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店舗ネットワーク
財務・企業データ

地区 本・支店
県内 160（特別出張所 5、出張所 14、仮想店舗 3）
県外 22（東京都 15、大阪府 1、埼玉県 3、茨城県 3）
海外 3（ニューヨーク、香港、ロンドン）
計 185

●海外駐在員事務所	 3（上海、シンガポール、バンコク）
●両替出張所	 3

店舗・キャッシュコーナー�一覧� （2019年7月1日現在）

千葉県
千葉市

［中央区］
100

		
本店

［本店営業部］
千葉市中央区千葉港1-2	〒260-0026
（千葉市役所隣）
043-245-1111

055
大宮台支店

千葉市中央区仁戸名町358-12	〒260-0801
（松ヶ丘支店内〈店舗内店舗〉）
043-261-5421

025
京成駅前支店

千葉市中央区中央2-5-1	〒260-0013
（中央支店内〈店舗内店舗〉）
043-222-8111

004

		
県庁支店

千葉市中央区市場町1-1	〒260-0855
（千葉県庁中庁舎東側2階）
043-227-5361

006

		
蘇我支店

千葉市中央区南町2-10-10	〒260-0842
（JR蘇我駅前通り）
043-265-2241

026

		
千葉駅前支店

千葉市中央区富士見2-4-7	〒260-0015
（塚本大千葉ビル向かい）
043-227-8501

001

		
中央支店

千葉市中央区中央2-5-1	〒260-0013
（千葉中央ツインビル2号館）
043-222-8111

ちばぎんコンサル
ティングプラザ千葉
（中央支店千葉プラザ出張所）

千葉市中央区富士見2-3-1〒260-0015
（千葉駅前大通り塚本大千葉ビル）
043-227-5211

005
長洲支店

千葉市中央区長洲1-22-3	〒260-0854
（千葉都市モノレール県庁前駅前）
043-227-6421

076 本店営業部
千葉市役所出張所

千葉市中央区千葉港1-1	〒260-0026
（千葉市役所1階）
043-247-0991

034
松ヶ丘支店

千葉市中央区仁戸名町358-12〒260-0801
（仁戸名局バス停前）
043-261-5421

店舗外キャッシュコーナー
イトーヨーカドー蘇我店 店1階
井上記念病院 病院1階ロビー
かわまち矢作モール 店入口付近
がんセンター 千葉県がんセンター前
県庁本庁舎 本庁舎5階
ダイワロイネットホテル千葉中央 ホテル1階
JR蘇我駅西口 JR蘇我駅西口
JR千葉駅西口 JR千葉駅西口改札付近
JR千葉みなと駅 券売機付近
JR本千葉駅前 JR本千葉駅前
千葉県警察本部 庁舎1階
千葉市立青葉病院 病院1階ロビー
千葉そごう2号 そごう千葉店ジュンヌ4階
千葉そごう3号 そごう千葉店本館8階
千葉大学医学部附属病院 病院1階
千葉都市モノレール千葉駅 千葉都市モノレール千葉駅3階改札前
千葉ポートタウン 1階

西千葉 JR西千葉駅北口前
ペリエ千葉 本館1階
ペリエ千葉2号 本館6階
ペリエ千葉3号 ストリート1	1階
マルエツ蘇我南町店 店1階
ベイフロント蘇我 店1階
リブレ京成千葉寺店 店1階

［稲毛区］
003

		
稲毛支店

千葉市稲毛区稲毛東3-17-5	〒263-0031
（JR稲毛駅前海側）
043-243-9191

036 稲毛支店
あやめ台特別出張所

千葉市稲毛区稲毛東3-17-5	〒263-0031
（稲毛支店内〈店舗内店舗〉）
043-243-9191

114
稲毛東口支店

千葉市稲毛区小仲台2-3-12	〒263-0043
（JR稲毛駅東口イオン前）
043-284-8111

063 中央支店
穴川特別出張所

千葉市稲毛区穴川3-1-18	〒263-0024
（穴川十字路国道126号沿い）
043-255-3811

店舗外キャッシュコーナー
あやめ台 あやめ台団地内
ヴィルフォーレ稲毛 ヴィルフォーレ稲毛京成バス停前
千葉大学 総合学生支援センター内
宮野木 京成団地バス停近く

［花見川区］
047

新検見川支店
千葉市花見川区花園1-7-12	〒262-0025
（JR新検見川駅前通り）
043-271-0131

002
幕張支店

千葉市花見川区幕張町5-470-1	〒262-0032
（JR幕張駅前十字路）
043-273-7111

113
幕張本郷支店

千葉市花見川区幕張本郷1-2-20	〒262-0033
（JR・京成幕張本郷駅前）
043-297-2011

店舗外キャッシュコーナー
イトーヨーカドー幕張店 1階入口前
サミットストア花見川店 区役所隣店1階
JR新検見川駅 JR新検見川駅改札前
ナリタヤ花見川店 店入口付近
ライフ宮野木店 県道実籾穴川線沿い店入口付近

［緑区］
092

		
鎌取支店

千葉市緑区おゆみ野3-2-9	〒266-0031	
（JR鎌取駅前）
043-291-5611

106
とけ支店

千葉市緑区あすみが丘1-20-2	〒267-0066	
（JR土気駅前）
043-294-8121

085
誉田支店

千葉市緑区誉田町2-24-18	〒266-0005
（JR誉田駅前）
043-291-0555

店舗外キャッシュコーナー
イオンおゆみ野ショッピングセンター 商業施設1階
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外国為替のご利用について
	貿易取扱店
	一般店（外国送金等一部業務のみ取扱い）
※外貨現金取扱店についてはHPをご参照ください。

店舗外キャッシュコーナーのご利用について
	土曜日も稼働（日・祝日は稼働いたしません）
	土・日・祝日も稼働／無印は平日のみ稼働

財務・企業データ　　店舗ネットワーク

イオン鎌取店 店1階
せんどう土気店 駐車場内
千葉県こども病院 病院前
ヤオコーおゆみ野店 しのぼり公園バス停前

［美浜区］
071

		
新稲毛支店

千葉市美浜区高洲3-9-2	〒261-0004	
（JR稲毛海岸駅前）
043-277-3011

040 本店営業部
幸町特別出張所

千葉市美浜区幸町2-24-27	〒261-0001
（国道14号沿い幸町団地内）
043-241-5335

111

		
幕張新都心支店

千葉市美浜区中瀬2-6-1	〒261-7102
（ワールドビジネスガーデンマリブアネックス2階）
043-297-7890

065
真砂支店

千葉市美浜区真砂4-1-5	〒261-0011
（JR検見川浜駅前ショッピングセンターPIA	1階）
043-279-8111

店舗外キャッシュコーナー
イオンモール幕張新都心 グランドモール1階
キッツビル ビル2階
ちばぎん幕張ビル ビル1階
千葉市立海浜病院 病院1階ロビー
千葉高洲 高洲第1団地内
パティオス5番街 幕張ベイタウンパティオス5番街
幕張テクノガーデン B棟2階
マリンピア JR稲毛海岸駅前マリンピア1階
メッセ・アミューズ・モール メッセ・アミューズ・モール1階
ホテルニューオータニ幕張 1階正面玄関付近
イオンスタイル幕張ベイパーク 店舗入口付近

［若葉区］
064

千城台支店
千葉市若葉区千城台西1-1-1	〒264-0004	
（モノレール千城台北駅前）
043-236-1111

051

		
都賀支店

千葉市若葉区都賀3-14-3	〒264-0025	
（JR・モノレール都賀駅前）
043-232-2551

061
みつわ台支店

千葉市若葉区みつわ台3-11-2	〒264-0032	
（モノレールみつわ台駅前）
043-255-3131

店舗外キャッシュコーナー
大宮台 大宮台団地バス停前
小倉台 モノレール小倉台駅前
桜木町 国道51号沿い市営霊園ななめ前
西友都賀店 駐車場内
東寺山ショッピングセンター ショッピングセンター内
ヤックスケアタウン千城台 店1階
ラパーク千城台 店1階

旭市
265

旭支店
旭市ロ827-1	〒289-2516
	（塚前十字路）
0479-62-2111

店舗外キャッシュコーナー
旭市役所 市役所1階
旭ショッピングセンターサンモール サンモール1階
旭中央病院 病院1階

我孫子市
007

		
我孫子支店

我孫子市本町2-3-8	〒270-1151
（JR我孫子駅前）
04-7182-3111

110
湖北支店

我孫子市湖北台1-18-1	〒270-1132
（JR湖北駅南口）
04-7187-3531

097
天王台支店

我孫子市柴崎台1-9-1	〒270-1176
（JR天王台駅北口）
04-7184-5351

店舗外キャッシュコーナー
アビイクオーレ JR我孫子駅前イトーヨーカドー1階
我孫子市役所 市役所正面入口横
あびこショッピングプラザ 店3階
布佐 県道千葉竜ヶ崎線沿い

いすみ市
244

		
大原支店

いすみ市大原8666	〒298-0004	
（仲町通り）
0470-62-1211

245
長者支店

いすみ市岬町長者488-1	〒299-4616	
（長者本通り）
0470-87-2431

市川市
011

	
市川支店

市川市市川1-7-12	〒272-0034	
（JR市川駅前）
047-322-0161

089 市川支店
市川市役所出張所

市川市南八幡2-20-2	〒272-0023
（市川市役所	仮本庁舎2階）
047-334-1568

046
行徳支店

市川市行徳駅前2-14-1	〒272-0133	
（東西線行徳駅前）
047-397-7111

091

	
南行徳支店

市川市相之川4-8-5	〒272-0143	
（東西線南行徳駅前）
047-358-4001

012

	
本八幡支店

市川市八幡3-3-2-105	〒272-0021
（グランドターミナルタワー本八幡1・2階）
047-322-0181

ちばぎんコンサルティング
プラザ市川
（本八幡支店市川プラザ出張所）

市川市八幡3-3-2-201	〒272-0021	
（グランドターミナルタワー本八幡2階）
047-321-1001

109
本八幡南支店

市川市南八幡4-17-2	〒272-0023	
（JR本八幡駅南口駅前通り）
047-377-8751

店舗外キャッシュコーナー
市川大野駅前ビル JR市川大野駅前ビル
イオン市川妙典店 1番街1階
北方STハイツビル 鬼越北方税務署通り
京成国府台駅前 京成国府台駅前通り
国分 県道鎌ケ谷市川線沿い国分小学校近く
JR市川駅 JR市川駅構内キヨスク隣
JR本八幡駅前パティオ 1階入口隣
西友新浜店 店1階
東京歯科大学市川総合病院 病院1階ロビー
ニッケコルトンプラザ 2階シャトルバス乗り場前
若宮 若栄会通り

市原市
203

	
姉崎支店

市原市姉崎東3-1-9	〒299-0110
（JR姉ケ崎駅前）
0436-61-1145

204
牛久支店

市原市牛久1210-1	〒290-0225	
（小湊鉄道上総牛久駅前商店街）
0436-92-1211

202

		
五井支店

市原市五井中央西2-7-1	〒290-0081	
（JR五井駅西口前）
0436-21-2141

214 五井支店
市原市役所出張所

市原市国分寺台中央1-1-1	〒290-8501
（市原市役所1階）
0436-21-6611

216
辰巳台支店

市原市辰巳台東1-1-2	〒290-0003
（辰巳台団地内）
0436-74-5551
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店舗ネットワーク
財務・企業データ

132
ちはら台支店

市原市ちはら台西5-5-1	〒290-0143	
（ちはら台公園向かい）
0436-76-0561

201

		
八幡支店

市原市八幡1059-22	〒290-0062
（JR八幡宿駅前）
0436-41-1331

店舗外キャッシュコーナー
アピタ市原店 1階入口
泉台 泉台団地入口
イトーヨーカドー姉崎店 店1階
イトーヨーカドー市原店 店1階
馬立 国道297号線馬立水神橋際
桜台 桜台団地入口Aコープ前
JR姉ケ崎駅 JR姉ケ崎駅西口
JR五井駅東口 JR五井駅東口駅前
スーパーたかはし 駐車場内
せんどう五井中央店 店舗内
せんどう国分寺台店 店入口右側
せんどう千原台店 帝京平成短大前
マックスバリュ辰巳台店 店1階
ユニモちはら台 店1階

印西市
285

		
印西支店

印西市大森3877	〒270-1327	
（木下街道沿い）
0476-42-3227

134
印西牧の原支店

印西市牧の原1-3	〒270-1331
（北総線印西牧の原駅前）
0476-47-1901

296

		
千葉ニュータウン支店

印西市中央南1-5-1	〒270-1340
（北総鉄道千葉ニュータウン中央駅前）
0476-46-1511

店舗外キャッシュコーナー
イオン千葉ニュータウンショッピングセンターイオン棟1階
印西市役所 市役所駐車場内
小林 JR小林駅前
千葉ニュータウン中央駅北口 北口ロータリー
ナリタヤ印旛日本医大前店 店1階
日本医科大学付属千葉北総病院 病院1階
牧の原MORE フードコート脇

浦安市
013

		
浦安支店

浦安市北栄1-16-8	〒279-0002	
（東西線浦安駅前）
047-351-2141

072

		
新浦安支店

浦安市入船1-5-1	〒279-0012	
（JR新浦安駅前）
047-354-2011

店舗外キャッシュコーナー
イクスピアリ 店2階
JR舞浜駅 JR舞浜駅構内
JR舞浜駅2号 JR舞浜駅構内
マルエツ浦安店前 市道大三角線沿いマルエツ前

大網白里市
249

		
大網支店

大網白里市駒込444-1	〒299-3235	
（JR大網駅前通り）
0475-72-1181

店舗外キャッシュコーナー
大網白里市役所 市役所入口

大網白里ショッピングセンター センター1階
ベイシア大網白里店 店舗入口横

柏市
008

		
柏支店

柏市中央1-1-1	〒277-0023
（JR柏駅東口・旧水戸街道交差点）
04-7167-0111

081 柏支店
柏市役所出張所

柏市柏5-10-1	〒277-0005	
（柏市役所第2庁舎2階）
04-7166-5390

ちばぎんコンサルティング
プラザ柏
（柏支店柏プラザ出張所）

柏市柏1-1-21	〒277-0005
（JR柏駅東口前）
04-7160-1311

柏支店
柏ローンプラザ出張所

柏市中央1-1-1	〒277-0023	
（ちばぎん柏ビル5階）
04-7163-7111

098 柏支店
沼南出張所

柏市中央1-1-1	〒277-0023	
（柏支店内〈店舗内店舗〉）
04-7167-0111

052
柏西口支店

柏市末広町5-19	〒277-0842	
（JR柏駅西口交差点）
04-7143-2221

028 柏西口支店
豊四季特別出張所

柏市末広町5-19	〒277-0842	
（柏西口支店内〈店舗内店舗〉）
04-7143-2221

122
柏の葉キャンパス支店

柏市若柴178-4	柏の葉キャンパス	150街区2	
〒277-0871	（ららぽーと柏の葉並び）
04-7131-1971

087
花野井支店

柏市花野井681	〒277-0812	
（柏市総合卸売市場前）
04-7131-7121

059
増尾支店

柏市加賀3-24-15	〒277-0051
（東武野田線増尾駅前）
04-7174-7111

074

		
南柏支店

柏市今谷上町45-1	〒277-0074	
（JR南柏駅東口・今谷交差点）
04-7173-6111

店舗外キャッシュコーナー
イオン柏ショッピングセンター 店1階
セレクション青葉台店 北側駐車場
柏駅前 JR柏駅東口前
北柏駅前 JR北柏駅前
セブンパークアリオ柏 店1階
東武ストア新柏店 東武野田線新柏駅前店隣
光ヶ丘 東武光ヶ丘バス停前マツモトキヨシ内
南柏駅西口 JR南柏駅西口
ららぽーと柏の葉 店1階
セレクションしいの木台店 駐車場側店入口
麗澤大学 大学構内研究室棟隣
沼南大津ヶ丘 柏市沼南庁舎近く
豊四季台 豊四季台団地管理事務所前
※豊四季台は2019年7月中旬に廃止し、近隣に「ピーコック豊四季台店」を設置予定

勝浦市
242

勝浦支店
勝浦市墨名725-3	〒299-5225	
（墨名交差点）
0470-73-1121

店舗外キャッシュコーナー
興津 JR上総興津駅前通り
国際武道大学 大学構内

香取市
282

		
小見川支店

香取市小見川269-5	〒289-0313	
（本町通り）
0478-82-2131



サ
マ
リ
ー

イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン

「
持
続
的
経
営
」に
向
け
た

成
長
戦
略

「
持
続
的
経
営
」に
向
け
た

社
会
課
題
へ
の
取
組
み

「
持
続
的
経
営
」を
支
え
る

経
営
基
盤

財
務
・
企
業
デ
ー
タ

千葉銀行 統合報告書 2019 80

外国為替のご利用について
	貿易取扱店
	一般店（外国送金等一部業務のみ取扱い）
※外貨現金取扱店についてはHPをご参照ください。

店舗外キャッシュコーナーのご利用について
	土曜日も稼働（日・祝日は稼働いたしません）
	土・日・祝日も稼働／無印は平日のみ稼働

財務・企業データ　　店舗ネットワーク

283

		
佐原支店

香取市佐原イ586-5	〒287-0003	
（横宿通り）
0478-54-1211

店舗外キャッシュコーナー
小見川区事務所 区事務所1階ロビー
香取市役所 市役所入口前
サワラシティ ショッピングモール1階

鎌ケ谷市
043

		
鎌ケ谷支店

鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-8-17	〒273-0107	
（新鎌ケ谷Fタワー1・2階）
047-444-2111

102 鎌ケ谷支店
六実出張所

鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-8-17	〒273-0107	
（鎌ケ谷支店内〈店舗内店舗〉）
047-444-2111

店舗外キャッシュコーナー
イオン鎌ケ谷ショッピングセンター 店1階
鎌ケ谷市役所 市役所1階
鎌ケ谷大仏駅 新京成鎌ケ谷大仏駅構内
くぬぎ山 新京成くぬぎ山駅西口
東武鎌ケ谷駅 東武野田線鎌ケ谷駅西口
馬込沢駅前 東武野田線馬込沢駅東口正面
マツモトキヨシ鎌ケ谷店 店入口前
鎌ケ谷中央 鎌ケ谷中学校通り

鴨川市
231

天津支店
鴨川市横渚943-1	〒296-0001	
（鴨川支店内〈店舗内店舗〉）
04-7092-1211

229

		
鴨川支店

鴨川市横渚943-1	〒296-0001
（JR安房鴨川駅前）
04-7092-1211

店舗外キャッシュコーナー
天津 国道128号沿い
鴨川市役所 入口正面
ベイシア鴨川店 正面入口隣

木更津市
205

		
木更津支店

木更津市大和1-2-4	〒292-0805	
（JR木更津駅東口駅前通り）
0438-23-8181

212

		
木更津東支店

木更津市ほたる野4-4-9	〒292-0038	
（アピタ木更津店並び）
0438-98-9701

店舗外キャッシュコーナー
アクア木更津 スパークルシティ木更津1階
イオンタウン木更津朝日 駐車場内
イオンタウン木更津請西 休憩コーナー内
イオンモール木更津 店1階
いなげや木更津請西店 店舗内入口付近
ひまわり憩いの広場 本町通り（旧木更津支店敷地）
三井アウトレットパーク木更津 総合案内所裏

君津市
213

		
君津支店

君津市東坂田1-2-13	〒299-1144	
（JR君津駅前）
0439-55-2511

206

	
久留里支店

君津市久留里市場182	〒292-0421	
（仲町通り）
0439-27-2511

店舗外キャッシュコーナー
アピタ君津店 店舗入口
いなげや君津店 駐車場入口

芙蓉会 JR上総松丘駅きゃらの樹ケアセンター前

佐倉市
298

		
うすい支店

佐倉市王子台1-28-8	〒285-0837	
（京成臼井駅前）
043-462-1177

287

		
佐倉支店

佐倉市新町17	〒285-0023	
（新町商店街通り）
043-484-2131

289

	
志津支店

佐倉市上志津1656-31	〒285-0846
（京成志津駅前通り）
043-487-1231

292

	
ユーカリが丘支店

佐倉市ユーカリが丘3-1-7	〒285-0858	
（京成ユーカリが丘駅北口）
043-461-8111

店舗外キャッシュコーナー
イオンタウンユーカリが丘 店1階
いなげや佐倉店 駐車場内
臼井駅北口 京成臼井駅北口ロータリー
佐倉市役所 市役所駐車場内
JR佐倉駅南口 JR佐倉駅南口ロータリー
聖隷佐倉市民病院 病院1階ロビー
トウズ京成佐倉店 駐車場内
東邦大学佐倉病院 病院1階ロビー
ユーカリが丘駅南口 スカイプラザステーションタワー2階
レイクピアウスイ 京成臼井駅前イオン1階南側入口
山万ビオトピア・プラザ 1階入口
ヤオコー佐倉染井野店 七井戸公園隣り

山武市
261

	
成東支店

山武市津辺289-5	〒289-1345	
（JR成東駅前通り）
0475-82-2511

店舗外キャッシュコーナー
オライはすぬま 道の駅オライはすぬまレストラン前
山武市役所 市役所入口
セイミヤ松尾店 駐車場内
ラパーク成東店 店1階
ランドローム山武店 店舗入口横

白井市
083

白井支店
白井市冨士50-38	〒270-1432	
（木下街道白井開拓バス停前）
047-444-8111

店舗外キャッシュコーナー
白井市役所 駐車場内

匝瑳市
263

八日市場支店
匝瑳市八日市場イ2470	〒289-2144
（西本町通り）
0479-72-1241

店舗外キャッシュコーナー
匝瑳市役所 市役所入口

袖ケ浦市
215

袖ケ浦支店
袖ケ浦市福王台1-12-1	〒299-0261	
（JR袖ケ浦駅前福王台入口）
0438-62-8181

店舗外キャッシュコーナー
袖ケ浦市役所 市役所入口横
長浦駅前 JR長浦駅前通り
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館山市
224

		
館山支店

館山市北条1823	〒294-0045	
（銀座通り）
0470-22-4111

225 館山支店
館山南特別出張所

館山市北条1823	〒294-0045	
（館山支店内〈店舗内店舗〉）
0470-22-4111

223
那古船形支店

館山市船形285-1	〒294-0056	
（JR那古船形駅前県道十字路）
0470-27-3311

店舗外キャッシュコーナー
オドヤスーパーセンター館山店 入口横
館山市役所 市役所正面入口横
館山南 下町十字路
イオンタウン館山 店1階

銚子市
266

		
銚子支店

銚子市新生町1-47-1	〒288-0056	
（新生通り）
0479-22-2400

店舗外キャッシュコーナー
イオンモール銚子 専門店モール1階
銚子市役所 市役所1階

東金市
250

		
東金支店

東金市東岩崎15-1	〒283-0068	
（JR東金駅東口）
0475-54-1151

店舗外キャッシュコーナー
浅井病院 駐車場入口
城西国際大学 大学構内学生ホール前
東金サンピア 店2階
東金市役所 市役所1階
東金レイクサイドヒル スーパーカワグチ隣

富里市
295

	
富里支店

富里市七栄651-96	〒286-0221	
（富里市役所通り）
0476-93-9121

店舗外キャッシュコーナー
富里市役所 市役所正面入口右側
ナリタヤ富里店 駐車場内

流山市
079

	
江戸川台支店

流山市江戸川台西2-4-1	〒270-0115	
（東武野田線江戸川台駅前）
04-7154-1411

126

	
流山おおたかの森支店 流山市おおたかの森西1-14-1	〒270-0128

04-7196-7200

049

	
流山支店

流山市流山2-316-1	〒270-0164	
（流鉄流山線流山駅前県道沿い）
04-7158-2511

054
初石支店

流山市西初石3-1447-15	〒270-0121
（東武野田線初石駅前）
04-7153-2111

108

	
南流山支店

流山市南流山1-8-1	〒270-0163
（JR南流山駅前）
04-7150-2461

店舗外キャッシュコーナー
イトーヨーカドー流山店 流鉄流山線平和台駅前店1階
コープ東深井 流山街道沿い
東武江戸川台駅東口 東武野田線江戸川台駅東口前
流山おおたかの森ショッピングセンター ショッピングセンター1階

流山市役所 市役所1階ロビー
マルエツ初石店 東武野田線初石駅近くマルエツ隣
LEVENおおたかの森 商業施設1階

習志野市
ちばぎんひまわりラウンジ津田沼
（津田沼駅前支店ひまわり
ラウンジ津田沼出張所）

習志野市奏の杜1-1-1	〒275-0028
（ユザワヤ隣）
047-470-5011

016

		
津田沼支店

習志野市津田沼5-12-4	〒275-0016	
（京成津田沼駅前）
047-452-2111

038
習志野袖ヶ浦支店

習志野市袖ヶ浦3-5-3	〒275-0021
（袖ヶ浦団地入口）
047-452-1261

078

	
実籾支店

習志野市実籾5-3-27	〒275-0002	
（京成実籾駅前通り）
047-478-7171

店舗外キャッシュコーナー
イトーヨーカドー津田沼店 店2階
奏の杜フォルテ 店1階
JR津田沼駅 JR津田沼駅北口広場バス停前
津田沼南 ひまわりラウンジ津田沼内
習志野市役所 市役所グランドフロア階
マックスバリュ東習志野店 店入口付近
谷津 京成谷津駅前
マルエツ大久保駅前店 店入口付近

成田市
286

		
成田支店

成田市花崎町828-50	〒286-0033	
（千葉交通駅前ビル1～3階）
0476-22-2511

300

		
成田空港支店

成田市古込字古込1-1	〒282-0004
（成田国際空港第2旅客ターミナルビル2階）
0476-33-1421

成田空港支店
成田空港出張所

成田市古込字古込1-1	〒282-0004
（成田国際空港第2旅客ターミナルビル1階）
0476-34-6065

成田空港支店
成田空港第二出張所

成田市古込字古込1-1	〒282-0004（成田国際
空港第2旅客ターミナルビル3階制限エリア内）
0476-34-6060

成田空港支店
成田空港第三出張所

成田市三里塚字御料牧場1-1	〒282-0011
	（成田国際空港第1旅客ターミナルビル北ウイング4階）
0476-33-2930

290

		
成田西支店

成田市赤坂2-1-15	〒286-0017
（ボンベルタ百貨店隣）
0476-26-3531

店舗外キャッシュコーナー
イオンタウン成田富里 店1階
イオン成田ショッピングセンター 専門店モール1階
下総支所 支所駐車場内
イオン成田店 店1階
大栄支所 支所入口前
成田空港支店内 店内ATMコーナー内
成田支店内 店内ATMコーナー内
成田国際空港第1ターミナル中央ビル 第1ターミナルビル中央ビル1階
成田国際空港第1ターミナル南ウイング 第1ターミナルビル南ウイング4階
成田国際空港第2ターミナル 第2ターミナルビル1階
成田市役所 市役所1階
成田ユアエルム 店1階
ボンベルタ 店4階
ヨークマート成田店 駐車場内
国際医療福祉大学医学部 医学部棟（WA棟）1階
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財務・企業データ　　店舗ネットワーク

野田市
075

	
川間支店

野田市尾崎811-29	〒270-0235	
（東武野田線川間駅前）
04-7129-6011

093

	
関宿支店

野田市東宝珠花545-2	〒270-0226
（いちいのホール入口バス停前）
04-7198-4411

009

		
野田支店

野田市野田350-11	〒278-0037	
（仲町消防会館前）
04-7124-4111

店舗外キャッシュコーナー
いなげや野田みずき店 店舗内
大殿井 電建住宅団地入口
清水公園 東武野田線清水公園駅前
イオンノア店 1階郵便局前
関宿支所 支所前
野田市役所 市役所1階
イオンタウン野田七光台 マックスバリュ隣

富津市
209

大佐和支店
富津市大堀1-1-2	〒293-0001	
（富津支店内〈店舗内店舗〉）
0439-87-1121

207
富津支店

富津市大堀1-1-2	〒293-0001	
（JR青堀駅前通り）
0439-87-1121

211
湊支店

富津市湊212-1	〒299-1607	
（湊町バス停前）
0439-67-0611

店舗外キャッシュコーナー
大佐和 大貫岩瀬橋際
富津市役所 市役所1階当行派出隣
イオンモール富津 店3階
富津西部 東町商店街内

船橋市
067

小室支店
船橋市小室町1157	〒270-1471	
（北総鉄道小室駅前）
047-457-1111

027

		
高根台支店

船橋市高根台1-2-1	〒274-0065	
（新京成高根公団駅前）
047-466-0121

030

		
津田沼駅前支店

船橋市前原西2-19-1	〒274-0825	
（JR津田沼駅前）
047-472-6141

014

		
中山支店

船橋市本中山2-19-14	〒273-0035	
（JR下総中山駅前十字路）
047-334-1145

037

		
習志野台支店

船橋市習志野台3-2-1	〒274-0063	
（新京成北習志野駅前）
047-466-6151

029
西船橋支店

船橋市西船4-23-13	〒273-0031
（JR西船橋駅前）
047-434-3311

062
はざま支店

船橋市芝山3-10-7	〒274-0816	
（芝山団地内）
047-464-6961

084
二和向台支店

船橋市二和東6-17-37	〒274-0805	
（新京成二和向台駅前商店街）
047-449-1111

015

		
船橋支店

船橋市本町3-3-4	〒273-0005
（本町通り商店街）
047-422-4161

069 船橋支店
船橋市役所出張所

船橋市湊町2-10-25	〒273-0011
（船橋市役所1階）
047-436-2777

058

		
船橋北口支店

船橋市本町7-12-24	〒273-0005	
（JR船橋駅北口駅前通り）
047-424-3151

ちばぎんコンサルティング
プラザ船橋（船橋北口支店
船橋プラザ出張所）

船橋市本町7-12-23	〒273-0005	
（船橋北口支店横）
047-424-1931

096
薬円台支店

船橋市薬円台6-1-1	〒274-0077
（新京成薬園台駅ビル1階）
047-468-0311

店舗外キャッシュコーナー
イケア船橋 店1階
JR南船橋駅 JR南船橋駅券売機付近
ウェルシア薬局船橋田喜野井店 店1階
京成船橋駅西口 西口改札前
コープ薬円台 駐車場内
新京成北習志野駅 エキタきたなら2階
新京成習志野駅前 新京成習志野駅前
JR西船橋駅 JR西船橋駅構内武蔵野線通路
高根木戸駅前 新京成高根木戸駅前
滝不動 新京成滝不動駅前
東武新船橋駅 東武新船橋駅東口
東武百貨店船橋店 東武百貨店2階
原木中山駅前 東西線原木中山駅前
東船橋駅前 JR東船橋駅南口ロータリー角
船橋行田 行田団地商店街
船橋市立医療センター センター玄関隣
前原 新京成前原駅前
三咲駅 新京成三咲駅前
ゆめまち習志野台モール 店1階
ヨークマート夏見台店 店1階
ららぽーと ららぽーと内1階

松戸市
042

小金原支店
松戸市小金原6-1-1	〒270-0021
（小金原団地・小金原診療所隣）
047-341-4115

101
五香支店

松戸市常盤平5-19-1	〒270-2261
（新京成五香駅西口ビル内）
047-384-2021

066

		
新松戸支店

松戸市新松戸1-361-2	〒270-0034	
（JR新松戸駅前）
047-343-5101

053
高塚支店

松戸市高塚新田158-41	〒270-2222
（高塚入口バス停そば）
047-391-5221

031
常盤平支店

松戸市常盤平1-29-3	〒270-2261
（新京成常盤平駅ビル内）
047-388-1231

010

		
松戸支店

松戸市本町7-10	〒271-0091	
（JR松戸駅西口）
047-364-2101

077 松戸支店
松戸市役所出張所

松戸市根本387-5	〒271-0077	
（松戸市役所1階）
047-368-7621

056
松飛台支店

松戸市松飛台192-1	〒270-2214	
（松飛台工業団地入口）
047-386-7111

039
馬橋支店

松戸市馬橋107	〒271-0051	
（JR馬橋駅前）
047-341-2101

057
矢切支店

松戸市栗山38-1	〒271-0097
（北総線矢切駅近く）
047-365-2181

068

		
八柱支店

松戸市日暮1-3-1	〒270-2253	
（新京成八柱駅・JR新八柱駅前）
047-385-3131
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店舗外キャッシュコーナー
北松戸駅前 JR北松戸駅東口駅前
JR東松戸駅 券売機跡地
千葉大学園芸学部 緑風会館内
八ケ崎 あずまバス停前
松戸市立総合医療センター 病院1階
松戸東口 JR松戸駅東口前
馬橋駅西口 馬橋駅西口ロータリー前
リブレ京成三矢小台店 駐車場内
六実駅前 東武野田線六実駅バス停前

南房総市
226

白浜支店
南房総市白浜町白浜2696-1	〒295-0102	
（安房白浜バス停前）
0470-38-4111

227
千倉支店

南房総市千倉町北朝夷2798	〒295-0011
（北千倉バス停前）
0470-44-1511

228
和田支店

南房総市和田町和田403-1	〒299-2704	
（和田バス停前）
0470-47-3311

店舗外キャッシュコーナー
朝夷行政センター 庁舎入口付近
南房総市役所 駐車場内

茂原市
248

		
茂原支店

茂原市茂原365-1	〒297-0026	
（茂原銀座通り）
0475-24-2111

252

		
茂原東支店

茂原市町保1-10	〒297-0022	
（JR茂原駅前）
0475-24-6611

255
茂原南支店

茂原市千代田町2-3-2	〒297-0023	
（JR茂原駅南口千代田通り）
0475-22-1855

店舗外キャッシュコーナー
カインズホーム茂原店 国道128号沿い店入口
ホーマック茂原店 県道茂原線沿い店入口
茂原市役所 市役所正面ロータリー横
茂原ショッピングプラザ ケーヨーD2入口横

八街市
288

		
八街支店

八街市八街ほ238-37	〒289-1115	
（JR八街駅前通り）
043-443-2011

店舗外キャッシュコーナー
古谷プラザ 駐車場内
イオン八街店 1階入口前
八街市役所 市役所駐車場内
ランドマーク八街店 正面入口隣

八千代市
035

大和田支店
八千代市大和田297-20	〒276-0045	
（京成大和田駅前通り）
047-484-8111

041
勝田台支店

八千代市勝田台2-4-3	〒276-0023	
（京成勝田台駅前十字路）
047-483-1311

112
新八千代支店

八千代市ゆりのき台4-1-10	〒276-0042
（東葉高速鉄道八千代中央駅前）
047-486-6111

045

		
八千代支店

八千代市八千代台東1-1-10	〒276-0032	
（ユアエルム八千代台店1階）
047-483-2211

048
八千代緑が丘支店

八千代市緑が丘1-1-1	〒276-0049	
（東葉高速鉄道八千代緑が丘駅前）
047-450-1311

店舗外キャッシュコーナー
イオン八千代緑が丘ショッピングセンター 店1階駐車場脇
イトーヨーカドー八千代店 店1階
京成勝田台駅 駅地下通路売店街内
高津 高津団地ショッピングセンター内
東京女子医科大学八千代医療センター 1階ロビー
八千代市役所 市役所1階入口右
八千代台ビル ちばぎん証券八千代支店1階入口前
八千代台駅西口 八千代台駅西口ロータリー前

四街道市
301

		
四街道支店

四街道市鹿渡2001-8	〒284-0003	
（JR四街道駅前通り）
043-422-1511

135
四街道南支店

四街道市和良比247-1	〒284-0044	
（JR四街道駅南口）
043-432-4840

店舗外キャッシュコーナー
旭ヶ丘 旭ヶ丘商店街
イトーヨーカドー四街道店 店1階
MEGAドン・キホーテ四街道店 1階入口
四街道市役所 市役所入口隣

安房郡
222

鋸南支店
安房郡鋸南町竜島847-1	〒299-2118	
（JR安房勝山駅前通り）
0470-55-1611

夷隅郡
246

大多喜支店
夷隅郡大多喜町桜台63	〒298-0213	
（桜台三ツ角）
0470-82-3111

243
御宿支店

夷隅郡御宿町須賀505-6	〒299-5106	
（JR御宿駅前通り交差点）
0470-68-2321

店舗外キャッシュコーナー
おおたきショッピングプラザ 店1階

印旛郡
293

安食支店
印旛郡栄町安食2170-20	〒270-1516	
（「ナリタヤ安食店」敷地内）
0476-95-2111

297
酒々井支店

印旛郡酒々井町中央台1-29-7	〒285-0922	
（JR酒々井駅西側）
043-496-1221

店舗外キャッシュコーナー
酒々井プレミアムアウトレット フードコート裏
酒々井町役場 町役場駐車場入口隣

香取郡
284

神崎支店
香取郡神崎町神崎本宿2065	〒289-0221
（河岸通り）
0478-72-2331

281
笹川支店

香取郡東庄町笹川い679-3	〒289-0601	
（東庄交番100m先）
0478-86-1125

264
多古支店

香取郡多古町多古2703	〒289-2241	
（仲町商店街沿い）
0479-76-5111

店舗外キャッシュコーナー
多古町役場 町役場正面入口前



外国為替のご利用について
	貿易取扱店
	一般店（外国送金等一部業務のみ取扱い）
※外貨現金取扱店についてはHPをご参照ください。

店舗外キャッシュコーナーのご利用について
	土曜日も稼働（日・祝日は稼働いたしません）
	土・日・祝日も稼働／無印は平日のみ稼働
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山武郡
251

九十九里支店
山武郡九十九里町片貝3516-1	〒283-0104	
（西の下）
0475-76-4171

262
横芝支店

山武郡横芝光町横芝1339	〒289-1732
（JR横芝駅前通り）
0479-82-1221

店舗外キャッシュコーナー
九十九里町役場 町役場入口
芝山町役場 町役場入口
横芝光町役場 役場庁舎前

長生郡
247

一宮支店
長生郡一宮町一宮2956-1	〒299-4301	
（国道128号沿い（別称大通り））
0475-42-3611

店舗外キャッシュコーナー
一宮町役場 町役場南側

東京都
017

		
秋葉原支店

千代田区岩本町3-10-1	〒101-0032	
（岩本町交差点）
03-3863-2151

143 秋葉原支店
浜松町法人営業所出張所

港区芝大門2-12-9	〒105-0012	
（HF浜松町ビルディング3階）
03-3438-0061

139
品川支店

港区港南2-16-2	〒108-0075	
（太陽生命品川ビル20階）
03-5783-3911

120

		
葛西支店

江戸川区中葛西5-34-13	〒134-0083	
（東京メトロ東西線葛西駅前）
03-5675-4021

024
金町支店

葛飾区金町6-2-1	〒125-0042	
（ヴィナシス金町1階）
03-3607-4121

032
錦糸町支店

墨田区江東橋2-13-7	〒130-0022	
（国道14号沿い）
03-3633-7011

023
小岩支店

葛飾区新小岩1-53-10	〒124-0024	
（朝日生命新小岩ビル2階）
03-5662-9481

115
篠崎支店

江戸川区篠崎町7-27-23	〒133-0061	
（都営新宿線篠崎駅前）
03-5243-1501

020
新宿支店

新宿区西新宿2-4-1	〒163-0802	
（新宿NSビル2階）
03-3344-1661

新宿支店
池袋法人営業所出張所

豊島区南池袋2-29-12	〒171-0022
（HF池袋ビルディング3階）
03-5957-0857

140
恵比寿支店

渋谷区広尾1-1-39	〒150-0012
（恵比寿プライムスクエアタワー10階）
03-3400-1110

123
千住支店

足立区千住1-4-1	〒120-0034	
（東京芸術センター1階）
03-5284-1051

018
東京営業部

中央区日本橋室町1-5-5	〒103-0022（室町ち
ばぎん三井ビルディング〈COREDO室町3〉1・5階）
03-3270-8351

124
深川支店

江東区富岡2-1-9	〒135-0047
（永代通り沿いHF門前仲町ビルディング2階）
03-5639-2451

107
みずえ支店

江戸川区南篠崎町2-10-7	〒133-0065	
（都営新宿線瑞江駅前通り）
03-3698-8561

店舗外キャッシュコーナー
JR小岩駅南口 小岩駅南口サンロード沿い　
都営地下鉄船堀駅 都営地下鉄新宿線船堀駅改札前

ららぽーと豊洲 センターポート1階
東京メトロ池袋駅 有楽町線南西口改札付近

大阪府
401

大阪支店
大阪市中央区淡路町3-6-3	〒541-0047	
（御堂筋MTRビル）
06-6231-0321

埼玉県
125

越谷レイクタウン支店
越谷市レイクタウン8-4-3	〒343-0828	
（JR越谷レイクタウン駅北口ロータリー）
048-961-2101

133
三郷中央支店

三郷市中央3-4-12	〒341-0038
（つくばエクスプレス三郷中央駅北側）
048-953-8911

121

		
八潮駅前支店

八潮市大瀬1-2-8	〒340-0822
（つくばエクスプレス八潮駅前ロータリー）
048-994-4370

店舗外キャッシュコーナー
イオンタウン吉川美南 店1階

茨城県
128

		
神栖支店

神栖市神栖1-16-30	〒314-0143
（国道124号線沿い鹿島セントラルホテル向かい）
0299-95-5251

136
つくば支店

つくば市研究学園5-17-3	〒305-0817	
（イーアスつくば前）
029-858-4501

131

		
守谷支店

守谷市中央1-23-9	〒302-0115（つくば
エクスプレス守谷駅中央西口ロータリー前）
0297-46-1101

海外支店
451

ニューヨーク支店
1133	Avenue	of	the	Americas,15th	Floor,	
New	York,	N.Y.10036,	U.S.A.　
TEL:	1-212-354-7777

452
香港支店

Unit	2510,	One	Pacific	Place,	88	
Queensway,	Hong	Kong　
TEL:	852-2840-1222

454
ロンドン支店

3rd	Floor,	Regina	House,	1	Queen	Street,	
London	EC4N	1SW,	The	United	Kingdom　
TEL:	44-20-7315-3111

海外駐在員事務所

上海駐在員事務所
中華人民共和国	上海市延安西路2201號	上海
国際貿易中心	707室	
TEL:	86-21-62780482

シンガポール
駐在員事務所

50	Raffles	Place,	#10-06	Singapore	Land	
Tower,Singapore	048623　
TEL:	65-6438-4525

バンコク
駐在員事務所

No.98	Sathorn	Square	Office	Tower,	20th	Floor,	room	
2008,	North	Sathorn	Road,	Silom,	Bangrak,	Bangkok,	
10500,	Thailand　TEL:	66-2-163-2723


