 渋谷中央支店 東京都渋谷区宇田川町23-3 03-3462-0311

みずほ銀行 放送センター出張所 東京都渋谷区神南2-2-1 03-3465-2581



みずほ銀行 恵比寿支店 東京都渋谷区恵比寿1-20-22 03-3442-1131

みずほ銀行 渋谷支店 東京都渋谷区渋谷1-24-16 03-3400-5111

みずほ銀行 渋谷区役所出張所 東京都渋谷区宇田川町1-1 03-3496-9461

みずほ銀行 恵比寿ガーデン出張所 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 03-5423-5521

野村證券 幡ヶ谷 東京都渋谷区幡ヶ谷1-34-14（宝ビル1階） 03-5454-7211

野村證券 新宿 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-34-7（新宿高島屋前） 03-6832-0900

野村證券 渋谷 東京都渋谷区渋谷1-14-16(JR渋谷駅東口、宮益坂下・東急イン前<明治通り>) 03-3400-7111

大和証券 渋谷支店 東京都渋谷区神南1-23-14 03-3463-9211

岡三証券 渋谷支店 東京都渋谷区渋谷1-7-7 03-3409-3241

東海東京証券 渋谷支店 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティ（ウェスト）18階 03-5457-8700

東京都民銀行 渋谷支店 東京都渋谷区宇田川町33-7 03-3461-9191

ＳＭＢＣフレンド証券 渋谷支店 東京都渋谷区渋谷2-16-1（日石渋谷ビル7階） 03-5774-0231

丸三証券 新宿支店 東京都渋谷区代々木2-7-8　東京南新宿ビル3階 03-3370-3211

中野区 ＳＭＢＣ日興証券 中野支店 東京都中野区中野3-34-27　中野駅南口・中野マルイ横 03-3384-2111

みずほ証券 プラネットブース中野北口 東京都中野区新井1-9-5 03-5345-5965

みずほ証券 プラネットブース鷺宮 東京都中野区白鷺2-48-1 03-5327-4577

みずほ銀行 沼袋支店 東京都中野区沼袋3-26-13 03-3387-2111

みずほ銀行 鷺宮支店 東京都中野区白鷺2-48-1 03-3330-6121

みずほ銀行 中野坂上支店 東京都中野区本町2-46-2 03-3320-7811

みずほ銀行 中野北口支店 東京都中野区新井1-9-5 03-3386-1101

みずほ銀行 中野支店 東京都中野区本町4-44-18 03-3382-1151

野村證券 中野 東京都中野区中野5-65-3（中野サンプラザ正面） 03-3228-7755

大和証券 中野支店 東京都中野区中野2-30-5 03-5385-1311

東京都民銀行 中野支店 東京都中野区中央5-1-3 03-3383-0711

杉並区 ＳＭＢＣ日興証券 浜田山支店 東京都杉並区浜田山3-30-6　京王井の頭線･浜田山駅前 03-3329-8131

みずほ証券 プラネットブース荻窪 東京都杉並区天沼3-4-1 03-5347-9611

みずほ証券 プラネットブース高円寺北口 東京都杉並区高円寺北3-45-14 03-5327-6022

みずほ証券 プラネットブース浜田山 東京都杉並区浜田山3-24-2 03-5316-1055

みずほ銀行 高井戸特別出張所 東京都杉並区高井戸西1-29-4 03-3334-4411

みずほ銀行 高円寺支店 東京都杉並区高円寺南3-1-1 03-3311-1181

みずほ銀行 浜田山支店 東京都杉並区浜田山3-24-2 03-3302-1191

みずほ銀行 荻窪支店 東京都杉並区天沼3-4-1 03-3391-5101

みずほ銀行 西荻窪支店 東京都杉並区西荻南3-14-5 03-3333-2241

みずほ銀行 方南町支店 東京都杉並区方南2-12-20 03-3312-6111

みずほ銀行 高円寺北口支店 東京都杉並区高円寺北3-45-14 03-3330-7231

みずほ銀行 阿佐ヶ谷支店 東京都杉並区阿佐谷南3-1-36 03-3392-8581

みずほ銀行 永福町支店 東京都杉並区浜田山3-24-2(浜田山支店内) 03-5300-8631

野村證券 荻窪 東京都杉並区上荻1-8-8(荻窪駅北口前) 03-3392-6011

大和証券 永福町営業所 東京都杉並区和泉3-6-2　プラムビル3階 0422-57-3660

東京都民銀行 阿佐ヶ谷支店 東京都杉並区阿佐谷南1-47-24 03-3311-1151

ＳＭＢＣフレンド証券 荻窪支店 東京都杉並区荻窪5-26-13（荻窪ＴＭビル5階） 03-3398-3211

岩井コスモ証券 西荻窪支店 東京都杉並区西荻北2-2-5 03-3396-4341

豊島区 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 池袋支店 東京都豊島区東池袋1-17-8 03-3983-3661

ＳＭＢＣ日興証券 池袋支店 東京都豊島区南池袋1-20-8　池袋駅西武東口･商工中金隣 03-3989-3955

みずほ証券 池袋支店 東京都豊島区南池袋2-27-8 03-3954-3181

みずほ証券 池袋西口支店 東京都豊島区西池袋3-27-12 03-3987-1331

みずほ証券 プラネットブース池袋 東京都豊島区東池袋1-1-6 03-5957-7477

みずほ銀行 大塚支店 東京都豊島区北大塚2-13-1 03-3940-1411

みずほ銀行 池袋西口支店 東京都豊島区西池袋1-15-2 03-3984-7111

みずほ銀行 池袋支店 東京都豊島区東池袋1-1-6 03-3983-7221

野村證券 池袋 東京都豊島区南池袋1-27-10(池袋駅東口前) 03-3983-1111

野村證券 池袋メトロポリタンプラザ 東京都豊島区西池袋1-11-1(メトロポリタンプラザビル8階) 03-3988-1181

大和証券 池袋西口支店 東京都豊島区池袋2-2-1 03-3980-1005

大和証券 池袋支店 東京都豊島区南池袋2-28-14 03-3982-2141

岡三証券 池袋支店 東京都豊島区西池袋1-18-2 03-3983-5151

東海東京証券 池袋支店 東京都豊島区東池袋3-1-1（サンシャイン６０　３F） 03-3981-1011

東京都民銀行 池袋支店 東京都豊島区南池袋2-26-5 03-3982-6131

ＳＭＢＣフレンド証券 池袋支店 東京都豊島区南池袋2-27-9 (池袋室町ﾋﾞﾙ4階） 03-3984-3211

城北信用金庫 巣鴨支店　　　　　　　　　　　 東京都豊島区西巣鴨１－１２－１　　　　　　　　　　　　　　　 03-3915-1151

城北信用金庫 東池袋支店 東京都豊島区東池袋５－２４－１０ 03-3989-1501

城北信用金庫 長崎支店 東京都豊島区長崎４－５－７ 03-3974-5811

丸三証券 池袋支店 東京都豊島区西池袋1-18-2　藤久ビル西1号館2階 03-3981-1281

北区 ＳＭＢＣ日興証券 赤羽支店 東京都北区赤羽2-16-4　赤羽駅東口･ララガーデン入口横 03-3901-7111

みずほ証券 プラネットブース尾久 東京都北区田端新町2-26-1 03-5855-3575

みずほ証券 プラネットブース赤羽 東京都北区赤羽1-7-8 03-5249-3583

みずほ証券 プラネットブース王子 東京都北区王子1-10-17 03-5959-3477

みずほ銀行 十条支店 東京都北区上十条2-27-13 03-3906-1111

みずほ銀行 赤羽支店 東京都北区赤羽1-7-8 03-3903-1131

みずほ銀行 尾久支店 東京都北区田端新町2-26-1 03-3802-5131

みずほ銀行 王子支店 東京都北区王子1-10-17 03-3912-2231

大和証券 赤羽支店 東京都北区赤羽1-9-5 03-3903-0311

東京都民銀行 王子支店 東京都北区王子2-13-5 03-3912-2131



東京都民銀行 王子北出張所 東京都北区豊島5-5-5 03-3912-7131

城北信用金庫 東十条支店　　　　　　　　　　 東京都北区東十条３－１５－１３　　　　　　　　　　　　　　　 03-3927-1161

城北信用金庫 駒込支店　　　　　　　　　　　 東京都北区中里２－２１－３　　　　　　　　　　　　　　　　　 03-3940-1151

城北信用金庫 駒込支店・滝野川出張所　 東京都北区滝野川１－４０－４　　　　　　　　　　　　　　　　 03-3910-1101

城北信用金庫 浮間支店 東京都北区浮間３－１８－６　　　　　　　　　　　　　　　　　 03-3965-1151

城北信用金庫 赤羽西口支店　　　　　　　　　 東京都北区赤羽西１－４０－５　　　　　　　　　　　　　　　　 03-5993-1251

城北信用金庫 赤羽西口支店・桐ヶ丘出張所　 東京都北区桐ケ丘１－２－Ｅ３６－１０１　　　　　　　　　　　　 03-3909-1181

城北信用金庫 赤羽西口支店・西が丘出張所 東京都北区西が丘１－５－４　　　　　　　　　　　　　　　　　 03-3907-6611

城北信用金庫 梶原支店 東京都北区堀船３－３１－９　　　　　　　　　　　　　　　　　 03-3914-5611

城北信用金庫 尾久駅前支店 東京都北区昭和町２－８－１ 03-3894-4141

城北信用金庫 王子営業部　　　　　　　　　　 東京都北区豊島１－１０－１０　　　　　　　　　　　　　　　　 03-3913-1151

城北信用金庫 王子営業部・王子銀座出張所 東京都北区王子１－１３－１２　　　　　　　　　　　　　　　　 03-3913-1191

城北信用金庫 王子営業部・王子本町出張所 東京都北区王子本町２－２６－１　　　　　　　　　　　　　　　 03-3909-1141

城北信用金庫 王子営業部・豊島中央通り出張所東京都北区豊島３－１７－１１　　　　　　　　　　　　　　　　 03-3912-1131

城北信用金庫 赤羽支店　　　　　　　　　　　 東京都北区赤羽２－１－９　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03-3902-1151

城北信用金庫 十条支店　　　　　　　　　　　 東京都北区十条仲原３－１３－１　　　　　　　　　　　　　　　 03-3907-1151

荒川区 みずほ証券 プラネットブース三ノ輪 東京都荒川区南千住1-32-9 03-5615-3840

みずほ銀行 三ノ輪支店 東京都荒川区南千住1-32-9 03-3803-3111

東京都民銀行 三河島支店 東京都荒川区荒川3-73-5 03-3891-7121

城北信用金庫 東尾久支店　　　　　　　　　　　 東京都荒川区東尾久２－３７－１８　　　　　　　　　　　　　　 03-3895-3711

城北信用金庫 日暮里中央支店 東京都荒川区東日暮里６－６－４ 03-3891-4121

城北信用金庫 尾久中央支店 東京都荒川区西尾久３－８－１ 03-3893-8121

城北信用金庫 日暮里駅前支店 東京都荒川区東日暮里５－５１－１０ 03-3803-5121

城北信用金庫 南千住支店 東京都荒川区南千住５－４０－１６ 03-3802-1111

城北信用金庫 南千住支店・汐入出張所 東京都荒川区南千住８－６－４ 03-3807-1181

城北信用金庫 本店営業部 東京都荒川区荒川３－７９－７ 03-3891-2111

城北信用金庫 町屋支店 東京都荒川区荒川６－１－２ 03-3892-8101

城北信用金庫 町屋支店・三丁目出張所 東京都荒川区町屋３－１８－１８ 03-3809-3481

板橋区 みずほ証券 プラネットブース板橋 東京都板橋区本町36-7 03-5943-0211

みずほ証券 プラネットブース成増 東京都板橋区成増2-11-2 03-5968-3866

みずほ証券 プラネットブース志村 東京都板橋区志村2-1-1 03-5916-0791

みずほ銀行 板橋支店 東京都板橋区本町36-7 03-3962-5111

みずほ銀行 蓮根支店 東京都板橋区坂下2-33-8 03-3969-1211

みずほ銀行 志村支店 東京都板橋区志村2-1-1 03-3966-1251

みずほ銀行 東武練馬支店 東京都板橋区徳丸2-6-1 03-3934-1101

みずほ銀行 成増支店 東京都板橋区成増2-11-2 03-3930-5121

みずほ銀行 大山支店 東京都板橋区大山町6-1 03-5995-2101

東京都民銀行 板橋支店 東京都板橋区本町14-11 03-3961-6181

東京都民銀行 上板橋支店 東京都板橋区常盤台4-33-12 03-3934-1511

東京都民銀行 小竹向原出張所 東京都板橋区向原2-36-4 03-3955-5101

城北信用金庫 常盤台支店　　　　　　　　　　 東京都板橋区南常盤台１－２２－５　　 03-3956-1151

城北信用金庫 志村支店　　　　　　　　　　　 東京都板橋区坂下２－１６－８　　　　　　　　　　　　　 03-3960-7181

城北信用金庫 赤塚支店　　　　　　　　　　 東京都板橋区赤塚７－１８－１４　　　　　　　　　　　　　　　 03-3938-1151

城北信用金庫 上板橋支店 東京都板橋区上板橋１－１９－２０ 03-3933-5111

練馬区 ＳＭＢＣ日興証券 大泉支店 東京都練馬区東大泉1-29-1　西武池袋線大泉学園駅北口･大泉学園ゆめりあ1　3階 03-3867-5580

みずほ証券 プラネットブース光が丘 東京都練馬区光が丘5-1-1 03-3984-3291

みずほ証券 プラネットブース練馬富士見台 東京都練馬区貫井3-7-6 03-5987-5266

みずほ証券 石神井支店 東京都練馬区石神井町3-27-22 03-3997-1131

みずほ銀行 桜台支店 東京都練馬区桜台1-4-12 03-3992-2141

みずほ銀行 石神井支店 東京都練馬区石神井町3-27-22 03-3995-3123

みずほ銀行 大泉支店 東京都練馬区東大泉1-37-6 03-3925-2411

みずほ銀行 練馬富士見台支店 東京都練馬区貫井3-7-6 03-3998-1111

みずほ銀行 谷原出張所 東京都練馬区貫井3-7-6(練馬富士見台支店内) 03-3904-5771

みずほ銀行 光が丘支店 東京都練馬区光が丘5-1-1 03-5383-9411

みずほ銀行 江古田支店 東京都練馬区旭丘2-44-1 03-3956-9111

野村證券 練馬 東京都練馬区豊玉北5-17-10(西武池袋線練馬駅南口前) 03-3994-7711

大和証券 練馬支店 東京都練馬区豊玉北5-17-13 03-3992-0131

大和証券 石神井公園営業所 東京都練馬区石神井町3-27-23　ガイア石神井公園ビル5階 03-6367-3220

東京都民銀行 江古田支店 東京都練馬区栄町6-5 03-3994-4321

東京都民銀行 上石神井支店 東京都練馬区上石神井2-34-12 03-3920-1581

東京都民銀行 大泉支店 東京都練馬区東大泉1-20-24 03-3924-7211

東京都民銀行 練馬支店 東京都練馬区春日町4-16-4 03-3970-6111

城北信用金庫 谷原支店 東京都練馬区谷原２－５－６　　　　　　　　　　　　　　　　　 03-3904-1151

城北信用金庫 平和台支店　　　　　　　　　　 東京都練馬区早宮２－１７－４３　　　　　　　　　　　　　　　 03-3933-1121

城北信用金庫 上石神井支店 東京都練馬区上石神井４－１－１２ 03-3929-2131

足立区 ＳＭＢＣ日興証券 北千住支店 東京都足立区千住2-61　北千住駅西口駅前 03-3882-8811

みずほ証券 プラネットブース足立 東京都足立区梅島3-32-6 03-5845-5266

みずほ証券 プラネットブース千住 東京都足立区千住2-58 03-5284-3701

みずほ銀行 綾瀬支店 東京都足立区綾瀬1-39-7 03-3601-6111

みずほ銀行 足立支店 東京都足立区梅島3-32-6 03-3889-5151

みずほ銀行 千住支店 東京都足立区千住2-58 03-3888-1161

野村證券 千住 東京都足立区千住寿町2-18(北千住駅西口・日光街道沿い) 03-3882-8411



大和証券 千住支店 東京都足立区千住2-26 03-3879-6111

東京都民銀行 千住支店 東京都足立区千住中居町28-3 03-3882-1101

東京都民銀行 竹ノ塚支店 東京都足立区西竹の塚2-2-8 03-3897-5111

城北信用金庫 西新井支店　　　　　　　　　　 東京都足立区西新井５－２－６　　　　　　　　　　　　　　　　 03-3854-1151

城北信用金庫 西新井支店・北足立市場出張所東京都足立区入谷６－３－１　　　　　　　　　　　　　　　　　 03-3857-7186

城北信用金庫 綾瀬北支店　　　　　　　　　　　 東京都足立区綾瀬５－２１－９　　　　　　　　　　　　　　　　 03-3605-1151

城北信用金庫 新田支店　　　　　　　　　　　 東京都足立区新田２－１１－２３　　　　　　　　　　　　　　　 03-3912-1161

城北信用金庫 一ツ家支店　　　　　　　　　　 東京都足立区一ツ家３－７－１２　　　　　　　　　　　　　　　 03-3860-1121

城北信用金庫 綾瀬南支店 東京都足立区綾瀬２－３－１４ 03-3603-3371

城北信用金庫 宮城支店 東京都足立区宮城１－２８－１ 03-3927-1251

城北信用金庫 足立支店 東京都足立区千住中居町１７－１８ 03-3881-1141

城北信用金庫 梅島支店 東京都足立区梅島３－４３－１６ 03-3887-8811

城北信用金庫 西新井本町支店 東京都足立区西新井本町２－３１－７ 03-3896-4141

城北信用金庫 入谷舎人支店 東京都足立区入谷２－２２－１２ 03-3857-2101

城北信用金庫 花畑支店 東京都足立区花畑１－５－５ 03-5242-2001

葛飾区 みずほ証券 プラネットブース亀有 東京都葛飾区亀有5-33-9 03-5849-8867

みずほ証券 プラネットブース高砂 東京都葛飾区高砂5-43-3 03-5648-7655

みずほ証券 プラネットブース葛飾 東京都葛飾区立石1-3-12 03-5672-0494

みずほ銀行 葛飾支店 東京都葛飾区立石1-3-12 03-3694-2211

みずほ銀行 亀有支店 東京都葛飾区亀有5-33-9 03-3606-1121

みずほ銀行 金町支店 東京都葛飾区東金町1-23-2 03-3600-3131

みずほ銀行 高砂支店 東京都葛飾区高砂5-43-3 03-3609-2341

東京都民銀行 立石支店 東京都葛飾区立石7-23-4 03-3697-6171

東京都民銀行 亀有支店 東京都葛飾区亀有3-17-3 03-3603-2151

ＳＭＢＣフレンド証券 新小岩支店 東京都葛飾区新小岩1-53-10(朝日生命新小岩ビル3階） 03-5663-5211

城北信用金庫 葛飾支店 東京都葛飾区東新小岩７－７－１ 03-3697-6231

城北信用金庫 白鳥支店 東京都葛飾区白鳥４－４－８ 03-3603-1151

城北信用金庫 白鳥支店・お花茶屋出張所 東京都葛飾区お花茶屋１－１７－８ 03-3602-9481

城北信用金庫 堀切支店 東京都葛飾区堀切３－２５－１０ 03-3697-7831

城北信用金庫 高砂支店 東京都葛飾区高砂５－３８－９ 03-3600-5141

城北信用金庫 青戸支店 東京都葛飾区青戸５－１－４ 03-3690-5121

江戸川区 みずほ証券 プラネットブース西葛西 東京都江戸川区西葛西5-6-2 03-5878-3277

みずほ証券 プラネットブース小松川 東京都江戸川区松江1-15-18 03-5678-6031

みずほ銀行 小松川支店 東京都江戸川区松江1-15-18 03-3656-2211

みずほ銀行 平井支店 東京都江戸川区平井3-30-4 03-3682-2211

みずほ銀行 西葛西支店 東京都江戸川区西葛西5-6-2 03-5696-6001

みずほ銀行 小岩支店 東京都江戸川区南小岩7-13-6 03-5693-1211

みずほ銀行 瑞江出張所 東京都江戸川区松江1-15-18(小松川支店内) 03-3698-3211

野村證券 小岩 東京都江戸川区南小岩7-22-6(小岩駅南口前) 03-3657-1141

東京都民銀行 小岩支店 東京都江戸川区南小岩3-29-6 03-3657-5131

東京都民銀行 葛西支店 東京都江戸川区中葛西3-37-16 03-3675-3211

東京都民銀行 船堀支店 東京都江戸川区船堀1-7-13 03-3877-1421

八王子市 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 八王子支店 東京都八王子市東町7-6 042-648-1100

ＳＭＢＣ日興証券 八王子支店 東京都八王子市旭町10-2　ＪＲ八王子駅北口前 042-643-5600

みずほ証券 八王子支店 東京都八王子市旭町11-5 042-643-0020

みずほ証券 プラネットブース八王子 東京都八王子市横山町15-3 042-628-9265

みずほ銀行 長房出張所 東京都八王子市長房町545-11 042-665-1111

みずほ銀行 八王子支店 東京都八王子市横山町15-3 042-623-1111

みずほ銀行 八王子南口支店 東京都八王子市子安町1-3-12 042-648-6111

みずほ銀行 南大沢支店 東京都八王子市南大沢2-30 042-677-7981

野村證券 八王子 東京都八王子市旭町11-6(JR八王子駅北口) 042-646-3811

大和証券 八王子支店 東京都八王子市旭町8-10 042-644-2211

多摩信用金庫 八王子駅前支店 東京都八王子市子安町４－７－１　サザンスカイタワー八王子１Ｆ 042-621-5711

多摩信用金庫 西八王子支店 東京都八王子市千人町３－２－１６ 042-664-6611

多摩信用金庫 宇津木支店 東京都八王子市石川町９４－６ 042-643-5411

多摩信用金庫 京王八王子支店 東京都八王子市明神町２－２７－６ 042-648-5611

多摩信用金庫 八王子四谷支店 東京都八王子市大楽寺町５１０－１ 042-621-3721

多摩信用金庫 中野山王支店 東京都八王子市中野山王１－３－１ 042-621-3111

多摩信用金庫 八王子中央支店 東京都八王子市八日町１－１６ 042-623-0111

多摩信用金庫 八木町支店 東京都八王子市八木町４－１ 042-623-3311

多摩信用金庫 高尾支店 東京都八王子市高尾町１６０８ 042-661-3143

多摩信用金庫 中野支店 東京都八王子市中野上町４－３５－１７ 042-626-5211

多摩信用金庫 大和田支店 東京都八王子市大和田町５－３－２４ 042-646-1021

多摩信用金庫 片倉支店 東京都八王子市片倉町６３３－３ 042-636-8511

多摩信用金庫 めじろ台支店 東京都八王子市めじろ台３－１－１ 042-666-4511

多摩信用金庫 高倉支店 東京都八王子市高倉町５１－２２ 042-648-6211

多摩信用金庫 恩方支店 東京都八王子市西寺方町７２－１ 042-652-1311

多摩信用金庫 散田支店 東京都八王子市散田町３－９－１５ 042-666-5311

岡三証券 八王子支店 東京都八王子市明神町4-7-15 042-645-2211

東京都民銀行 八王子支店 東京都八王子市八幡町11-5 042-622-6161

東京都民銀行 西八王子支店 東京都八王子市台町4-48-2 042-665-7611

東京都民銀行 堀之内支店 東京都八王子市別所2-1 042-674-1271



立川市 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 立川支店 東京都立川市曙町2-13-3 042-524-9111

ＳＭＢＣ日興証券 立川支店 東京都立川市曙町2-12-18　JR立川駅北口前･三菱東京ＵＦＪ銀行隣 042-524-3511

みずほ証券 立川支店 東京都立川市曙町2-4-6 042-525-5111

みずほ証券 プラネットブース立川 東京都立川市曙町2-4-6 042-525-5111

みずほ銀行 立川支店 東京都立川市曙町2-4-6 042-524-3121

野村證券 立川 東京都立川市曙町2-5-1（JR立川駅北口・伊勢丹ビル内） 042-524-1111

大和証券 立川支店 東京都立川市曙町2-7-16鈴春ビル 042-526-1711

多摩信用金庫 本店 東京都立川市曙町２－８－２８ 042-526-7700

多摩信用金庫 南口支店 東京都立川市柴崎町３－５－２２ 042-528-2211

多摩信用金庫 東立川支店 東京都立川市羽衣町１－１９－６ 042-524-0611

多摩信用金庫 錦町支店 東京都立川市錦町３－６－９ 042-528-0511

多摩信用金庫 栄町支店 東京都立川市栄町２－６６－１ 042-536-9711

多摩信用金庫 立川タ－ミナルビル出張所 東京都立川市曙町２ー１－１立川ルミネＢー１０１ 042-527-6911

多摩信用金庫 砂川支店 東京都立川市砂川町４－２－３ 042-535-4411

多摩信用金庫 富士見町支店 東京都立川市富士見町４－９－２２ 042-528-1741

多摩信用金庫 幸町支店 東京都立川市幸町１－２５－１５ 042-535-5311

東京都民銀行 立川支店 東京都立川市柴崎町3-9-21 042-522-7101

ＳＭＢＣフレンド証券 立川支店 東京都立川市曙町2-20-5（立川ニッセイＡＨビル8階） 042-528-8811

武蔵野市 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 吉祥寺支店 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-6-1 0422-72-1881

ＳＭＢＣ日興証券 吉祥寺支店 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-10　東急百貨店前 0422-21-3311

みずほ証券 吉祥寺支店 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-14-8 042-222-1151

みずほ証券 プラネットブース吉祥寺 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-2-13 0422-29-7905

みずほ証券 プラネットブース武蔵境 東京都武蔵野市境南町2-3-16 0422-39-3523

みずほ銀行 吉祥寺支店 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-2-13 0422-22-5111

みずほ銀行 武蔵境支店 東京都武蔵野市境南町2-3-16 0422-30-2811

野村證券 吉祥寺 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-2-16(吉祥寺通りパルコ前) 0422-22-8181

大和証券 吉祥寺支店 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-1-10 0422-22-9311

多摩信用金庫 成蹊学園前支店 東京都武蔵野市中町３－２９－１２ 0422-54-3321

多摩信用金庫 武蔵境南口支店 東京都武蔵野市境南町２－９－３ 0422-32-2221

多摩信用金庫 武蔵野支店 東京都武蔵野市西久保１－６－２７ 0422-54-1211

多摩信用金庫 吉祥寺支店 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－１０－５ 0422-21-3741

多摩信用金庫 境支店 東京都武蔵野市境２－１１－２３ 0422-54-1331

東海東京証券 吉祥寺支店 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-4-16 0422-22-8101

東京都民銀行 武蔵野支店 東京都武蔵野市中町3-4-10 0422-54-2211

三鷹市 みずほ証券 三鷹支店 東京都三鷹市下連雀3-35-1 0422-76-0510

みずほ証券 プラネットブース三鷹 東京都三鷹市下連雀3-35-1 0422-70-3055

みずほ銀行 三鷹支店 東京都三鷹市下連雀3-35-1 0422-43-2171

多摩信用金庫 三鷹下連雀支店 東京都三鷹市下連雀１－９－１５ 0422-44-2121

多摩信用金庫 三鷹駅前支店 東京都三鷹市下連雀３－２６－９ 0422-47-7385

東京都民銀行 三鷹支店 東京都三鷹市下連雀4-15-44 0422-44-8251

青梅市 みずほ銀行 東青梅支店 東京都青梅市東青梅2-13-1 0428-23-5141

東京都民銀行 青梅支店 東京都青梅市仲町250 0428-22-3141

府中市 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 府中支店 東京都府中市宮西町1-5-1 042-368-5411

みずほ証券 プラネットブース府中 東京都府中市府中町1-1-2 042-352-6033

みずほ銀行 府中支店 東京都府中市府中町1-1-2 042-364-2121

野村證券 府中 東京都府中市府中町1-8-1(京王線府中駅北口) 042-369-8111

大和証券 府中支店 東京都府中市府中町1-1-5 042-354-7000

多摩信用金庫 府中支店 東京都府中市宮西町１－５－１ 042-366-8211

多摩信用金庫 中河原支店 東京都府中市住吉町５－２－１ 042-366-3311

多摩信用金庫 北府中支店 東京都府中市新町１－６５－１ 042-367-1311

多摩信用金庫 北山支店 東京都府中市北山町２－２２－７ 042-573-4711

多摩信用金庫 東府中支店 東京都府中市清水が丘３－２５－１ 042-367-5211

東洋証券 むさし府中支店 東京都府中市宮町1-40 042-367-1040

昭島市 多摩信用金庫 昭島支店 東京都昭島市玉川町４－５－３ 042-545-5111

多摩信用金庫 拝島支店 東京都昭島市松原町４－１３－２０ 042-545-4111

多摩信用金庫 郷地支店 東京都昭島市郷地町２－３２－１６ 042-546-4111

多摩信用金庫 昭島駅前支店 東京都昭島市昭和町２－５－１５ 042-546-4311

調布市 ＳＭＢＣ日興証券 調布支店 東京都調布市布田1-29-2　調布駅北口･旧甲州街道沿い 042-499-0511

みずほ証券 プラネットブース調布仙川 東京都調布市仙川町3-1 03-5314-1505

みずほ証券 プラネットブース調布 東京都調布市小島町1-14-3 042-443-6433

みずほ銀行 調布支店 東京都調布市小島町1-14-3 042-484-2211

みずほ銀行 調布仙川支店 東京都調布市仙川町3-1　 03-3300-3331

野村證券 調布 東京都調布市布田1-36-9（京王線調布駅北口） 042-498-6011

多摩信用金庫 調布支店 東京都調布市国領町１－９－８ 042-482-6121

多摩信用金庫 調布北口支店 東京都調布市布田１－４５－６ 042-482-8176

東京都民銀行 神代出張所 東京都調布市西つつじヶ丘4-23 042-483-0311

町田市 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 町田支店 東京都町田市森野1-13-14 042-722-2701

ＳＭＢＣ日興証券 町田支店 東京都町田市中町1-2-4　小田急線町田駅北口 042-726-2525

みずほ証券 町田支店 東京都町田市原町田6-13-22 042-722-5611

みずほ銀行 町田支店 東京都町田市森野1-17-1 042-723-0033

みずほ銀行 玉川学園前支店 東京都町田市玉川学園7-5-6 042-728-3061

野村證券 町田 東京都町田市原町田6-3-9(小田急線町田駅南口、東急横) 042-725-2111



大和証券 町田支店 東京都町田市原町田6-12-20 042-722-2131

東京都民銀行 玉川学園支店 東京都町田市玉川学園2-7-8 042-726-2301

東京都民銀行 成瀬台出張所 東京都町田市成瀬台3-6-41 042-726-5155

ＳＭＢＣフレンド証券 町田支店 東京都町田市中町1-1-16（東京建物町田ビル9階） 042-723-8781

小金井市 ＳＭＢＣ日興証券 小金井支店 東京都小金井市本町1-18-10　武蔵小金井駅南口前 042-387-4411

みずほ銀行 小金井支店 東京都小金井市本町5-13-3 042-381-6301

多摩信用金庫 小金井支店 東京都小金井市本町２－５－４ 042-385-1111

多摩信用金庫 小金井南口支店 東京都小金井市中町４－１４－７ 042-384-5111

小平市 みずほ銀行 八坂支店 東京都小平市小川東町2-12-2 042-345-1121

多摩信用金庫 小平支店 東京都小平市小川西町４－１４－１６ 042-341-3131

多摩信用金庫 学園東支店 東京都小平市学園東町２－１２－１５ 042-345-5511

多摩信用金庫 一橋学園支店 東京都小平市学園西町２－１３－３３ 042-346-2111

多摩信用金庫 花小金井支店 東京都小平市花小金井南町１－１３－１９ 042-465-2233

東京都民銀行 小平支店 東京都小平市学園東町1-3-7 042-345-4311

日野市 みずほ証券 プラネットブース日野 東京都日野市多摩平1-3-1 042-589-2055

みずほ銀行 日野支店 東京都日野市多摩平1-3-1 042-581-2211

みずほ銀行 日野駅前支店 東京都日野市日野本町3-11-1 042-583-1101

みずほ銀行 高幡不動支店 東京都日野市高幡1008-6 042-592-2491

多摩信用金庫 日野支店 東京都日野市日野本町４－３－６ 042-581-7311

多摩信用金庫 南平支店 東京都日野市南平７－１７－７２ 042-593-2111

多摩信用金庫 豊田支店 東京都日野市豊田３－４１－７ 042-586-6111

多摩信用金庫 豊田北口支店 東京都日野市多摩平２－３－２ 042-581-2123

多摩信用金庫 平山支店 東京都日野市平山５－１３－２ 042-593-1611

多摩信用金庫 高幡不動支店 東京都日野市高幡１００８－３ 042-591-8911

東京都民銀行 百草支店 東京都日野市百草999 042-591-3255

東京都民銀行 豊田支店 東京都日野市多摩平1-2-13 042-585-1511

東村山市 みずほ銀行 久米川支店 東京都東村山市栄町1-5-1 042-393-1511

多摩信用金庫 東村山支店 東京都東村山市野口町１－１１－１７ 042-396-5551

多摩信用金庫 秋津支店 東京都東村山市秋津町５－３５－２３ 042-395-7221

東京都民銀行 久米川支店 東京都東村山市栄町1-5-6 042-392-1611

東京都民銀行 秋津支店 東京都東村山市秋津町5-6-1 042-393-9611

国分寺市 みずほ証券 プラネットブース国分寺 東京都国分寺市南町3-17-3 042-329-8355

みずほ銀行 国分寺支店 東京都国分寺市南町3-17-3 042-324-2211

野村證券 国分寺 東京都国分寺市本町2-12-2(三井生命ビル1階) 042-328-6011

多摩信用金庫 国分寺支店 東京都国分寺市本町３－１１－１２ 042-321-4141

多摩信用金庫 西国分寺支店 東京都国分寺市泉町３－１７－１０ 042-326-1511

多摩信用金庫 国分寺南口支店 東京都国分寺市南町３－１９－８ 042-322-9111

多摩信用金庫 恋ケ窪支店 東京都国分寺市戸倉１－３－４ 042-328-3011

東京都民銀行 西国分寺支店 東京都国分寺市泉町3-35-1 042-327-2801

国立市 大和証券 国立支店 東京都国立市東1-4-11 042-571-0211

多摩信用金庫 国立支店 東京都国立市中１－９－５２ 042-574-1111

福生市 多摩信用金庫 福生支店 東京都福生市本町２４ 042-553-6111

狛江市 みずほ銀行 狛江支店 東京都狛江市中和泉1-1-1 03-3489-1251

東京都民銀行 狛江支店 東京都狛江市東和泉1-30-4 03-3489-5171

東大和市 多摩信用金庫 東大和支店 東京都東大和市南街５－６５－２ 042-564-7111

清瀬市 みずほ銀行 清瀬支店 東京都清瀬市元町1-10-4 042-492-5811

東久留米市みずほ銀行 東久留米支店 東京都東久留米市本町1-5-1 042-477-8801

多摩信用金庫 東久留米支店 東京都東久留米市本町１－３－１ 042-477-2111

東京都民銀行 東久留米支店 東京都東久留米市本町１-2-20 042-473-5151

東京都民銀行 滝山支店 東京都東久留米市滝山5-1-11 042-474-7211

武蔵村山市多摩信用金庫 村山支店 東京都武蔵村山市学園３－１０１－１ 042-565-9111

多摩信用金庫 残堀支店 東京都武蔵村山市残堀１－３３－１ 042-569-2111

多摩市 みずほ証券 プラネットブース多摩 東京都多摩市関戸4-72 042-355-3781

みずほ銀行 多摩センター支店 東京都多摩市落合1-44 042-373-2511

みずほ銀行 多摩支店 東京都多摩市関戸4-72 042-374-2121

大和証券 多摩支店 東京都多摩市関戸1-7-5京王聖蹟桜ヶ丘ＳＣ　Ｃ館2Ｆ 042-375-5511

多摩信用金庫 桜ケ丘支店 東京都多摩市一ノ宮３－１－５ 042-374-2781

多摩信用金庫 永山支店 東京都多摩市永山１－５ベルブ永山 042-356-2511

多摩信用金庫 多摩センター支店 東京都多摩市落合１－４３京王プラザホテル多摩４Ｆ 042－389-1121

東京都民銀行 多摩支店 東京都多摩市諏訪5-5-1 042-374-1211

東京都民銀行 ハローアクセス支店 東京都多摩市山王下1-1 042-389-1320

ＳＭＢＣフレンド証券 多摩ﾆｭ‐ﾀｳﾝ支店 東京都多摩市永山1-4（グリナード永山1階） 042-375-3211

稲城市 みずほ銀行 稲城中央支店 東京都稲城市百村34 042-378-3121

東京都民銀行 稲城支店 東京都稲城市大丸92 042-377-1321

東京都民銀行 若葉台出張所 東京都稲城市若葉台2-4-1 042-331-0088

羽村市 多摩信用金庫 羽村支店 東京都羽村市五ノ神１－２－６ 042-555-3111

あきる野市 多摩信用金庫 秋川支店 東京都あきる野市野辺５３９－１ 042-559-3111

多摩信用金庫 あきる野支店 東京都あきる野市秋川２－１０－３ 042-550-3111

西東京市 みずほ証券 プラネットブース田無 東京都西東京市田無町2-1-1 042-460-3611

みずほ銀行 ひばりが丘支店 東京都西東京市ひばりが丘北4-3-27 042-421-1212

みずほ銀行 田無支店 東京都西東京市田無町2-1-1 042-461-8271

野村證券 田無 東京都西東京市田無町4-2-11 042-466-1811



多摩信用金庫 田無支店 東京都西東京市田無町４－２５－５ 042-463-1121

多摩信用金庫 ひばりが丘支店 東京都西東京市ひばりが丘北３－４－７ 042-423-3111

東京都民銀行 保谷支店 東京都西東京市保谷町4-6-9 042-461-7951

東京都民銀行 東伏見支店 東京都西東京市富士町4-13-24 042-463-9001

瑞穂町 多摩信用金庫 瑞穂支店 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎２３９－２ 042-556-4111

大島町 みずほ銀行 大島特別出張所 東京都大島町元町4-1-7 04992-2-2321

八丈島 みずほ銀行 八丈島特別出張所 東京都八丈島八丈町大賀郷1524 04996-2-0640

神奈川県 横浜市 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 横浜西口支店 神奈川県横浜市西区北幸1-11-11 045-311-1661

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 たまプラーザ支店 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-6-1 045-903-2821

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 横浜支店 神奈川県横浜市中区羽衣町1-2-8 045-261-7111

ＳＭＢＣ日興証券 横浜駅前支店 神奈川県横浜市西区北幸1-3-23　横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズB1 045-311-1431

ＳＭＢＣ日興証券 上大岡支店 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-18-3　上大岡駅前･ミオカリスト館2F 045-842-8881

ＳＭＢＣ日興証券 青葉台支店 神奈川県横浜市青葉区青葉台2-8-20　パルテ青葉台 045-982-3311

みずほ証券 プラネットブースあざみ野 神奈川県横浜市青葉区あざみ野2-1-3 045-909-0611

みずほ銀行 横浜中央支店 神奈川県横浜市中区羽衣町1-3-1 045-263-4921

みずほ銀行 横浜駅前支店 神奈川県横浜市西区北幸1-2-1 045-311-1341

みずほ銀行 新杉田支店 神奈川県横浜市磯子区杉田1-1-1 045-771-1221

みずほ銀行 新横浜支店 神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-3 045-471-2011

みずほ銀行 横浜支店 神奈川県横浜市中区本町3-33 045-211-2101

みずほ銀行 綱島支店 神奈川県横浜市港北区綱島東1-2-18 045-542-2211

みずほ銀行 横浜東口支店 神奈川県横浜市西区高島2-13-2 045-461-1241

みずほ銀行 鶴見支店 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-32-23 045-502-1711

みずほ銀行 戸塚支店 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4091-1 045-871-5551

みずほ銀行 上大岡支店 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1 045-842-3971

みずほ銀行 二俣川支店 神奈川県横浜市旭区二俣川2-52-15 045-362-5511

みずほ銀行 長津田支店 神奈川県横浜市緑区長津田4-1-23 045-983-2831

みずほ銀行 三ツ境支店 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境16-4 045-364-7151

みずほ銀行 青葉台支店 神奈川県横浜市青葉区青葉台1-6-13 045-983-2111

みずほ銀行 鴨居支店 神奈川県横浜市緑区鴨居3-1-4 045-934-9311

みずほ銀行 洋光台支店 神奈川県横浜市磯子区洋光台3-13-3 045-833-5221

みずほ銀行 鶴ヶ峰支店 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰2-20 045-371-1151

みずほ銀行 日吉支店 神奈川県横浜市港北区日吉2-3-1 045-562-2181

みずほ銀行 鶴見駅前支店 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町15-1 045-571-2341

みずほ銀行 あざみ野支店 神奈川県横浜市青葉区あざみ野2-1-3 045-902-7141

みずほ銀行 市が尾支店 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町1063-14 045-973-4111

みずほ銀行 上永谷出張所 神奈川県横浜市港南区丸山台1-12-36 045-845-6505

みずほ銀行 菊名出張所 神奈川県横浜市港北区菊名4-2-8 045-401-7211

みずほ銀行 緑園都市支店 神奈川県横浜市旭区二俣川2-52-15(二俣川支店内) 045-814-9111

みずほ銀行 十日市場支店 神奈川県横浜市緑区十日市場町801-1 045-985-2251

みずほ銀行 港北ニュータウン支店 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央20-1 045-944-2931

みずほ銀行 東戸塚支店 神奈川県横浜市戸塚区品濃町535-1 045-824-3121

みずほ銀行 金沢文庫支店 神奈川県横浜市金沢区谷津町421-6 045-786-4511

野村證券 鶴見 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-4-1 045-502-8511

野村證券 横浜 神奈川県横浜市西区北幸1-5-10(天理ビル南・第二バスターミナル前) 045-311-1671

野村證券 港南台営業所 神奈川県横浜市港南区港南台3-3-1（港南台214ビル5階） 045-833-9411

野村證券 二俣川営業所 神奈川県横浜市旭区二俣川1-3-2 045-363-0711

野村證券 横浜馬車道 神奈川県横浜市中区尾上町4-52(関内馬車道) 045-641-2101

野村證券 戸塚 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町489-1(戸塚駅東口・吉倉橋際) 045-881-1181

野村證券 たまプラーザ 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5-1-2 045-902-1122

野村證券 青葉台 神奈川県横浜市青葉区青葉台2-6-1 045-985-1171

大和証券 戸塚支店 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4100 045-864-1715

大和証券 横浜支店 神奈川県横浜市中区尾上町2-20 045-671-6700

大和証券 横浜駅西口支店 神奈川県横浜市西区南幸1-11-1 045-311-1271

大和証券 青葉台支店 神奈川県横浜市青葉区青葉台2-9-2 045-983-8282

岡三証券 横浜支店 神奈川県横浜市中区尾上町2-27 045-651-1251

東京都民銀行 横浜支店 神奈川県横浜市中区本町2-22 045-201-4055

ＳＭＢＣフレンド証券 横浜支店 神奈川県横浜市西区北幸2-6-1（横浜ＡＰビル1階） 045-316-0321

岩井コスモ証券 横浜支店 神奈川県横浜市中区本町4-40 横浜第一ビル2階 045-680-5361

東洋証券 横浜支店 神奈川県横浜市中区本町2-22 045-681-3341

丸三証券 横浜支店 神奈川県横浜市中区尾上町3-39　尾上町ビル1階～3階 045-664-1511

川崎市 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 川崎支店 神奈川県川崎市川崎区砂子2-4-13 044-233-9391

ＳＭＢＣ日興証券 川崎支店 神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-2  ＪＲ川崎駅東口・京急川崎駅中央口 044-244-2221

ＳＭＢＣ日興証券 新百合ヶ丘支店 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-1-1　新百合ヶ丘駅北口前･新百合ヶ丘シティビル2F 044-953-6311

みずほ証券 プラネットブース向ヶ丘 神奈川県川崎市多摩区登戸2779-6 044-930-3802

みずほ証券 プラネットブース鷺沼 神奈川県川崎市宮前区鷺沼1-2 044-862-4921

みずほ証券 プラネットブース溝ノ口 神奈川県川崎市高津区溝口1-11-5 044-820-8171

みずほ銀行 川崎支店 神奈川県川崎市川崎区砂子2-4-10 044-211-3311

みずほ銀行 武蔵小杉支店 神奈川県川崎市中原区小杉町3-419 044-722-7151

みずほ銀行 鷺沼支店 神奈川県川崎市宮前区鷺沼1-2 044-877-2251

みずほ銀行 溝ノ口支店 神奈川県川崎市高津区溝口1-11-5 044-833-4121

みずほ銀行 新百合ヶ丘支店 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-5-2 044-952-4421

みずほ銀行 向ヶ丘支店 神奈川県川崎市多摩区登戸2779-6 044-933-1161



みずほ銀行 マリアンナ医大前出張所 神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1 044-976-1511

みずほ銀行 宮前平支店 神奈川県川崎市宮前区宮前平2-15-15 044-852-7201

野村證券 川崎 神奈川県川崎市川崎区東田町5-2(川崎市役所前) 044-233-6751

野村證券 武蔵小杉 神奈川県川崎市中原区中丸子13番地2（野村不動産武蔵小杉ビル 044-330-3200

野村證券 新百合ヶ丘 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-2-7 044-953-6511

大和証券 川崎支店 神奈川県川崎市川崎区駅前本町12-1 044-244-2121

東京都民銀行 梶ヶ谷支店 神奈川県川崎市高津区末長1-44-14 044-865-7411

相模原市 みずほ銀行 相模原支店 神奈川県相模原市中央区相模原3-9-16 042-751-4311

みずほ銀行 相模大野支店 神奈川県相模原市南区相模大野3-3-1-101 042-742-7111

みずほ銀行 橋本支店 神奈川県相模原市緑区橋本3-29-8 042-771-5151

みずほ銀行 小田急相模原支店 神奈川県相模原市南区松が枝町25-1 042-745-1511

野村證券 相模原  神奈川県相模原市中央区相模原4-3-14（相模原第一生命ビルディング2F） 042-704-2331

大和証券 相模原支店 神奈川県相模原市中央区相模原1-2-17 042-730-7000

多摩信用金庫 相模原支店 神奈川県相模原市中央区相模原５－１０－１０ 042－756-7111

横須賀市 みずほ銀行 衣笠支店 神奈川県横須賀市衣笠栄町2-65 046-852-3611

みずほ銀行 横須賀支店 神奈川県横須賀市若松町2-31 046-825-2411

みずほ銀行 追浜支店 神奈川県横須賀市追浜町3-13 046-865-1241

野村證券 横須賀 神奈川県横須賀市大滝町1-9（大滝町バス停前） 046-823-2550

大和証券 横須賀支店 神奈川県横須賀市 小川町14-1 ニッセイ横須賀センタービル 046-821-1800

平塚市 みずほ銀行 平塚支店 神奈川県平塚市紅谷町2-22 0463-22-1761

野村證券 平塚 神奈川県平塚市紅谷町4-23 0463-21-2111

鎌倉市 ＳＭＢＣ日興証券 鎌倉支店 神奈川県鎌倉市小町1-2-16　東急ストア隣・早見プラザ1階 0467-24-6660

みずほ銀行 大船支店 神奈川県鎌倉市大船1-24-15 0467-45-4111

みずほ銀行 鎌倉支店 神奈川県鎌倉市御成町11-35 0467-23-1155

野村證券 鎌倉 神奈川県鎌倉市御成町11-32（鎌倉駅西口・市役所そば） 0467-60-1471

大和証券 鎌倉支店 神奈川県鎌倉市小町1-4-1 0467-23-1616

藤沢市 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 湘南支店 神奈川県藤沢市南藤沢4-3 0466-24-5111

ＳＭＢＣ日興証券 藤沢支店 神奈川県藤沢市南藤沢3-12　藤沢駅南口　クリオ藤沢駅前４階 0466-25-7811

みずほ銀行 湘南台支店 神奈川県藤沢市湘南台2-13-6 0466-43-6111

みずほ銀行 藤沢支店 神奈川県藤沢市藤沢107-1 0466-23-4131

みずほ銀行 辻堂支店 神奈川県藤沢市辻堂1-3-16 0466-33-4131

みずほ銀行 鵠沼支店 神奈川県藤沢市本鵠沼2-14-6 0466-23-1211

野村證券 藤沢 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-5-10(藤沢駅南口) 0466-25-1311

大和証券 藤沢支店 神奈川県藤沢市藤沢462 0466-23-8111

ＳＭＢＣフレンド証券 藤沢支店 神奈川県藤沢市南藤沢19-10　　　　 0466-27-4411

小田原市 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 小田原支店 神奈川県小田原市本町2-1-35 0465-22-6161

ＳＭＢＣ日興証券 小田原支店 神奈川県小田原市栄町2-7-25　小田原駅東口･錦通り 0465-22-7161

みずほ銀行 小田原支店 神奈川県小田原市栄町2-7-32 0465-23-1141

野村證券 小田原 神奈川県小田原市栄町1-6-1（第一生命ビル1階） 0465-24-8511

茅ヶ崎市 みずほ銀行 茅ヶ崎支店 神奈川県茅ヶ崎市新栄町9-25 0467-85-8101

大和証券 茅ヶ崎支店 神奈川県茅ヶ崎市新栄町9-9 0467-58-6111

逗子市 みずほ銀行 逗子支店 神奈川県逗子市逗子1-4-1 046-873-2111

秦野市 みずほ銀行 秦野支店 神奈川県秦野市本町1-10-15 0463-82-3211

厚木市 ＳＭＢＣ日興証券 厚木支店 神奈川県厚木市中町3-6-17　本厚木駅北口･あつぎ大通りみずほ銀行隣 046-223-0211

みずほ銀行 厚木支店 神奈川県厚木市中町3-5-10 046-221-6333

野村證券 厚木 神奈川県厚木市中町2-2-20(小田急線本厚木駅北口・有隣堂前) 046-224-8666

大和証券 厚木支店 神奈川県厚木市中町4-14-1 046-224-8111

大和市 みずほ銀行 大和支店 神奈川県大和市大和南1-5-1 046-262-1311

海老名市 みずほ銀行 海老名支店 神奈川県海老名市中央1-4-1 046-235-0471


