国内ネットワーク
（平成29年6月30日現在）
黒字は三菱東京UFJ銀行、赤字は三菱UFJ信託銀行の店舗名称、住所、電話番号を記載しています。
北海道
札幌支店
札幌市中央区大通西3-6
011-221-1174

札幌中央支店

三菱

札幌市中央区大通西3-6（札幌支店内）
011-221-4171

札幌支店
札幌市中央区北4条西4-1
011-261-1211
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宮城県
仙台支店
仙台市青葉区中央2-2-1（仙台中央支店内）
022-222-7191

仙台中央支店
仙台市青葉区中央2-2-1
022-225-5311

仙台支店
仙台市青葉区一番町3-1-5
022-262-8111

茨城県
土浦支店
土浦市中央2-10-1
029-823-1151

水戸支店
水戸市泉町3-2-4
029-221-4121

栃木県
宇都宮支店
宇都宮市馬場通り3-2-1
028-633-7261

埼玉県
上尾支店
上尾市谷津2-1-50-36
048-773-0511

入間支店
入間市豊岡1-4-1
04-2964-3111

浦和支店
さいたま市浦和区高砂2-1-1
048-822-7751

大宮支店
さいたま市大宮区仲町2-9
048-645-1111

大宮駅前支店
さいたま市大宮区仲町2-9（大宮支店内）
048-641-4411

春日部支店
春日部市粕壁東1-1-3
048-752-0211

春日部駅前支店
春日部市粕壁東1-1-3（春日部支店内）
048-754-3011

川越支店
川越市新富町1-2-7
049-222-2351

越谷支店
越谷市弥生町14-15
048-964-3030

越谷駅前支店
越谷市弥生町14-15（越谷支店内）
048-966-3232
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坂戸支店
坂戸市日の出町3-13
049-282-1211

狭山支店
狭山市中央2-1-1
04-2958-5731

志木駅前支店
新座市東北2-36-24（新座志木支店内）
048-472-3431

新座志木支店
新座市東北2-36-24
048-472-2211

草加支店
草加市高砂2-7-1
048-922-1181

草加駅前支店
草加市高砂2-7-1（草加支店内）
048-929-0171

草加新田支店
草加市金明町415-1
048-941-3838

所沢支店
所沢市日吉町11-19
04-2923-2131

所沢中央支店
所沢市日吉町11-19（所沢支店内）
04-2928-3838

西川口支店
川口市西川口1-7-1
048-253-4503

蓮田支店
蓮田市東5-8-62
048-768-4111

東松山支店
東松山市箭弓町1-13-14
0493-23-5111

南浦和支店
さいたま市南区南浦和2-39-18
048-883-3451

和光支店
和光市丸山台1-10-20
048-468-7141

和光駅前支店
和光市丸山台1-10-20（和光支店内）
048-466-3611

蕨支店
川口市芝新町8-1
048-267-4811

浦和支店
さいたま市浦和区高砂1-10-21
048-829-2761

大宮支店
さいたま市大宮区大門町2-90
048-643-5261

千葉県
市川支店
市川市市川1-23-6
047-322-3531

市川駅前支店
市川市市川1-23-6（市川支店内）
047-322-3841

市川八幡支店
市川市八幡3-1-16（八幡支店内）
047-323-2125

八幡支店
市川市八幡3-1-16
047-323-1671

浦安支店
浦安市北栄1-17-11（浦安駅前支店内）
047-354-3341

浦安駅前支店
浦安市北栄1-17-11
047-352-3131

柏支店
柏市末広町4-1
04-7144-6131

柏中央支店
柏市柏1-2-5
04-7166-1101

鎌ケ谷支店
鎌ケ谷市富岡1-1-2
047-445-2451

木更津支店
木更津市東中央1-2-8
0438-25-4111

行徳支店
市川市行徳駅前2-6-3
047-396-1131

五香支店
松戸市常盤平5-22-4
047-384-3780

志津支店
佐倉市上志津1656-45
043-487-2111

新稲毛支店
千葉市美浜区高洲3-9-1
043-279-2661

新松戸支店
松戸市新松戸4-54
047-345-1321

千葉支店
千葉市中央区富士見2-3-1
043-222-0131

千葉中央支店
千葉市中央区富士見2-3-1（千葉支店内）
043-227-9261

津田沼支店
習志野市津田沼1-10-51（津田沼東支店内）
047-475-3151

津田沼東支店
習志野市津田沼1-10-51
047-475-1121

成田空港支店
成田市三里塚字御料牧場1-1
0476-32-5711

成田空港第2ビル出張所
成田市三里塚字御料牧場1-1（成田空港支店内）
0476-34-8851

船橋支店
船橋市本町3-2-3
047-422-2131

船橋駅前支店
船橋市本町3-2-3（船橋支店内）
047-422-8251

松戸支店
松戸市松戸1307-1（松戸西口支店内）
047-362-2121

松戸西口支店
松戸市松戸1307-1
047-362-2115

八千代支店
八千代市八千代台南1-2-1
047-482-2111

市川八幡支店
市川市八幡2-6-15
047-333-7111

柏支店
柏市末広町7-3
04-7145-1121

千葉支店
千葉市中央区中央3-2-1
043-224-4111

津田沼支店
習志野市津田沼1-2-1
047-478-3131

船橋支店
船橋市本町1-3-1
047-424-2705

東京都
千代田区
本店
千代田区丸の内2-7-1
03-3240-1111

丸の内支店
千代田区丸の内2-7-1（本店内）
03-3212-1551

秋葉原支店
千代田区外神田3-16-8
03-3258-3011

秋葉原駅前支店
千代田区神田平河町3-1
03-3861-7341

市ヶ谷支店
千代田区九段南4-8-20
03-3262-4111

神田支店
千代田区神田小川町2-5-1
03-3291-3811

神田駅前支店
千代田区神田鍛冶町3-6-3
03-3256-5111

麹町支店
千代田区麹町4-1（麹町中央支店内）
03-3230-3221

麹町中央支店
千代田区麹町4-1
03-3265-6261

神保町支店
千代田区神田神保町2-2
03-3263-1221

新丸の内支店
千代田区丸の内1-4-1
03-3211-2473

東京営業部
千代田区丸の内1-4-1（新丸の内支店内）
03-5252-1111

日比谷支店
千代田区丸の内3-4-2
03-3212-6411

本店
千代田区丸の内1-4-5
03-3212-1211

中央区
大伝馬町支店
中央区日本橋大伝馬町8-1
03-3661-2121

堀留支店
中央区日本橋大伝馬町8-1
（大伝馬町支店内）
03-3661-1201

京橋支店
中央区銀座1-7-3
03-3535-2311
中央区銀座1-7-3（京橋支店内）
03-3535-7050

銀座支店

銀座通支店
中央区銀座8-9-1
03-3573-3251

新富町支店
中央区新富1-18-1
03-3551-9641

築地支店
中央区築地1-10-6
03-3541-2151

月島支店
中央区勝どき2-9-15
03-3531-0211

日本橋支店
中央区日本橋本石町1-3-2
03-3272-5151

室町支店
中央区日本橋本石町1-3-2
（日本橋支店内）
03-3241-1251

日本橋中央支店
中央区日本橋1-7-17
03-3272-3011

八重洲通支店
中央区京橋1-18-1
03-3567-6161

日本橋支店
中央区日本橋3-3-9
03-3271-1481

港区
青山支店
港区北青山3-6-1
03-3409-3211

表参道支店
港区北青山3-6-1（青山支店内）
03-3499-0871

原宿支店
港区北青山3-6-1（青山支店内）
03-3409-7080

青山通支店
港区南青山1-1-1
03-3475-1211

赤坂支店
港区赤坂3-2-6
03-3585-6131

赤坂見附支店
港区赤坂3-2-6（赤坂支店内）
03-3505-4611

麻布支店
港区麻布十番1-10-3
03-3586-3811

品川駅前支店
港区港南2-16-2
03-6716-1001

新橋支店
港区新橋2-12-11
03-3502-4324

新橋駅前支店
港区新橋2-12-11（新橋支店内）
03-3502-1524

浜松町支店
港区新橋2-12-11（新橋支店内）
03-3502-7151

三田支店
港区芝5-33-1（田町支店内）
03-3453-3371

虎ノ門支店
港区虎ノ門1-4-2（虎ノ門中央支店内）
03-3580-6411

虎ノ門中央支店
港区虎ノ門1-4-2
03-3591-3331

広尾支店
港区南麻布4-1-1
03-3442-8111

六本木支店
港区六本木4-9-7
03-3408-8111

新宿区
飯田橋支店
新宿区神楽坂3-7（神楽坂支店内）
03-3268-4131

神楽坂支店
新宿区神楽坂3-7
03-3260-8251

大久保支店
新宿区北新宿1-1-19
03-3371-7146

新宿支店
新宿区新宿3-30-18（新宿通支店内）
03-3341-9181

新宿通支店
新宿区新宿3-30-18
03-3352-4111

新宿新都心支店
新宿区西新宿1-6-1
03-3342-3251

西新宿支店
新宿区西新宿1-6-1（新宿新都心支店内）
03-3346-2731

新宿中央支店
新宿区西新宿1-8-1
03-3342-6511

新宿西支店
新宿区西新宿1-8-1（新宿中央支店内）
03-3346-1233

高田馬場支店
新宿区高田馬場3-2-3
03-3360-0331

高田馬場駅前支店
新宿区高田馬場3-2-3（高田馬場支店内）
03-3360-0399

東京女子医大出張所
新宿区河田町8-1
03-3353-8301

東京都庁第二本庁舎出張所
新宿区西新宿2-8-1
03-5320-7575

四谷支店
新宿区四谷3-2-1
03-3353-0171

四谷三丁目支店
新宿区四谷3-2-1（四谷支店内）
03-3357-1511

新宿支店
新宿区西新宿1-17-1
03-3342-6401

文京区
江戸川橋支店
文京区関口1-48-13
03-3260-8111

春日町支店
文京区小石川1-1-19
03-3814-7311

千駄木支店
文京区千駄木3-35-12
03-3824-2781

本郷支店
文京区本郷3-33-5
03-3813-5211

茗荷谷出張所
文京区本郷3-33-5（本郷支店内）
03-3813-1653

台東区
浅草支店
台東区浅草1-4-2
03-3843-7151

雷門支店
台東区浅草1-4-2（浅草支店内）
03-3841-8241

浅草橋支店
台東区柳橋1-23-6
03-3851-5101

上野支店
台東区東上野1-14-4
03-3831-8135

上野中央支店
台東区上野6-1-14
03-3831-1211

上野支店
台東区上野3-23-6
03-3831-0116

墨田区
押上支店
墨田区業平3-14-5
03-3622-2171

押上駅前支店
墨田区業平3-14-5（押上支店内）
03-3622-3191

錦糸町支店
墨田区江東橋4-11-1
03-3634-2471

錦糸町駅前支店
墨田区江東橋4-11-1（錦糸町支店内）
03-3631-3041

本所支店
墨田区両国4-30-12（本所中央支店内）
03-3631-5101

本所中央支店
墨田区両国4-30-12
03-3631-1111

向島支店
墨田区東向島2-37-8
03-3611-5171

江東区
亀戸支店
江東区亀戸5-15-7（亀戸北口支店内）
03-3681-2161

亀戸北口支店
江東区亀戸5-15-7
03-3683-3141

木場深川支店
江東区東陽4-2-14
03-3649-5111

深川支店
江東区門前仲町2-5-1
03-3641-8301

門前仲町支店
江東区門前仲町2-5-1（深川支店内）
03-3641-5141

品川区
荏原支店
品川区東中延1-9-12
03-3783-9311

大井支店
品川区大井1-6-8
03-3774-1511

大井町支店
品川区大井1-6-8（大井支店内）
03-3774-0799

五反田支店
品川区西五反田2-19-3
03-3492-7151

五反田駅前支店
品川区西五反田2-19-3（五反田支店内）
03-3492-9461

小山支店
品川区小山3-2-11
03-5722-8141

白金支店
品川区上大崎3-1-1（目黒駅前支店内）
03-3491-0309

目黒支店
品川区上大崎3-1-1（目黒駅前支店内）
03-5496-3811
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目黒駅前支店
品川区上大崎3-1-1
03-3491-4556
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中央区銀座4-6-1
03-3563-5101

港区芝5-33-1
03-3454-0451

三菱

京橋中央支店

田町支店

五反田支店
品川区西五反田1-2-10
03-3492-1411

目黒区
学芸大学駅前支店
目黒区鷹番2-19-24
03-5721-6751

自由が丘支店
目黒区自由が丘1-30-3
（自由が丘駅前支店内）
03-5729-3811

自由が丘駅前支店
目黒区自由が丘1-30-3
03-3718-2131

都立大学駅北支店
目黒区柿の木坂1-30-8
（都立大学駅前支店内）
03-5729-3801

都立大学駅前支店
目黒区柿の木坂1-30-8
03-3718-5181

中目黒支店
目黒区上目黒2-1-2（中目黒駅前支店内）
03-3760-4001

中目黒駅前支店
目黒区上目黒2-1-2
03-3719-0211

祐天寺支店
目黒区祐天寺2-9-1
03-3714-0131

自由が丘支店
目黒区自由が丘2-10-22
03-3718-5111

大田区
池上支店
大田区池上4-32-11
03-3751-2145

大森支店
大田区山王2-3-10
03-3771-0161

大森駅前支店
大田区山王2-3-10（大森支店内）
03-3762-6311

蒲田支店
大田区蒲田5-12-6
03-3732-2231

蒲田駅前支店
大田区蒲田5-12-6（蒲田支店内）
03-3738-1191

田園調布駅前支店
大田区田園調布3-25-15
03-3722-8211

長原支店
大田区上池台1-9-1
03-3720-0171

羽田支店
大田区北糀谷1-12-5
03-3741-1115
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世田谷区

中野区

尾山台支店

中野支店

世田谷区等々力4-12-1
03-3704-3811

烏山支店
世田谷区南烏山4-11-3
03-3307-3111

経堂支店
世田谷区宮坂3-1-42
03-5477-5751

駒沢大学駅前支店

三菱

世田谷区駒沢1-4-15
03-5430-7311

三軒茶屋支店
世田谷区三軒茶屋2-11-17（世田谷支店内）
03-3413-7211
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世田谷支店
世田谷区三軒茶屋2-11-17
03-3411-0181

下北沢支店
世田谷区北沢1-39-9
03-5453-0931

成城支店
世田谷区成城6-15-1
03-3482-4311

成城学園前支店
世田谷区成城6-15-1（成城支店内）
03-3484-3841

世田谷上町支店
世田谷区世田谷2-1-7
03-3426-7311

玉川支店
世田谷区玉川2-24-5
03-3700-7131

二子玉川支店
世田谷区玉川2-24-5（玉川支店内）
03-3708-3901

東松原支店
世田谷区松原5-28-18
03-3323-0411

用賀出張所
世田谷区用賀4-11-10
03-3708-3800

成城支店
世田谷区成城6-14-8
03-3482-0711

渋谷区
恵比寿支店
渋谷区恵比寿西1-8-6
03-3463-3211

東恵比寿支店
渋谷区恵比寿西1-8-6（恵比寿支店内）
03-3463-1220

笹塚支店
渋谷区笹塚1-55-2
03-3376-5141

渋谷支店
渋谷区道玄坂1-3-2
03-3463-1811

渋谷中央支店
渋谷区神南1-23-10
03-3463-2121

渋谷明治通支店
渋谷区渋谷1-15-21
03-3407-9733

代々木上原支店
渋谷区西原3-8-5
03-3467-2321

渋谷支店
渋谷区渋谷2-19-12
03-3400-3131

中野区本町4-30-24
03-3384-5221

中野駅前支店
中野区中野2-30-9
03-3383-0171

中野駅南口支店
中野区中野2-30-9（中野駅前支店内）
03-5340-0761

野方支店
中野区野方5-30-18
03-3330-1131

東中野支店
中野区東中野4-4-11
03-3371-8101

中野支店
中野区中野3-36-16
03-3383-2711

杉並区
阿佐ヶ谷支店
杉並区阿佐谷北1-5-3
03-3338-1141

阿佐ケ谷駅前支店
杉並区阿佐谷北1-5-3（阿佐ヶ谷支店内）
03-3392-7131

永福町支店
杉並区和泉3-5-1
03-3323-2211

永福町駅前支店
杉並区和泉3-5-1（永福町支店内）
03-5300-2001

荻窪支店
杉並区荻窪5-28-9
03-3393-5111

荻窪駅前支店
杉並区荻窪5-28-9（荻窪支店内）
03-3398-3011

上北沢支店
杉並区下高井戸1-41-7
03-3303-3211

久我山支店
杉並区久我山5-7-17
03-3333-1511

久我山駅前支店
杉並区久我山5-7-17（久我山支店内）
03-5370-3101

高円寺支店
杉並区高円寺北2-7-4
03-3337-1101

西荻窪支店
杉並区西荻北2-3-7（西荻窪駅前支店内）
03-3399-1121

西荻窪駅前支店
杉並区西荻北2-3-7
03-3390-3121

浜田山出張所
杉並区浜田山3-23-1
03-3306-1311

豊島区
池袋支店
豊島区東池袋1-5-6
03-3984-2131

池袋西口支店
豊島区西池袋1-22-8（西池袋支店内）
03-5992-3811

西池袋支店
豊島区西池袋1-22-8
03-3986-5111

池袋東口支店
豊島区南池袋2-28-10
03-3984-7311

大塚支店
豊島区南大塚3-53-11
03-3983-9121
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巣鴨支店
豊島区南大塚3-53-11（大塚支店内）
03-3983-0150

駒込支店
豊島区駒込2-3-1
03-3910-1111

東長崎支店
豊島区南長崎5-28-8
03-3951-5421

目白支店
豊島区目白3-13-6（目白駅前支店内）
03-5996-3811

目白駅前支店
豊島区目白3-13-6
03-3565-2001

池袋支店
豊島区西池袋1-14-2
03-3984-8211

北区
赤羽支店
北区赤羽1-9-6（赤羽駅前支店内）
03-3598-3801

赤羽駅前支店
北区赤羽1-9-6
03-3901-5121

王子支店
北区王子1-10-18
03-3911-3921

王子駅前支店
北区王子1-10-18（王子支店内）
03-3914-3811

滝野川支店
北区滝野川6-1-1
03-3916-3511

荒川区
日暮里支店
荒川区東日暮里3-46-7
03-3891-4135

三河島支店
荒川区東日暮里3-46-7（日暮里支店内）
03-3891-8151

板橋区
板橋支店
板橋区板橋4-11-1（新板橋支店内）
03-5248-3001

新板橋支店
板橋区板橋4-11-1
03-3961-1631

大山支店
板橋区大山町24-3
03-3956-1101

大山駅前支店
板橋区大山町24-3（大山支店内）
03-3958-2311

志村支店
板橋区小豆沢2-18-7
03-3966-4181

志村坂上支店
板橋区小豆沢2-18-7（志村支店内）
03-3960-3191

下赤塚支店
板橋区赤塚新町1-20-6
03-3931-3161

下赤塚駅前支店
板橋区赤塚新町1-20-6（下赤塚支店内）
03-3931-0610

高島平支店
板橋区高島平8-4-4
03-3937-3011

帝京大病院出張所
板橋区加賀2-11-1
03-3579-6391

練馬区
江古田支店
練馬区旭丘1-74-7
03-3953-4111

大泉支店
練馬区東大泉4-2-12
03-3925-3011

大泉学園支店
練馬区東大泉4-2-12（大泉支店内）
03-5387-1801

上石神井支店
練馬区上石神井1-13-16
03-3920-3333

石神井公園支店
練馬区石神井町4-1-12
03-3904-5321

練馬支店
練馬区豊玉上2-27-18
03-3994-5711

練馬駅前支店
練馬区豊玉上2-27-18（練馬支店内）
03-5984-5111

練馬光が丘支店
練馬区光が丘5-1-1
03-3976-3101

練馬平和台支店
練馬区早宮2-17-33
03-5399-3271

保谷支店
練馬区南大泉3-31-23
03-3924-7111

コンサルデスク大泉
（池袋支店大泉出張所）
練馬区東大泉4-2-12
03-3978-5481

足立区
千住支店
足立区千住2-5-3
03-3881-0131

千住中央支店
足立区梅田2-1-15
03-3887-3121

竹ノ塚支店
足立区竹の塚1-41-1-101
03-3884-4111

千住支店
足立区千住3-32
03-3888-6411

葛飾区
葛飾支店
葛飾区立石1-16-15
03-3697-6161

金町支店
葛飾区東金町1-12-2
03-3608-9041

亀有支店
葛飾区亀有3-23-1
03-3601-4151

亀有駅前支店
葛飾区亀有3-23-1（亀有支店内）
03-3601-3431

新小岩支店
葛飾区新小岩1-43-6
03-3651-5166

江戸川区
葛西支店
江戸川区中葛西5-42-8
03-3686-3211

小岩支店
江戸川区西小岩1-23-14
03-3658-2151

小松川支店
江戸川区松江1-1-1
03-3652-7131

西葛西支店
江戸川区西葛西6-15-1
03-3680-2101

船堀支店
江戸川区船堀2-23-18
03-5605-7831

船堀駅前支店
江戸川区船堀2-23-18（船堀支店内）
03-3675-3841

瑞江支店
江戸川区東瑞江1-26-15
03-3698-1131

昭島支店
昭島市昭和町5-9-1
042-542-1601
武蔵野市吉祥寺本町1-15-2
0422-22-3731

吉祥寺駅前支店
武蔵野市吉祥寺本町1-15-2
（吉祥寺支店内）
0422-22-5105

国立支店
国立市北1-5-14
042-576-8211

国立駅前支店
国立市北1-5-14（国立支店内）
042-577-3011

久米川支店
東村山市栄町2-9-14
042-395-9111

小金井支店
小金井市本町2-6-3
042-383-2111

国分寺支店
国分寺市本町3-10-20
042-321-0345

国分寺駅前支店
国分寺市本町3-10-20（国分寺支店内）
042-321-2111

聖蹟桜ヶ丘支店
多摩市一ノ宮2-11-2（多摩支店内）
042-376-3001

多摩支店
多摩市一ノ宮2-11-2
042-374-1411

仙川支店
調布市仙川町1-18-37
03-5313-4111

鷹の台出張所
小平市たかの台31-12
042-345-3511

立川支店
立川市曙町2-13-3
042-524-4121

立川中央支店
立川市曙町2-13-3（立川支店内）
042-521-3801

田無支店
西東京市田無町2-11-1
042-466-5531

田無駅前支店
西東京市田無町2-11-1（田無支店内）
042-465-3211

多摩センター支店
多摩市落合1-35
042-372-1311

調布支店
調布市小島町2-51-11
042-481-5241

調布南支店
調布市小島町2-51-11（調布支店内）
042-487-7111

成瀬支店
町田市南成瀬1-2-2
042-720-5111

八王子支店
八王子市旭町9-1
042-642-3401

八王子中央支店
八王子市八日町9-5
042-622-6271

日野市役所支店
日野市神明1-13-3
042-584-2311

日野豊田支店
日野市多摩平1-2-15
042-587-9111

府中支店
府中市宮西町1-6-1
042-364-8181

府中駅前支店
府中市宮西町1-6-1（府中支店内）
042-363-3051

福生支店
福生市本町142-1
042-552-2711

町田支店
町田市原町田6-11-19
042-722-5033

町田駅前支店
町田市原町田6-11-19（町田支店内）
042-723-3811

三鷹支店
三鷹市下連雀3-26-12
0422-47-3101

三鷹中央支店
三鷹市下連雀3-26-12（三鷹支店内）
0422-42-3811

武蔵境支店
武蔵野市境南町2-2-3
0422-32-5121

武蔵境駅前支店
武蔵野市境南町2-2-3（武蔵境支店内）
0422-32-7050

吉祥寺支店
武蔵野市吉祥寺本町1-17-3
0422-22-1711

立川支店
立川市曙町2-39-3
042-524-1481

町田支店
町田市原町田6-1-6
042-728-1211

大船支店
鎌倉市大船1-26-29
0467-44-3131

金沢文庫支店
横浜市金沢区釜利谷東2-1-2
045-783-0211

金沢文庫駅前支店
横浜市金沢区釜利谷東2-1-2
（金沢文庫支店内）
045-785-1711

鎌倉支店
鎌倉市小町1-5-4
0467-22-2390

上大岡支店
横浜市港南区上大岡西2-9-1
045-841-2111

上永谷支店
横浜市港南区丸山台1-13-7
045-842-9771

川崎支店
川崎市川崎区砂子2-4-13
044-200-1032

川崎駅前支店
川崎市川崎区砂子2-4-13（川崎支店内）
044-244-8311

港南台支店
横浜市港南区港南台4-2-1
045-832-5661

港北ニュータウン支店
横浜市都筑区茅ケ崎中央5-1
045-941-1511

相模大野支店
相模原市南区相模大野3-17-1
042-745-1311

相模大野駅前支店
相模原市南区相模大野3-17-1
（相模大野支店内）
042-740-3571

相模原支店
相模原市中央区相模原3-1-18
042-753-1305

相模原中央支店
相模原市中央区相模原3-1-18
（相模原支店内）
042-754-3511

鷺沼支店
川崎市宮前区小台1-18-5
044-854-4111

湘南台支店
藤沢市湘南台1-4-2
0466-43-9521

新百合ヶ丘支店
川崎市麻生区上麻生1-20-1
044-952-1220

新横浜支店

神奈川県
青葉台支店
横浜市青葉区青葉台1-6-12
（青葉台駅前支店内）
045-982-3011

青葉台駅前支店
横浜市青葉区青葉台1-6-12
045-985-0131

厚木支店
厚木市中町2-10-10（本厚木支店内）
046-222-2235

本厚木支店
厚木市中町2-10-10
046-223-1821

海老名支店
海老名市中央1-3-7
046-231-6211

大倉山支店
横浜市港北区大倉山1-17-8
045-544-1011

横浜市港北区新横浜3-7-17
045-476-0461

逗子支店
逗子市逗子2-6-34
046-871-5511

たまプラーザ支店
横浜市青葉区美しが丘1-6-1
045-901-1331

茅ヶ崎支店
茅ヶ崎市新栄町9-3
0467-85-2531

綱島支店
横浜市港北区綱島東1-3-3
045-543-3811

鶴見支店
横浜市鶴見区鶴見中央1-3-17
045-501-6531

鶴見駅前支店
横浜市鶴見区鶴見中央1-3-17
（鶴見支店内）
045-501-1181

戸塚支店
横浜市戸塚区戸塚町16-11
045-881-7451

戸塚駅前支店
横浜市戸塚区戸塚町16-11（戸塚支店内）
045-881-8521

中山支店
横浜市緑区寺山町89-2
045-932-3341

横浜中山支店
横浜市緑区寺山町89-2（中山支店内）
045-933-2541

登戸支店
川崎市多摩区登戸2577-3
044-922-2131

U
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橋本支店
相模原市緑区橋本3-25-1
042-779-3990

フィナンシャル・グループ ━ 国内ネットワーク

吉祥寺支店

町田市能ヶ谷1-6-11
042-735-7691

三菱

東京23区外

鶴川支店

東戸塚支店
横浜市戸塚区品濃町549-2
045-826-1331

日吉駅前支店
横浜市港北区日吉本町1-1-6
045-562-8765

平塚支店
平塚市宝町3-1（平塚駅前支店内）
0463-22-2521

平塚駅前支店
平塚市宝町3-1
0463-21-6200

藤沢支店
藤沢市藤沢113-1
0466-23-2511

南藤沢支店
藤沢市藤沢113-1（藤沢支店内）
0466-25-6811

二俣川支店
横浜市旭区二俣川1-6-31
045-363-2111

宮崎台支店
川崎市宮前区宮崎1-8-21
044-861-1611

武蔵小杉支店
川崎市中原区小杉町1-403
（武蔵小杉駅前支店内）
044-733-4171

武蔵小杉駅前支店
川崎市中原区小杉町1-403
044-733-9565

武蔵新城支店
川崎市中原区上新城2-14-1
（武蔵新城駅前支店内）
044-751-1121

武蔵新城駅前支店
川崎市中原区上新城2-14-1
044-755-6641

元住吉支店
川崎市中原区木月1-36-6
044-411-6171

大和支店
大和市大和南1-2-15
046-261-9631

横須賀支店
横須賀市大滝町1-23
046-826-1311

横浜支店
横浜市中区本町3-27-1
045-201-2511

横浜中央支店
横浜市中区本町3-27-1（横浜支店内）
045-662-3811

横浜駅前支店
横浜市西区北幸1-11-20
045-311-1751

横浜西口支店
横浜市西区北幸1-11-20（横浜駅前支店内）
045-311-3101
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横浜白楽支店
横浜市神奈川区六角橋1-11-7
045-432-1151

横浜藤が丘支店
横浜市青葉区藤が丘1-16-20
045-971-2201

青葉台支店
横浜市青葉区青葉台2-9-11
045-982-0011

上大岡支店
横浜市港南区上大岡西1-6-1
045-845-0621

三菱
U
F
J

川崎支店
川崎市川崎区砂子2-4-13
044-244-8541

平塚支店

フィナンシャル・グループ ━ 国内ネットワーク

平塚市宝町2-1
0463-21-7095

藤沢支店
藤沢市南藤沢20-3
0466-26-5911

横浜駅西口支店
横浜市西区南幸1-3-1
045-311-6981

新潟県
新潟支店
新潟市中央区西堀前通七番町914
025-223-5161

石川県
金沢支店
金沢市香林坊2-3-25
076-221-4181

金沢中央支店
金沢市香林坊2-3-25（金沢支店内）
076-221-3121

岐阜県
大垣支店
大垣市郭町1-8
0584-78-2105

岐阜支店
岐阜市神田町9-19
058-265-3211

多治見支店
多治見市本町1-2
0572-22-3211

中津川支店
中津川市太田町2-6-30
0573-66-1011

静岡県
磐田支店
磐田市今之浦3-1-9
0538-37-3751

静岡支店
静岡市葵区御幸町8
054-252-6131

静岡中央支店
静岡市葵区御幸町8（静岡支店内）
054-252-0151

清水支店
静岡市清水区相生町7-16
054-352-2131

沼津支店
沼津市大手町4-4-1
055-963-5141

浜松支店
浜松市中区伝馬町311-14
053-452-5141

三島支店
三島市中央町1-36
055-975-3266

静岡支店
静岡市葵区紺屋町6-11
054-253-3111

浜松支店
浜松市中区旭町10-8
053-454-5311

長野県
長野支店
長野市南千歳1-19-4
026-223-2121

愛知県
名古屋市内
名古屋営業部
名古屋市中区錦3-21-24
052-211-1111

名古屋中央支店
名古屋市中区錦3-21-24
（名古屋営業部内）
052-241-1111

愛知県庁出張所
名古屋市中区三の丸3-1-2
052-962-6521

熱田支店
名古屋市中区金山1-14-18（金山支店内）
052-323-2601

金山支店
名古屋市中区金山1-14-18
052-331-8411

新瑞橋支店
名古屋市瑞穂区瑞穂通8-10
052-851-3551

有松出張所
名古屋市緑区鳴海町字本町18-3
（鳴海支店内）
052-624-5111

鳴海支店
名古屋市緑区鳴海町字本町18-3
052-623-3131

石川橋支店
名古屋市昭和区檀溪通5-25
052-833-8181

猪子石支店
名古屋市千種区千代が丘5-40
052-774-7621

今池支店
名古屋市千種区今池1-9-10
052-731-6151

植田支店
名古屋市天白区植田3-1101
052-802-7511

内田橋支店
名古屋市南区内田橋1-2-11
052-691-7131

大曽根支店
名古屋市北区大曽根2-4-4
052-981-5531

大津町支店
名古屋市中区錦3-4-6
052-961-5251

小田井支店
名古屋市西区上小田井2-357
052-501-6111

尾頭橋支店
名古屋市中川区尾頭橋2-1-2
052-331-6461

覚王山支店
名古屋市千種区覚王山通9-13
052-751-6136

笠寺支店
名古屋市南区前浜通3-9
052-822-2111

上飯田支店
名古屋市北区織部町1-5
052-981-8571

上前津支店
名古屋市中区大須3-45-21
052-262-3331

黒川支店
名古屋市北区田幡2-13-11
052-911-4451

栄町支店
名古屋市中区栄3-4-5
052-262-6211

笹島支店
名古屋市中村区名駅3-28-12
（名古屋駅前支店内）
052-582-9111

新名古屋駅前支店
名古屋市中村区名駅3-28-12
（名古屋駅前支店内）
052-541-8431

名古屋駅前支店
名古屋市中村区名駅3-28-12
052-563-8551

柴田支店
名古屋市南区柴田本通3-10
052-611-5351

浄心支店
名古屋市西区浄心1-1-1
052-531-5381

汁谷出張所
名古屋市千種区千代田橋2-1-1
052-722-2021

高畑支店
名古屋市中川区高畑1-203
052-363-3211

滝子支店
名古屋市昭和区広見町1-5
052-871-6111

鶴舞支店
名古屋市中区千代田2-15-14
052-251-5251

徳重支店
名古屋市緑区鳴海町字徳重18-41
052-878-7775

土古支店
名古屋市港区土古町1-24
052-383-1211

中村支店
名古屋市中村区太閤通4-29
052-481-2121

中村公園前支店
名古屋市中村区鳥居西通1-55
052-411-6231

名古屋港支店
名古屋市港区名港1-17-11
052-653-2111

名古屋市役所出張所
名古屋市中区三の丸3-1-1
052-962-5961

鳴子支店
名古屋市天白区久方3-20
052-803-3311

野並支店
名古屋市天白区野並2-444
052-896-8811

東支店
名古屋市東区徳川1-15-30
052-935-9321

平針支店
名古屋市天白区平針2-1909
052-802-8221

藤ヶ丘支店
名古屋市名東区藤が丘139
052-773-2111

星ヶ丘支店
名古屋市千種区星が丘元町14-25
052-781-6326
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堀田支店
名古屋市瑞穂区堀田通8-27
052-871-9131

本山支店
名古屋市千種区末盛通5-14-1
052-764-2321

守山支店
名古屋市守山区東山町12-23
052-791-5111

八事支店
名古屋市天白区八事天道318
052-831-8181

柳橋支店
名古屋市中村区名駅南1-16-30
052-582-8211

六番町支店
名古屋市熱田区六番2-1-23
052-652-7271

名古屋支店
名古屋市中区新栄町1-1
052-951-4711

名駅支店
名古屋市中村区名駅3-28-12
052-581-6811

名古屋市外
渥美出張所
田原市古田町岡ノ越6-4
0531-33-1181

安城支店
安城市御幸本町6-1
0566-76-3131

一宮支店
一宮市本町3-11-1
0586-73-9151

一宮東支店
一宮市両郷町1-20-2
0586-71-2141

稲沢支店
稲沢市松下1-6-1
0587-21-2611

犬山支店
犬山市大字犬山字東古券313-6
0568-61-5211

岩倉支店
岩倉市下本町流9-1
0587-37-1211

大府支店
大府市中央町3-59
0562-46-1221

岡崎支店
岡崎市本町通1-7
0564-21-7111

岡崎駅前支店
岡崎市羽根町字東ノ郷38-1
0564-51-0641

尾張旭支店
尾張旭市東大道町山の内2410-1
0561-53-3811

尾張新川支店
清須市土器野149-1
052-400-3711

春日井支店
春日井市鳥居松町5-83
0568-81-5151

勝川支店
春日井市八光町1-14
0568-31-2141

蟹江支店
海部郡蟹江町城4-562
0567-95-2141

蒲郡支店
蒲郡市元町17-3
0533-69-1311

刈谷支店
刈谷市銀座4-29
0566-21-3011

木曽川支店
一宮市木曽川町内割田字寺前11-1
0586-87-2231

北岡崎支店
岡崎市井ノ口新町6-15
0564-23-7751
豊川市新栄町2-51-1
0533-87-3151

高蔵寺支店

江南支店
江南市古知野町朝日46
0587-56-4171

小牧支店
小牧市小牧4-210
0568-77-2161

甚目寺出張所
あま市甚目寺山之浦104-1
052-443-3111

新城支店
新城市字西新町64
0536-22-2131

瀬戸支店
瀬戸市幸町33-1
0561-82-5111

祖父江支店
稲沢市祖父江町森上本郷九29-34
0587-97-2211

高浜支店
高浜市沢渡町4-1-13
0566-53-1221

田口特別出張所
北設楽郡設楽町田口字細田10-2
0536-62-0550

武豊支店
知多郡武豊町字長尾山27
0569-72-1211

田原支店
田原市田原町萱町2
0531-22-1231

知多支店
知多市新知字椿83
0562-56-0021

中部国際空港出張所
常滑市セントレア1-1
0569-38-1177

知立支店
知立市本町中通2
0566-81-1181

津島支店
津島市藤浪町1-17-2
0567-26-3101

東海支店
東海市横須賀町四ノ割36
0562-32-1221

常滑支店
常滑市栄町1-1
0569-35-2810

豊明支店
豊明市前後町善江1737
0562-97-1331

豊川支店
豊川市豊川栄町18
0533-86-2141

豊田支店
豊田市喜多町2-101
0565-31-1651

豊田南支店
豊田市山之手8-92
0565-28-2511

豊橋支店
豊橋市駅前大通3-63
0532-54-5151

豊橋市役所出張所
豊橋市今橋町1
0532-53-4418

豊橋南出張所
豊橋市向草間町字北新切13-1
0532-48-3511

西尾支店
西尾市永楽町3-52
0563-56-2181

西春支店
北名古屋市西春駅前2-1
0568-22-5121

日進支店
日進市栄2-1506
0561-72-5311

半田支店
半田市広小路町155-3
0569-21-2511

東刈谷出張所
刈谷市末広町2-1-2
0566-28-5300

尾西支店
一宮市東五城字備前8-1
0586-62-7221

枇杷島支店
清須市西枇杷島町住吉2
052-502-8811

碧南支店
碧南市栄町3-10
0566-41-2501

三好支店
みよし市三好町中島14
0561-34-5151

三好ヶ丘出張所
みよし市三好町中島14（三好支店内）
0561-34-5151

弥富支店
弥富市鯏浦町南前新田55
0567-67-0141

三重県
伊勢支店
伊勢市本町13-3
0596-25-4121

大山田出張所
桑名市有楽町36（桑名支店内）
0594-23-3945

桑名支店
桑名市有楽町36
0594-22-3411

津支店
津市東丸之内21-10
059-227-3171

松阪支店
松阪市京町508-2
0598-23-1122

四日市支店
四日市市諏訪町8-17
059-353-6251

四日市中央支店
四日市市諏訪町8-17（四日市支店内）
059-352-4121

滋賀県
草津支店
草津市大路1-14-6
077-563-8811

京都府
宇治大久保支店
宇治市広野町茶屋裏18-1
0774-44-5311

京都支店
京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町10
（京都中央支店内）
075-211-1110

京都中央支店
京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町10
075-221-7161

京都駅前支店
京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町614
075-371-2171

京都市役所出張所
京都市中京区寺町通御池上ル上本能寺前町488
075-222-0169

西院支店
京都市右京区西院高山寺町9
075-311-5361

西七条支店
京都市右京区西院高山寺町9（西院支店内）
075-313-5106

聖護院支店
京都市左京区聖護院山王町23-1
075-771-6031

出町支店
京都市上京区出町通今出川上ル青竜町257
075-231-2345

東寺支店
京都市南区西九条比永城町74
075-691-3141

西陣支店
京都市上京区千本通今出川下ル南辻町364-1
075-431-2131

東向日町支店
向日市寺戸町小佃15-3
075-921-8181

伏見支店
京都市伏見区風呂屋町276
075-611-3101

洛西出張所
京都市西京区大原野東境谷町2-5-4
075-331-1331

京都支店
京都市下京区四条通高倉東入立売中之町85
075-211-7161

大阪府
大阪市内
大阪営業部
大阪市北区堂島浜1-1-5
06-6206-8111

大阪中央支店
大阪市北区堂島浜1-1-5（大阪営業部内）
06-6209-7501

あびこ支店
大阪市住吉区苅田7-12-32
06-6607-3811

阿倍野橋支店
大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-10
06-6632-1105

阿倍野橋西支店
大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-10
（阿倍野橋支店内）
06-6647-9111

淡路支店
大阪市東淀川区淡路4-4-15
06-6322-4891

生野支店
大阪市生野区勝山南4-16-3
06-6712-3801

今里支店
大阪市東成区大今里3-15-18
06-6971-7731

今里北支店
大阪市東成区大今里3-15-18（今里支店内）
06-6971-3251

上本町支店
大阪市中央区東平2-4-7
06-6762-0280

上六支店
大阪市中央区東平2-4-7（上本町支店内）
06-6762-5631

U
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上町支店
大阪市中央区谷町2-6-5（谷町支店内）
06-6941-0370

フィナンシャル・グループ ━ 国内ネットワーク

春日井市中央台1-2-2
0568-91-7211

豊田市西町3-60
0565-35-4536

三菱

国府支店

豊田市役所出張所

谷町支店
大阪市中央区谷町2-6-5
06-6941-5155

歌島橋支店
大阪市西淀川区千舟1-1-21
06-6472-1121

梅田支店
大阪市北区角田町8-47
06-6313-1222

梅田新道支店
大阪市北区曽根崎1-1-2
06-6364-1127

梅田中央支店
大阪市北区梅田1-8-17
06-6345-2251

大阪駅前支店
大阪市北区梅田1-8-17（梅田中央支店内）
06-6345-0451

大阪恵美須支店
大阪市浪速区日本橋5-13-6
06-6632-2111

大阪京橋支店
大阪市都島区東野田町2-4-13
（京阪京橋支店内）
06-6353-2201

京阪京橋支店
大阪市都島区東野田町2-4-13
06-6881-0561

大阪西支店
大阪市西区西本町2-3-10
06-6531-7051

信濃橋支店
大阪市西区西本町2-3-10（大阪西支店内）
06-6532-5572

大阪ポートタウン支店
大阪市住之江区南港中2-1-99
06-6612-5511

上新庄支店
大阪市東淀川区大隅1-6-12
06-6328-3841

瓦町支店
大阪市中央区瓦町2-1-1
06-6203-6293

北畠支店
大阪市住吉区万代2-1-1
06-6673-1001

九条支店
大阪市西区九条2-4-3
06-6581-8451

四貫島支店
大阪市此花区四貫島2-1-2
06-6468-1301

十三支店
大阪市淀川区十三本町1-5-13
06-6309-3017

城東支店
大阪市城東区今福西3-1-34
06-6932-1135
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新大阪支店
大阪市淀川区宮原4-1-14
（新大阪北支店内）
06-6399-4831

新大阪北支店
大阪市淀川区宮原4-1-14
06-6399-0861

新大阪駅前支店
大阪市淀川区宮原4-1-14
（新大阪北支店内）
06-6399-4755

心斎橋支店

三菱

大阪市中央区西心斎橋2-1-3
（西心斎橋支店内）
06-6212-4384

西心斎橋支店

フィナンシャル・グループ ━ 国内ネットワーク
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大阪市中央区西心斎橋2-1-3
06-6211-8931

船場支店
大阪市中央区久太郎町2-1-30
（船場中央支店内）
06-6262-0007

船場中央支店
大阪市中央区久太郎町2-1-30
06-6261-0071

大正橋支店
大阪市大正区泉尾1-3-1
06-6551-2351

玉造支店
大阪市天王寺区玉造元町2-28
06-6764-0301

玉出支店
大阪市西成区玉出西2-1-1
06-6659-3041

萩ノ茶屋支店
大阪市西成区玉出西2-1-1（玉出支店内）
06-6659-0301

築港支店
大阪市港区市岡2-11-21
06-6573-5551

中央市場支店
大阪市福島区野田1-1-86
06-6469-7330

塚本支店
大阪市淀川区塚本2-25-12
06-6301-2255

鶴橋支店
大阪市東成区東小橋3-10-26
06-6974-6111

寺田町支店
大阪市阿倍野区天王寺町北2-1-1
06-6719-1471

天神橋支店
大阪市北区東天満2-6-5（天満支店内）
06-6351-1236

天満支店
大阪市北区東天満2-6-5
06-6352-1231

天六支店
大阪市北区天神橋6-7-5
06-6351-7651

堂島支店
大阪市北区曽根崎新地2-2-16
06-6341-5155

中之島支店
大阪市北区中之島2-3-18
06-6203-5233

難波支店
大阪市中央区難波千日前12-26
（難波駅前支店内）
06-6643-3015

難波駅前支店
大阪市中央区難波千日前12-26
06-6641-4771

日本一支店
大阪市中央区難波千日前12-26
（難波駅前支店内）
06-6643-0216
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野田支店
大阪市福島区吉野3-27-19
06-6461-5351

放出支店
大阪市鶴見区放出東3-21-40-105
06-6968-1811

針中野支店
大阪市東住吉区駒川5-23-16
06-6696-5531

阪急梅田北支店
大阪市北区芝田1-1-3
06-6372-7101

平野南口支店
大阪市平野区流町3-20-7
06-6709-3101

都島支店
大阪市都島区都島北通1-1-22
06-6922-3181

森小路支店
大阪市旭区千林2-15-25
06-6952-3151

阿倍野支店
大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-36
06-6649-2601

梅田支店
大阪市北区小松原町2-4
06-6313-2581

大阪支店
大阪市中央区伏見町3-6-3
06-6222-3111

難波支店
大阪市中央区難波3-7-16
06-6632-3621

大阪市外
天美出張所
松原市天美南3-15-58
072-333-0031

池田支店
池田市栄町10-7
072-751-4081

和泉支店
和泉市府中町1-2-24
0725-43-3881

泉ケ丘支店
堺市南区茶山台1-3-1
072-293-2772

泉佐野支店
泉佐野市若宮町6-2
072-462-3401

茨木支店
茨木市双葉町13-23
072-638-8822

茨木駅前支店
茨木市双葉町13-23（茨木支店内）
072-638-8833

茨木西支店
茨木市西駅前町5-38
072-625-1131

江坂支店
吹田市江坂町1-13-21-101
（江坂駅前支店内）
06-6386-3811

江坂駅前支店
吹田市江坂町1-13-21-101
06-6330-6311

大美野支店
堺市東区北野田1077-109
072-236-3001

大和田支店
門真市野里町6-2
072-881-3681

交野支店
交野市私部西1-33-10
072-893-1213

門真支店
門真市末広町7-8
06-6901-1212

河内長野支店
河内長野市本町29-16
0721-53-3011

関西空港出張所
泉佐野市泉州空港北1
072-456-7051

岸和田支店
岸和田市宮本町1-18
072-431-2341

くずは支店
枚方市楠葉花園町14-10
072-857-7121

鴻池新田支店
東大阪市鴻池本町1-1
06-6745-6681

光明池支店
堺市南区鴨谷台2-2-3
072-298-0131

香里支店
寝屋川市香里本通町8-3-101
072-831-1201

小阪支店
東大阪市御厨栄町1-4-2
06-6782-2831

八戸ノ里支店
東大阪市御厨栄町1-4-2（小阪支店内）
06-6782-0075

堺支店
堺市堺区甲斐町東1-1-8
072-223-5191

堺駅前支店
堺市堺区戎島町3-22-1
072-222-2701

堺東支店
堺市堺区三国ヶ丘御幸通59-2
072-221-3041

吹田支店
吹田市元町4-1
06-6381-4341

摂津支店
摂津市鳥飼下1-1-15
072-653-0321

千里中央支店
豊中市新千里東町1-4-1
06-6831-3633

千里中央駅前支店
豊中市新千里東町1-4-1（千里中央支店内）
06-6835-4411

千里山田出張所
吹田市五月が丘北1-3
06-6877-7830

大東支店
大東市浜町8-15
072-872-0501

高槻支店
高槻市白梅町4-13
072-683-3030

高槻駅前支店
高槻市白梅町4-13（高槻支店内）
072-681-0111

豊中支店
豊中市本町1-10-3（豊中駅前支店内）
06-6852-5555

豊中駅前支店
豊中市本町1-10-3
06-6855-1041

豊中庄内支店
豊中市本町1-10-3（豊中駅前支店内）
06-6852-0405

富田林支店
富田林市本町18-21
0721-25-1230

中もず支店
堺市北区中百舌鳥町3-428-2
072-259-3661

寝屋川支店
寝屋川市早子町23-1-107
072-821-9551

羽衣支店
高石市羽衣1-14-5
072-261-2131

花園支店
東大阪市花園本町1-1-54
072-962-3041

東大阪支店
東大阪市足代1-12-3
06-6726-3150

東大阪中央支店
東大阪市長田中2-1-36
06-6745-7771

枚岡支店
東大阪市昭和町3-3
072-981-3951

枚方支店
枚方市岡東町12-2
072-846-3011

藤井寺支店
藤井寺市春日丘1-1-33
072-939-0030

松原支店
松原市上田3-6-1
072-332-3331

箕面支店
箕面市箕面6-5-7
072-722-3811

守口支店
守口市河原町8-31
06-6991-0531

八尾支店
八尾市北本町2-3-25（八尾駅前支店内）
072-923-3001

八尾駅前支店
八尾市北本町2-3-25
072-998-1212

コンサルデスク豊中
（梅田支店豊中出張所）
豊中市本町1-1-1
06-6858-4141

兵庫県
明石支店
明石市本町1-1-34
078-912-3355

芦屋支店
芦屋市大原町12-26
0797-31-2111

芦屋北支店
芦屋市大原町12-26（芦屋支店内）
0797-23-4411

尼崎支店
尼崎市西難波町4-6-25
06-6482-1139

尼崎駅前支店
尼崎市西難波町4-6-25（尼崎支店内）
06-6482-1416

杭瀬支店
尼崎市西難波町4-6-25（尼崎支店内）
06-6482-8700

伊丹支店
伊丹市西台1-1-1
072-772-1471

岡本駅前支店
神戸市東灘区岡本1-13-7-102
078-451-8551

甲子園支店
西宮市甲子園口2-2-1
0798-66-0712

神戸支店
神戸市中央区明石町48
078-391-8141

神戸中央支店
神戸市中央区明石町48（神戸支店内）
078-331-4024

逆瀬川出張所
宝塚市中州1-1-1
0797-74-3801

さんだ支店
三田市中央町4-24
079-559-2571

三宮支店
神戸市中央区磯上通8-3-10
078-231-4351
西宮市羽衣町5-34
0798-23-1061

住吉支店

宝塚支店
宝塚市栄町2-1-1
0797-87-3811

宝塚中山支店
宝塚市中山寺1-8-14
0797-87-3201

塚口支店
尼崎市塚口町1-18-2
06-6421-3866

長田支店
神戸市長田区若松町5-5-1
078-611-2141

西明石特別出張所
明石市松の内2-4-11
078-927-2691

西宮支店
西宮市和上町1-35
0798-26-5551

日生中央出張所
川辺郡猪名川町松尾台1-2-20
072-766-1414

阪神甲子園出張所
西宮市甲子園高潮町3-3
0798-49-3201

東神戸支店
神戸市灘区桜口町4-1-1-105
078-851-7301

姫路支店
姫路市紺屋町45（姫路中央支店内）
079-223-1801

姫路中央支店
姫路市紺屋町45
079-223-3641

兵庫支店
神戸市兵庫区水木通1-4-3
078-576-5101

武庫之荘出張所
尼崎市南武庫之荘1-20-2
06-6431-3801

神戸支店
神戸市中央区西町36
078-321-3161

西宮支店
西宮市甲風園1-9-4
0798-65-1141

姫路支店
姫路市駅前町241
079-281-1313

近鉄学園前支店
奈良市学園北1-1-4（学園前北口支店内）
0742-46-2511

橿原支店
橿原市八木町1-8-22
0744-22-5252

富雄出張所
奈良市富雄元町2-1-20
0742-48-4555

奈良支店
奈良市西御門町27-1
0742-26-3030

大和王寺支店
北葛城郡王寺町久度2-3-1-103
0745-73-3801

大和郡山支店
大和郡山市南郡山町529-3
0743-52-3301

大和高田支店
大和高田市内本町7-6
0745-52-5601

奈良支店
奈良市西御門町27-1
0742-23-1171

和歌山県
田辺支店
田辺市栄町45
0739-22-1580

和歌山支店
和歌山市十番丁19
073-422-1121

和歌山支店
和歌山市十番丁19
073-431-2341

岡山県
岡山支店
岡山市北区平和町1-1
086-222-6711

岡山駅前支店
岡山市北区平和町1-1（岡山支店内）
086-223-9211

岡山支店
岡山市北区平和町1-1
086-231-6111

広島県
広島支店
広島市中区本通7-19（広島中央支店内）
082-248-2200

広島中央支店
広島市中区本通7-19
082-248-0111

福山支店
福山市伏見町4-38
084-921-3311

広島支店
広島市中区八丁堀15-8
082-221-2137

徳島市元町2-16
088-622-3121

徳島支店
徳島市藍場町1-7
088-653-4181

香川県
高松支店
高松市鍛冶屋町2-1（高松中央支店内）
087-851-3030

高松中央支店
高松市鍛冶屋町2-1
087-851-1101

高松支店
高松市南新町1-1
087-833-2151

福岡県
北九州支店
北九州市小倉北区魚町1-6-16
093-521-7011

久留米支店
久留米市日吉町23-3
0942-32-4521

福岡支店
福岡市中央区天神1-12-7
092-751-0731

福岡中央支店
福岡市中央区天神1-12-7（福岡支店内）
092-713-8205

北九州支店
北九州市小倉北区浅野2-14-1
093-521-5681

福岡支店
福岡市中央区天神1-11-17
092-741-3031

長崎県
長崎支店
長崎市浜町8-39
095-823-2231

長崎支店
長崎市銅座町7-36
095-822-0151

宮崎県
宮崎支店
宮崎市橘通東3-1-2
0985-20-8611

熊本県
熊本支店
熊本市中央区新市街1-26
096-352-5144

鹿児島県
鹿児島支店
鹿児島市千日町15-5
099-224-7451

ローン推進室・三菱UFJローン
ビジネス（銀行代理業者）営業所
以下の拠点は住宅ローンを専門にお取り扱い
しています。

北海道
札幌ローン推進室
札幌市中央区大通西3-6（札幌支店内）
011-221-2030

岩手県
盛岡ローン推進室
盛岡市大通3-3-10
019-625-6751

U
F
J

宮城県

フィナンシャル・グループ ━ 国内ネットワーク

神戸市東灘区住吉本町1-24-25
078-854-5011

奈良市学園北1-1-4
0742-41-5591

徳島県
徳島支店

三菱

夙川支店

奈良県
学園前北口支店

仙台ローン推進室
仙台市青葉区中央2-2-1（仙台中央支店内）
022-215-0513

福島県
郡山ローン推進室
郡山市駅前2-12-2
024-924-2265

埼玉県
大宮駅前ローン推進室
さいたま市大宮区仲町2-9（大宮支店内）
048-647-8871

越谷ローン推進室
越谷市弥生町14-15（越谷支店内）
048-964-8401

川越ローン推進室
川越市新富町1-2-7（川越支店内）
049-224-9175

三菱UFJローンビジネス所沢営業所
所沢市日吉町11-19
04-2925-8951

三菱UFJローンビジネス新座志木営業所
新座市東北2-37-10
048-471-7530

南浦和ローン推進室
さいたま市南区南浦和2-39-18
（南浦和支店内）
048-883-3457

千葉県
三菱UFJローンビジネス市川八幡営業所
市川市八幡3-1-16
047-323-2191

三菱UFJローンビジネス柏中央営業所
柏市柏1-2-5
04-7167-5860

三菱UFJローンビジネス千葉営業所
千葉市中央区富士見2-3-1
043-221-2811

三菱UFJローンビジネス船橋駅前営業所
船橋市本町3-2-3
047-426-4791

三菱UFJローンビジネス松戸営業所
松戸市松戸1307-1
047-362-2166

山口県
宇部支店
宇部市中央町2-5-17
0836-21-3141

徳山支店
周南市銀座1-1
0834-21-1050
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国内ネットワーク
東京都
東京23区内
御成門住宅ローン推進室
港区新橋6-16-10
03-5473-0631

新宿新都心第一住宅ローン推進室
新宿区西新宿1-6-1（新宿新都心支店内）
03-3340-9691

新宿新都心第二住宅ローン推進室

三菱
フィナンシャル・グループ ━ 国内ネットワーク

U
F
J

新宿区西新宿1-6-1（新宿新都心支店内）
03-3340-2915

東京第一住宅ローン推進室
中央区日本橋1-5-3
03-3243-0203

東京第二住宅ローン推進室
中央区日本橋1-5-3
03-3243-0226

三菱UFJローンビジネス阿佐ヶ谷営業所
杉並区阿佐谷北1-5-3
03-3338-1361

三菱UFJローンビジネス大森営業所
大田区山王2-3-10
03-3771-0201

三菱UFJローンビジネス葛西営業所
江戸川区中葛西5-42-8
03-5658-8265

三菱UFJローンビジネス亀有営業所
葛飾区亀有3-23-1
03-3601-6391

三菱UFJローンビジネス烏山営業所
世田谷区南烏山4-11-3
03-3307-6926

三菱UFJローンビジネス小岩営業所
江戸川区西小岩1-26-7
03-3650-6251

三菱UFJローンビジネス渋谷営業所
渋谷区道玄坂1-3-2
03-3496-8114

三菱UFJローンビジネス自由が丘営業所
目黒区自由が丘1-30-3
03-5701-1091

三菱UFJローンビジネス新宿営業所
新宿区新宿3-30-18
03-3352-1455

三菱UFJローンビジネス玉川営業所
世田谷区玉川2-24-3
03-3709-7131

三菱UFJローンビジネス西池袋営業所
豊島区西池袋1-22-8
03-3986-9411

三菱UFJローンビジネス練馬営業所
練馬区豊玉上2-27-18
03-3994-5794

三菱UFJローンビジネス東東京営業所
中央区日本橋1-7-17
03-3277-0911

東京23区外
三菱UFJローンビジネス吉祥寺営業所
武蔵野市吉祥寺本町1-15-2
0422-21-1561

三菱UFJローンビジネス立川営業所
立川市曙町2-13-3
042-525-9741

三菱UFJローンビジネス田無営業所
西東京市田無町2-11-1
042-466-5672

三菱UFJローンビジネス八王子営業所
八王子市旭町9-1
042-642-4071

三菱UFJローンビジネス府中営業所
府中市宮西町1-6-1
042-364-8259

町田ローン推進室
町田市原町田6-11-19（町田支店内）
042-721-1691
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神奈川県
厚木ローン推進室
厚木市中町2-10-10（本厚木支店内）
046-222-2731

三菱UFJローンビジネス金沢文庫営業所
横浜市金沢区釜利谷東2-14-9
045-785-3119

三菱UFJローンビジネス上大岡営業所
横浜市港南区上大岡西2-9-1
045-847-0261

新百合ヶ丘ローン推進室
川崎市麻生区上麻生1-20-1
（新百合ヶ丘支店内）
044-952-2761

三菱UFJローンビジネスたまプラーザ営業所
横浜市青葉区美しが丘1-6-1
045-904-3011

三菱UFJローンビジネス綱島営業所
横浜市港北区綱島東1-3-3
045-543-6491

三菱UFJローンビジネス戸塚営業所
横浜市戸塚区戸塚町16-11
045-865-5461

三菱UFJローンビジネス平塚営業所
平塚市宝町3-1
0463-22-6691

三菱UFJローンビジネス藤沢営業所
藤沢市藤沢113-1
0466-50-0824

名古屋市外
刈谷・安城ローン推進室
安城市御幸本町6-1（安城支店内）
0566-74-9061

一宮ローン推進室
一宮市本町3-11-1（一宮支店内）
0586-73-9162

岡崎ローン推進室
岡崎市本町通1-7（岡崎支店内）
0564-26-5027

春日井ローン推進室
春日井市鳥居松町5-83（春日井支店内）
0568-89-2693

豊田ローン推進室
豊田市喜多町2-101（豊田支店内）
0565-31-8386

豊橋ローン推進室
豊橋市駅前大通3-63（豊橋支店内）
0532-54-5240

三重県
四日市ローン推進室
四日市市諏訪町5-7
059-357-5588

京都府
三菱UFJローンビジネス京都営業所
京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町10
075-211-7348

三菱UFJローンビジネス二俣川営業所
横浜市旭区二俣川1-6-31
045-363-5064

三菱UFJローンビジネス武蔵小杉営業所
川崎市中原区小杉町1-403
044-733-0271

三菱UFJローンビジネス横浜駅前営業所
横浜市西区北幸1-11-20
045-322-2431

静岡県
静岡ローン推進室
静岡市葵区御幸町8（静岡支店内）
054-252-0161

浜松ローン推進室
浜松市中区伝馬町311-14（浜松支店内）
053-452-5261

三島ローン推進室
三島市中央町1-36（三島支店内）
055-975-3120

愛知県
名古屋市内
覚王山ローン推進室
名古屋市千種区覚王山通9-13
（覚王山支店内）
052-751-7121

金山ローン推進室
名古屋市中区金山1-14-18（金山支店内）
052-331-8941

中部住宅ローン推進室
名古屋市中区錦3-21-24（名古屋営業部内）
052-211-0553

鳴海ローン推進室
名古屋市緑区鳴海町字本町18-3
（鳴海支店内）
052-625-2501

平針ローン推進室
名古屋市天白区平針2-1909（平針支店内）
052-808-9643

名駅ローン推進室
名古屋市中村区名駅3-28-12
（名古屋駅前支店内）
052-582-7730

大阪府
大阪市内
関西住宅ローン推進室
大阪市中央区博労町3-6-1
06-6253-8637

三菱UFJローンビジネス梅田営業所
大阪市北区角田町8-47
06-6314-0150

三菱UFJローンビジネス難波営業所
大阪市中央区難波千日前12-26
06-6641-2752

三菱UFJローンビジネス阿倍野橋営業所
大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
06-6622-8160

大阪市外

兵庫県
三菱UFJローンビジネス明石営業所
明石市本町1-1-34
078-912-3681

三菱UFJローンビジネス加古川営業所
加古川市加古川町溝之口788
079-422-1831

三菱UFJローンビジネス神戸営業所
神戸市中央区明石町48
078-391-8188

三菱UFJローンビジネス夙川営業所
西宮市羽衣町5-34
0798-23-1113

三菱UFJローンビジネス塚口営業所
尼崎市塚口町1-18-2
06-6428-8471

三菱UFJローンビジネス姫路営業所
姫路市南町63
079-224-3327

奈良県
三菱UFJローンビジネス近鉄学園前営業所
奈良市学園北1-9-1
0742-41-5113

岡山県
岡山ローン推進室
岡山市北区平和町1-1（岡山支店内）
086-222-6718

広島県
広島ローン推進室
広島市中区本通7-19（広島中央支店内）
082-248-2207

福岡県
北九州ローン推進室
北九州市小倉北区紺屋町9-1
093-511-8061

福岡ローン推進室
福岡市中央区天神1-12-7（福岡支店内）
092-713-6271

熊本県
熊本ローン推進室
熊本市中央区花畑町12-28
096-355-8660

三菱UFJローンビジネス池田営業所
池田市栄町10-7
072-751-7600

三菱UFJローンビジネス茨木営業所
茨木市西駅前町5-38
072-622-8051

三菱UFJローンビジネス岸和田営業所
岸和田市宮本町1-18
072-431-2554

三菱UFJローンビジネス枚方営業所
枚方市岡東町12-2
072-846-2681

三菱UFJローンビジネス泉北営業所
堺市北区中百舌鳥町3-428-2
072-259-3870

三菱UFJローンビジネス千里中央営業所
豊中市新千里東町1-4-1
06-6831-4091

三菱UFJローンビジネス東大阪営業所
東大阪市足代1-12-3
06-6726-3601

三菱UFJローンビジネス南大阪営業所
藤井寺市春日丘1-1-33
072-939-0168

為替集中店
以下の店舗は振込専用の店舗です。窓口営業
はしておりません。

あかね支店
千代田区丸の内2-7-2

あけぼの支店
千代田区丸の内2-7-2

あさぎり支店
千代田区丸の内2-7-2

いちょう支店
千代田区丸の内2-7-2

うぐいす支店
千代田区丸の内2-7-2

うみかぜ支店
千代田区丸の内2-7-2

大阪為替集中店
千代田区丸の内2-7-2

岡三証券振込支店
千代田区丸の内2-7-2

関西中央支店
千代田区丸の内2-7-2

ききょう支店
千代田区丸の内2-7-2

きさらぎ支店
千代田区丸の内2-7-2

きよなみ支店
千代田区丸の内2-7-2

くすのき支店
千代田区丸の内2-7-2

こはる支店
千代田区丸の内2-7-2

しおさい支店
千代田区丸の内2-7-2

しらゆき支店
千代田区丸の内2-7-2

新東京支店
千代田区丸の内2-7-2

すいせい支店

千代田区丸の内2-7-2

せいうん支店
千代田区丸の内2-7-2
千代田区丸の内2-7-2

竹橋支店
千代田区丸の内2-7-2

千代田支店
千代田区丸の内2-7-2

東海東京証券振込支店
千代田区丸の内2-7-2

東京為替集中店
千代田区丸の内2-7-2

なつぐも支店
千代田区丸の内2-7-2

ニコス振込支店
千代田区丸の内2-7-2

はつはる支店
千代田区丸の内2-7-2

はるかぜ支店
千代田区丸の内2-7-2

ひいらぎ支店
千代田区丸の内2-7-2

ふうげつ支店
千代田区丸の内2-7-2

振込集中錦支店
千代田区丸の内2-7-2

振込第一支店
千代田区丸の内2-7-2

振込第二支店
千代田区丸の内2-7-2

振込第三支店
千代田区丸の内2-7-2

振込第四支店
千代田区丸の内2-7-2

振込用カブドットコム支店
千代田区丸の内2-7-2

みかづき支店
千代田区丸の内2-7-2

三菱UFJMS証券支店
千代田区丸の内2-7-2

御堂筋支店
千代田区丸の内2-7-2

めいげつ支店
千代田区丸の内2-7-2

芦屋第一出張所
井荻出張所
杉並区井草3-6-3

インターネット支店
新宿区北新宿1-1-19
0120-365-370

エイティエム統括支店
大阪出張所
大手町フィナンシャルシティ出張所
カブドットコム支店
新宿区北新宿1-1-19
0120-370-653

鎌倉第一出張所
キャッスルタウン支店
新宿区北新宿1-1-19
0120-700-321

公共第一支店
名古屋市中区錦3-21-24
052-211-0734

公共第二支店
名古屋市中区錦3-21-24
052-211-0779

ゆうがお支店
千代田区丸の内2-7-2

わかたけ支店
千代田区丸の内2-7-2

その他
東京公務部
千代田区丸の内2-7-1
03-3240-5190

東海公務部
名古屋市中区錦3-21-24
052-211-1111

外貨両替ショップ札幌店
札幌市中央区大通西3-6（札幌支店内）
011-272-6290

外貨両替ショップ新橋店
港区新橋2-12-11（新橋支店内）
03-3500-5464

外貨両替ショップ田町店
港区芝5-33-1（田町支店内）
03-5439-9881
千代田区丸の内2-7-1（本店内）
03-6212-5861

外貨両替ショップ京都店
京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町10
（京都中央支店内）
075-229-8531

外貨両替ショップなんばCITY店
大阪市中央区難波5-1-60
06-6643-6815

外貨両替ショップ神戸店
神戸市中央区明石町48（神戸支店内）
078-326-2361

外貨両替ショップ広島店

店舗外現金自動設備（無人店舗）

浦安市入船1-5-2

成城第一出張所
第一出張所
田園調布駅前第一出張所
東京ビル出張所
豊中第一出張所
バンクイック振込支店
ビジネスアカウント支店
港区芝2-4-3
0120-451-781

ブラデスコ支店
新宿区北新宿1-1-19
0570-077-570

リテールアカウント支店
目黒区青葉台4-8-6
03-3481-9010

第二リテールアカウント支店
中央区新川1-28-38
03-3206-2003

淀屋橋出張所
ダイレクトローン推進部
（付随業務取扱事務所）

ネットデローン支店
（付随業務取扱事務所）

大阪法人営業部
大阪市中央区伏見町3-6-3
06-6231-2045

ご利用可能な店舗名・所在地は、三菱東京
UFJ銀行はHP、三菱UFJ信託銀行は店頭にて、
最新の情報をご提供しています。
（三菱東京UFJ銀行：1,683カ所、三菱UFJ信
託銀行：2カ所）

コンビニATM
三 菱 東 京UFJ銀 行 は、 セ ブ ン 銀 行ATM・
ローソンATM・E-net ATM、三菱UFJ信託銀
行は、セブン銀行ATM・E-net ATMと提携し
ています。ご利用可能な店舗名・所在地は、三
菱東京UFJ銀行および三菱UFJ信託銀行のHP
にて、最新の情報をご提供しています。

両替所
以下の各店は外貨両替をお取り扱いしていま
す。なお、以下の各店は銀行法上の「店舗」で
はありません。

成田国際空港出張所
成田市三里塚字御料牧場1-1
0476-33-0960

成田国際空港第二出張所
成田市古込字古込1-1
0476-33-1442

成田国際空港第三出張所
成田市古込字古込1-1
0476-33-0981

成田国際空港第四出張所
成田市三里塚字御料牧場1-1
0476-32-9251

城北信用金庫、東濃信用金庫、静清信用金庫、
尼崎信用金庫、姫路信用金庫、兵庫信用金庫

信用組合
茨城県信用組合

証券会社
野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー
証券、三菱UFJモルガン・スタンレー PB証券

農業協同組合
仙台農業協同組合（JA仙台）

事業会社
日立キャピタル信託、エムアイカード

三菱東京UFJ銀行
銀行代理業者

U
F
J

カブドットコム証券株式会社
グループ協業推進室
東京都千代田区大手町1-3-2

株式会社じぶん銀行
銀行代理業務統括部署
東京都中央区日本橋1-19-1

三菱UFJローンビジネス株式会社
三菱UFJフィナンシャル
パートナーズ株式会社
本社
東京都港区芝2-4-3

東京営業部
東京都港区芝2-4-3

東京営業部虎ノ門営業所
東京都港区虎ノ門1-4-2

東京営業部渋谷営業所
東京都渋谷区道玄坂1-3-2

東京営業部新宿営業所
東京都新宿区西新宿1-8-1

東京営業部五反田営業所
東京都品川区西五反田2-19-3

名古屋営業部
愛知県名古屋市中区栄3-15-13

大阪営業部
大阪府大阪市中央区常盤町1-2-6

三菱UFJ信託銀行
（契約締結先合計 66）
信託代理店
信託代理店制度は、信託銀行と地域金融機
関･都市銀行等が相互に協力し、お客さまの信
託ニーズに応え、幅広い社会･経済の向上およ
び発展に貢献することを目的としています。
お客さまの信託ニーズに的確にお応えする
ことをめざし、信託代理店制度によるネット
ワーク構築に取り組んでいます。
平成29年6月30日現在、三菱UFJ信託銀行
の信託代理店契約締結先は以下のとおりです。
* 信託業法に基づく信託契約代理店および金融
機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ
く併営業務に係る代理店を総称して呼んでい
ます。

日本橋営業部
東京都中央区日本橋1-5-3

渋谷営業部
東京都渋谷区渋谷1-15-21

池袋営業部
東京都豊島区東池袋1-5-6

大井営業部
東京都品川区大井1-6-8

上野営業部
東京都台東区東上野1-14-4

横浜駅前営業部
神奈川県横浜市西区北幸1-11-20

大阪中央営業部
大阪府大阪市中央区久太郎町2-1-30

京都営業部
京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町10

名古屋法人営業部
名古屋市中区錦3-21-24
052-239-5865

信用金庫

外貨両替ショップ本店

広島市中区本通7-19（広島中央支店内）
082-545-5223

栄出張所
GSC東京
新浦安出張所

やまびこ支店
千代田区丸の内2-7-2

常滑市セントレア1-1
0569-38-1176

フィナンシャル・グループ ━ 国内ネットワーク

そうげん支店

中部国際空港第二出張所

大阪市北区堂島浜1-1-5
06-6206-8376

三菱

千代田区丸の内2-7-2

すずかぜ支店

大阪公務部

政府系金融機関
商工組合中央金庫

都市銀行等
三菱東京UFJ銀行、新生銀行

地方銀行
北海道銀行、秋田銀行、北都銀行、岩手銀行、
七十七銀行、山形銀行、東邦銀行、常陽銀行、
足利銀行、群馬銀行、武蔵野銀行、千葉銀行、
横浜銀行、第四銀行、北陸銀行、十六銀行、静
岡銀行、清水銀行、山梨中央銀行、八十二銀行、
滋賀銀行、京都銀行、池田泉州銀行、但馬銀行、
南都銀行、紀陽銀行、鳥取銀行、中国銀行、広
島銀行、山口銀行、阿波銀行、百十四銀行、伊
予銀行、四国銀行、北九州銀行、福岡銀行、筑
邦銀行、親和銀行、大分銀行、鹿児島銀行、沖
縄銀行

難波営業部
大阪府大阪市中央区難波千日前12-26

新宿営業部
東京都新宿区新宿3-30-18

名古屋駅前営業部
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12

新橋営業部
東京都港区新橋2-12-11

新宿中央営業部
東京都新宿区西新宿1-8-1

新宿中央営業部立川営業所
東京都立川市曙町2-13-3

秋葉原駅前営業部
東京都千代田区神田平河町3-1

第二地方銀行
北洋銀行、京葉銀行、富山第一銀行、愛知銀
行、中京銀行、みなと銀行、もみじ銀行、徳島
銀行、熊本銀行
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国内ネットワーク
法人営業拠点
ネットワーク
北海道
札幌支社
札幌市中央区大通西3-6（札幌支店内）

東京都
千代田区
営業第1本部、第2本部、第3本部
（営業第9部）
千代田区丸の内2-7-1（本店内）

秋葉原支店
千代田区外神田3-16-8

札幌支店
札幌市中央区北4条西4-1

岩手県
三菱
U
F
J

仙台支社東北法人部
盛岡市盛岡駅前通8-17

宮城県

フィナンシャル・グループ ━ 国内ネットワーク︵法人営業拠点︶

仙台支社
仙台市青葉区中央2-2-1（仙台中央支店内）

仙台支店
仙台市青葉区一番町3-1-5

茨城県
土浦支店
土浦市中央2-10-1

水戸支店
水戸市泉町3-2-4

群馬県
前橋支社
前橋市表町2-2-6

埼玉県
大宮支社
さいたま市大宮区仲町2-9（大宮支店内）

川越支店
川越市新富町1-2-7

越谷支社
越谷市弥生町14-15（越谷支店内）

草加支店
草加市高砂2-7-1

所沢支社
所沢市日吉町11-19（所沢支店内）

新座志木支社
新座市東北2-36-24（新座志木支店内）

西川口支店
川口市西川口1-7-1

春日部法人営業オフィス
春日部市粕壁東1-1-3（春日部支店内）

千葉県
柏支社
柏市末広町4-1（柏支店内）

千葉支社
千葉市中央区富士見2-3-1（千葉支店内）

船橋支社
船橋市本町3-2-3（船橋支店内）

松戸支社
松戸市松戸1307-1（松戸西口支店内）
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秋葉原駅前法人営業支社
千代田区神田平河町3-1
（秋葉原駅前支店内）

神田支社
千代田区神田小川町2-5-1（神田支店内）

神田駅前支社
千代田区神田鍛冶町3-6-3
（神田駅前支店内）

麹町支社
千代田区麹町4-1（麹町中央支店内）

神保町支社
千代田区神田神保町2-2（神保町支店内）

丸の内支社
千代田区丸の内1-4-1（新丸の内支店内）

東京公務部
千代田区丸の内2-7-1（本店内）

営業第1部〜8部、融資営業部、
営業開発部、本店法人営業部、
金融法人部
千代田区丸の内1-4-5

中央区
営業第3本部（営業第11部）
中央区日本橋1-5-3

大伝馬町支社
中央区日本橋大伝馬町8-1
（大伝馬町支店内）

京橋支社
中央区銀座1-7-3（京橋支店内）

銀座支社

港区

墨田区

営業第3本部（営業第12部）

押上支店

港区虎ノ門1-4-2（虎ノ門中央支店内）

青山支社
港区北青山3-6-1（青山支店内）

赤坂支社
港区南青山1-1-1（青山通支店内）

麻布支店
港区麻布十番1-10-3

品川駅前支社
港区港南2-16-2（品川駅前支店内）

新橋支社
港区新橋2-12-11（新橋支店内）

田町支社
港区芝5-33-1（田町支店内）

虎ノ門支社
港区虎ノ門1-4-2（虎ノ門中央支店内）

中央区新富1-18-1（新富町支店内）

築地支社
中央区築地1-10-6（築地支店内）

日本橋支社
中央区日本橋本石町1-3-2（日本橋支店内）

日本橋中央支社
中央区日本橋1-7-17（日本橋中央支店内）

八重洲通支社
中央区京橋1-18-1（八重洲通支店内）

新橋法人営業支社

中央区日本橋1-5-3

墨田区両国4-30-12（本所中央支店内）

江東区
亀戸支店
江東区亀戸5-15-7（亀戸北口支店内）

深川支社
江東区門前仲町2-5-1（深川支店内）

品川区
五反田支社
品川区西五反田2-19-3（五反田支店内）
品川区上大崎3-1-1（目黒駅前支店内）

港区新橋2-12-11（新橋支店内）

ビジネスローン部
港区芝2-4-3

新宿区
営業第3本部（営業第10部）
新宿区西新宿1-6-1（新宿新都心支店内）

神楽坂支社
新宿区神楽坂3-7（神楽坂支店内）

新宿支社
新宿区新宿3-30-18（新宿通支店内）

新宿新都心支社
新宿区西新宿1-6-1（新宿新都心支店内）

新宿中央支社
新宿区西新宿1-8-1（新宿中央支店内）

高田馬場支社
新宿区高田馬場3-2-3（高田馬場支店内）

四谷支社
新宿区四谷3-2-1（四谷支店内）

新宿法人営業支社
新宿区新宿3-30-18（新宿通支店内）

新宿中央法人営業支社
新宿区西新宿1-8-1（新宿中央支店内）

大井法人営業支社
品川区大井1-6-8（大井支店内）

目黒区
碑文谷支社
目黒区柿の木坂1-30-8
（都立大学駅前支店内）

大田区
大森支社
大田区山王2-3-10（大森支店内）

蒲田支社
大田区蒲田5-12-6（蒲田支店内）

世田谷区
烏山支店
世田谷区南烏山4-11-3

成城支社
世田谷区成城6-15-1（成城支店内）

世田谷支社
世田谷区太子堂4-1-1
（キャロットタワー1・2階）

渋谷区

文京区

恵比寿支社

春日町支店

笹塚支店

文京区小石川1-1-19

本郷支店
文京区本郷3-33-5

台東区
日本橋法人営業支社

墨田区江東橋4-11-1（錦糸町支店内）

本所支店

目黒支社

中央区銀座8-9-1（銀座通支店内）

新富町支社

墨田区業平3-14-5

錦糸町支社

浅草橋支社
台東区柳橋1-23-6（浅草橋支店内）

上野支社
台東区東上野1-14-4（上野支店内）

雷門支店
台東区浅草1-4-2（浅草支店内）

上野法人営業支社
台東区東上野1-14-4（上野支店内）

渋谷区恵比寿西1-8-6（恵比寿支店内）
渋谷区笹塚1-55-2

渋谷支社
渋谷区渋谷1-15-21（渋谷明治通支店内）

渋谷法人営業支社
渋谷区渋谷1-15-21（渋谷明治通支店内）

中野区
中野駅前支社
中野区中野2-30-9（中野駅前支店内）

杉並区
荻窪支社
杉並区荻窪5-28-9（荻窪支店内）

豊島区
池袋支社
豊島区南池袋2-28-10（池袋東口支店内）

西池袋支社
豊島区西池袋1-22-8（西池袋支店内）

池袋法人営業支社
豊島区東池袋1-5-6（池袋支店内）

赤羽支店
北区赤羽1-9-6（赤羽駅前支店内）
北区王子1-10-18

荒川区
日暮里支店
荒川区東日暮里3-46-7

板橋区
板橋支店
板橋区板橋4-11-1（新板橋支店内）

志村支店
板橋区小豆沢2-18-7

練馬区
江古田支社
練馬区旭丘1-74-7（江古田支店内）

町田支社
町田市原町田6-11-19（町田支店内）

三鷹支社
三鷹市下連雀3-26-12（三鷹支店内）

国分寺法人営業オフィス
国分寺市本町3-10-20（国分寺支店内）

立川法人営業オフィス
立川市曙町2-13-3（立川支店内）

神奈川県
厚木支社
厚木市中町2-10-10（本厚木支店内）

川崎支社
川崎市川崎区砂子2-4-13（川崎支店内）

相模原支社
相模原市中央区相模原3-1-18
（相模原支店内）

湘南支社
藤沢市藤沢113-1（藤沢支店内）

新横浜支社
横浜市港北区新横浜3-7-17
（新横浜支店内）

鶴見支店
横浜市鶴見区鶴見中央1-3-17

戸塚支社
横浜市戸塚区戸塚町16-11
（戸塚支店内）

平塚支店
平塚市宝町3-1（平塚駅前支店内）

足立区

元住吉支社

千住支店

大和支店

足立区千住2-5-3

千住中央支店
足立区梅田2-1-15

葛飾区

川崎市中原区木月1-36-6（元住吉支店内）
大和市大和南1-2-15

横浜支社
横浜市中区本町3-27-1（横浜支店内）

横浜駅前支社
横浜市西区北幸1-11-20
（横浜駅前支店内）

葛飾支店
葛飾区立石1-16-15

亀有支店

葛西支社
江戸川区中葛西5-42-8（葛西支店内）

小岩支店
江戸川区西小岩1-23-14

小松川支店
江戸川区松江1-1-1

東京23区外
吉祥寺支社
武蔵野市吉祥寺本町1-15-2
（吉祥寺支店内）

立川支社
立川市曙町2-13-3（立川支店内）

多摩中央支社
府中市宮西町1-6-1（府中支店内）

大垣支店
大垣市郭町1-8

岐阜支社
岐阜市神田町9-19（岐阜支店内）

多治見支店
多治見市本町1-2

中津川支店
中津川市太田町2-6-30

静岡県
静岡支社
静岡市葵区御幸町8（静岡支店内）

清水支店
静岡市清水区相生町7-16

沼津支社
沼津市大手町4-4-1（沼津支店内）

浜松支社
浜松市中区伝馬町311-14（浜松支店内）

山梨県
甲府法人営業所
甲府市丸の内2-16-5

横浜市西区北幸1-11-20
（横浜駅前支店内）

長野支社
長野市南千歳2-12-1

長野支店
長野市南千歳1-19-4

愛知県
名古屋市内
名古屋営業本部
名古屋市中区錦3-21-24
（名古屋営業部内）

今池支社
名古屋市千種区今池1-9-10（今池支店内）
名古屋市南区内田橋1-2-11

大津町支社
名古屋市中区錦3-4-6（大津町支店内）

横須賀法人営業オフィス
横須賀市大滝町1-23（横須賀支店内）

小田井支店

新潟県

尾頭橋支店

新潟支社
新潟市中央区西堀前通七番町914
（新潟支店内）

名古屋市西区上小田井2-357
名古屋市中川区尾頭橋2-1-2

金山支社
名古屋市中区金山1-14-18（金山支店内）

上前津支店
長岡法人営業所
長岡市今朝白1-8-18

富山県
富山支社
富山市本町9-10

石川県
金沢支社
金沢市香林坊2-3-25（金沢支店内）

名古屋駅前支社
名古屋市中村区名駅3-28-12
（名古屋駅前支店内）

名古屋港支店
名古屋市港区名港1-17-11

鳴海支店
名古屋市緑区鳴海町字本町18-3

東支社
名古屋市東区徳川1-15-30（東支店内）

平針支店
名古屋市天白区平針2-1909

星ヶ丘支店
名古屋市千種区星が丘元町14-25

堀田支社
名古屋市瑞穂区堀田通8-27（堀田支店内）

U
F
J

柳橋支社
名古屋市中村区名駅南1-16-30
（柳橋支店内）

東海公務部
名古屋市中区錦3-21-24

名古屋駅前法人営業支社
名古屋市中村区名駅3-28-12
（名古屋駅前支店内）

名古屋ビジネスローン部

長野県

内田橋支店
横浜駅前法人営業支社

葛飾区亀有3-23-1

江戸川区

岐阜県

フィナンシャル・グループ ━ 国内ネットワーク︵法人営業拠点︶

王子支店

八王子市旭町9-1（八王子支店内）

三菱

北区

八王子支社

名古屋市中区大須3-45-21

黒川支店
名古屋市北区田幡2-13-11

浄心支社
名古屋市西区浄心1-1-1（浄心支店内）

高畑支店
名古屋市中川区高畑1-203

滝子支店
名古屋市昭和区広見町1-5

鶴舞支社
名古屋市中区千代田2-15-14
（鶴舞支店内）

名古屋支社
名古屋市中村区名駅3-28-12
（名古屋駅前支店内）

名古屋市中区栄3-15-13

名古屋法人営業部
名古屋市中区錦3-21-24

名古屋市外
安城支店
安城市御幸本町6-1

一宮支社
一宮市本町3-11-1（一宮支店内）

岡崎支社
岡崎市本町通1-7（岡崎支店内）

春日井支店
春日井市鳥居松町5-83

蟹江支店
海部郡蟹江町城4-562

蒲郡支店
蒲郡市元町17-3

刈谷支社
刈谷市銀座4-29（刈谷支店内）

江南支店
江南市古知野町朝日46

小牧支社
小牧市小牧4-210（小牧支店内）

新城支店
新城市字西新町64

瀬戸支店
瀬戸市幸町33-1

田原支店
田原市田原町萱町2

津島支店
津島市藤浪町1-17-2

東海支店
東海市横須賀町四ノ割36

常滑支店
常滑市栄町1-1

豊川支店
豊川市豊川栄町18

豊田支社
豊田市喜多町2-101（豊田支店内）

豊橋支社
豊橋市駅前大通3-63（豊橋支店内）

西尾支店
西尾市永楽町3-52
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半田支社
半田市広小路町155-3（半田支店内）

碧南支店
碧南市栄町3-10

三重県
伊勢支店
伊勢市本町13-3

桑名支店
桑名市有楽町36

津支店

三菱
U
F
J

津市東丸之内21-10

四日市支社
四日市市諏訪町8-17（四日市支店内）

滋賀県

フィナンシャル・グループ ━ 国内ネットワーク︵法人営業拠点︶

草津支店
草津市大路1-14-6

京都府
京都支社
京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町10
（京都中央支店内）

京都駅前支店
京都市下京区塩小路通烏丸西入東塩小路町614

伏見支店
京都市伏見区風呂屋町276

京都法人営業支社
京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町10
（京都中央支店内）

京都支店
京都市下京区四条通高倉東入立売中之町85

大阪府
大阪市内
大阪営業本部
大阪市北区堂島浜1-1-5（大阪営業部内）

阿倍野橋支社
大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-10
（阿倍野橋支店内）

今里支店
大阪市東成区大今里3-15-18

上本町支社
大阪市中央区東平2-4-7（上本町支店内）

歌島橋支店
大阪市西淀川区千舟1-1-21

大阪梅田支社
大阪市北区梅田1-8-17（梅田中央支店内）

瓦町支社
大阪市中央区瓦町2-1-1（瓦町支店内）

信濃橋支社
大阪市西区西本町2-3-10（大阪西支店内）

十三支社
大阪市淀川区十三本町1-5-13
（十三支店内）

城東支社
大阪市城東区今福西3-1-34（城東支店内）

新大阪支社
大阪市淀川区宮原4-1-14
（新大阪北支店内）

心斎橋支社
大阪市中央区西心斎橋2-1-3
（西心斎橋支店内）

船場支社
大阪市中央区久太郎町2-1-30
（船場中央支店内）
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谷町支店
大阪市中央区谷町2-6-5

玉造支店
大阪市天王寺区玉造元町2-28

玉出支店
大阪市西成区玉出西2-1-1

築港支店
大阪市港区市岡2-11-21

中央市場支店
大阪市福島区野田1-1-86

寺田町支店
大阪市阿倍野区天王寺町北2-1-1

天満支社
大阪市北区東天満2-6-5（天満支店内）

天六支店
大阪市北区天神橋6-7-5

中之島支社
大阪市北区中之島2-3-18（中之島支店内）

難波支社
大阪市中央区難波千日前12-26
（難波駅前支店内）

野田支社
大阪市福島区吉野3-27-19（野田支店内）

放出支店
大阪市鶴見区放出東3-21-40-105

大阪公務部

守口支店
守口市河原町8-31

八尾支店
八尾市北本町2-3-25（八尾駅前支店内）

兵庫県
明石支社
明石市本町1-1-34（明石支店内）

尼崎支社
尼崎市西難波町4-6-25（尼崎支店内）

伊丹支店
伊丹市西台1-1-1

神戸支社
神戸市中央区明石町48（神戸支店内）

三宮支店
神戸市中央区磯上通8-3-10

西宮支店
西宮市和上町1-35

姫路支社
姫路市紺屋町45（姫路中央支店内）

奈良県
奈良支店
奈良市西御門町27-1

大和高田支店
大和高田市内本町7-6

大阪市北区堂島浜1-1-5

大阪法人営業支社
大阪市中央区久太郎町2-1-30
（船場中央支店内）

難波法人営業支社
大阪市中央区難波千日前12-26
（難波駅前支店内）

大阪ビジネスローン部
大阪市中央区常盤町1-2-6

和歌山県
田辺支店
田辺市栄町45

和歌山支店
和歌山市十番丁19

岡山県
岡山支社
岡山市北区平和町1-1（岡山支店内）

大阪法人営業部、大阪法人営業
第1部〜第2部
大阪市中央区伏見町3-6-3

大阪市外
茨木支社
茨木市双葉町13-23（茨木支店内）

江坂支店
吹田市江坂町1-13-21-101
（江坂駅前支店内）

大和田支社
門真市野里町6-2（大和田支店内）

河内長野支店
河内長野市本町29-16

岸和田支店
岸和田市宮本町1-18

堺支社
堺市堺区甲斐町東1-1-8（堺支店内）

大東支店
大東市浜町8-15

豊中支社
豊中市本町1-10-3（豊中駅前支店内）

東大阪支社
東大阪市御厨栄町1-4-2（小阪支店内）

東大阪中央支店
東大阪市長田中2-1-36

枚方支社
枚方市岡東町12-2（枚方支店内）

松原支店
松原市上田3-6-1

広島県
広島支社
広島市中区本通7-19（広島中央支店内）

福山支店
福山市伏見町4-38

広島支店
広島市中区八丁堀15-8

山口県
宇部支店
宇部市中央町2-5-17

徳山支店
周南市銀座1-1

徳島県
徳島支店
徳島市元町2-16

香川県
高松支社
高松市鍛冶屋町2-1（高松中央支店内）

愛媛県
松山支社
松山市一番町4-1-1

福岡県
北九州支店
北九州市小倉北区魚町1-6-16

久留米支店
久留米市日吉町23-3

福岡支社
福岡市中央区天神1-12-7（福岡支店内）

九州法人営業部
福岡市中央区天神1-11-17

長崎県
長崎支店
長崎市浜町8-39

熊本県
熊本支店
熊本市中央区新市街1-26

鹿児島県
鹿児島支社
鹿児島市加治屋町15-9

沖縄県
那覇支社
那覇市久茂地2-14-3

