
確認
★商工中金　支店・営業所　連絡先一覧 配布数／箇所

配布箇所数
NO 機関名 〒 住所 電話番号

1 札幌支店 〒060-0002 札幌市中央区北二条西3－1－20 011-241-7231
2 函館支店 〒040-0063 函館市若松町3－6 0138-23-5621
3 帯広支店 〒080-0013 帯広市西三条南6－20－1 0155-23-3185
4 釧路営業所 〒085-0847 釧路市大町1－1－1 0154-42-0671
5 旭川支店 〒070-0035 旭川市五条通9－1703－81 0166-26-2181

6 青森支店 〒030-0861 青森市長島2-1-7 017-734-5411
7 八戸支店 〒031-0086 八戸市大字八日町40－2 0178-45-8811
8 盛岡支店 〒020-0021 盛岡市中央通3－4－6 019-622-4185
9 仙台支店 〒980-0021 仙台市青葉区中央2－10－30 022-225-7411
10 秋田支店 〒010-0001 秋田市中通2－4－19 018-833-8531
11 山形支店 〒990-0038 山形市幸町2－1 023-632-2111
12 酒田支店 〒998-0044 酒田市中町2－6－22 0234-24-3922
13 福島支店 〒960-8054 福島市三河北町11－5 024-526-1201
14 会津若松営業所 〒965-0816 会津若松市南千石町6－5 0242-26-2617

15 水戸支店 〒310-0021 水戸市南町3－5－7 029-225-5151
16 宇都宮支店 〒320-0861 宇都宮市西１－１－１５ 028-633-8191
17 足利支店 〒326-0814 足利市通2－2751 0284-21-7131
18 前橋支店 〒371-0023 前橋市本町1-1-11 027-224-8151
19 さいたま支店 〒330-0064 さいたま市浦和区岸町4－25－13 048-822-5151
20 熊谷支店 〒360-0042 熊谷市本町2－95 048-525-3751
21 千葉支店 〒260-0028 千葉市中央区新町3－13 043-248-2345
22 松戸支店 〒271-0092 松戸市松戸1846－2 047-365-4111
23 八王子支店 〒192-0081 八王子市横山町2－5 042-646-3131
24 上野支店 〒110-0005 台東区上野1－10－12 03-3834-0111
25 大森支店 〒143-0016 大田区大森北1－1－10 03-3763-1251
26 京浜島出張所 〒143-0003 大田区京浜島2－10－2 03-3799-0331
27 押上支店 〒130-0002 墨田区業平3－10－8 03-3624-1161
28 浦安出張所 〒279-0025 浦安市鉄鋼通り2－1－6 047-355-8011
29 新宿支店 〒160-0023 新宿区西新宿1－22－2 03-3340-1551
30 深川支店 〒135-0042 江東区木場5－11－17 03-3642-7131
31 東京支店 〒105-0012 港区芝大門2－12－18 03-3437-1231
32 池袋支店 〒171-0022 豊島区南池袋1－21－10 03-3988-6311
33 渋谷支店 〒150-0002 渋谷区渋谷2－17－5 03-3486-6511
34 神田支店 〒104-0028 中央区八重洲2-10-17 03-3272-6111
35 新木場支店 〒136-0082 江東区新木場1－18－6 03-5569-1711
36 本店営業部 〒104-0028 中央区八重洲2-10-17 03-3272-6111
37 横浜支店 〒231-0003 横浜市中区北仲通4－40 045-201-3952
38 川崎支店 〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町26－4 044-244-1101
39 横浜西口支店 〒220-0004 横浜市西区北幸1－11－1 045-314-3211
40 相模原営業所 〒252--231 相模原市中央区相模原4－3－14 042-786-6230

41 新潟支店 〒950-0087 新潟市中央区東大通２－４－４ 025-255-5111
42 長岡支店 〒940-0061 長岡市城内町1－2－10 0258-35-2121
43 甲府支店 〒400-0032 甲府市中央1－6－16 055-233-1161
44 長野支店 〒380-0814 長野市西鶴賀町1483－11 026-234-0145
45 諏訪支店 〒392-0026 諏訪市大手1－14－6 0266-52-6600
46 松本支店 〒390-0811 松本市中央2-1-27 0263-35-6211

47 岐阜支店 〒500-8828 岐阜市若宮町9－16 058-263-9191
48 高山営業所 〒506-0025 高山市天満町5－1 0577-32-3353
49 静岡支店 〒420-0853 静岡市葵区追手町6－3 054-254-4131
50 浜松支店 〒430-0917 浜松市中区常盤町133－1 053-454-1521
51 沼津支店 〒410-0046 沼津市米山町６－５ 055-920-5000
52 熱田支店 〒456-0018 名古屋市熱田区新尾頭2－2－33 052-682-3111
53 名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦3－23－18 052-951-7581
54 豊橋支店 〒440-0897 豊橋市松葉町3－71－2 0532-52-0221
55 津支店 〒514-0004 津市栄町4－254－1 059-228-4155
56 四日市支店 〒510-0074 四日市市鵜の森1－3－20 059-351-4871

57 富山支店 〒930-0004 富山市桜橋通り6－11 076-444－5121
58 高岡支店 〒933-0912 高岡市丸の内2-6 0766-25-5431
59 金沢支店 〒920-0964 金沢市本多町3－1－25 076-221-6141
60 福井支店 〒910-0005 福井市大手3－14－9 0776-23-2090

61 大津支店 〒520-0047 大津市浜大津1－2－22 077-522-6791
62 彦根支店 〒522-0073 彦根市旭町9－3 0749-24-3831
63 京都支店 〒600-8421 京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町１５９－１ 075-361-1120
64 大阪支店 〒550-0011 大阪市西区阿波座1－7－13 06-6532-0309
65 堺支店 〒590-0972 堺市堺区竜神橋町2－1－2 072-232-9441
66 梅田支店 〒530-0012 大阪市北区芝田2－1－18 06-6372-6551
67 船場支店 〒542-0081 大阪市中央区南船場1－18－17 06-6261-8431
68 箕面船場支店 〒562-0035 箕面市船場東2－5－55 072-729-9181
69 東大阪支店 〒577-0013 東大阪市長田中2－1－32 06-6746-1221
70 神戸支店 〒650-0032 神戸市中央区伊藤町111 078-391-7541
71 姫路支店 〒670-0015 姫路市総社本町111 079-223-8431
72 尼崎支店 〒660-0892 尼崎市東難波町5－19－8 06-6481-7501
73 奈良支店 〒630-8227 奈良市林小路町8－1 0742-26-1221
74 和歌山支店 〒640-8152 和歌山市十町丁2－1 073-432-1281

75 鳥取支店 〒680-0023 鳥取市片原2－218 0857-22-3171
76 米子支店 〒683-0067 米子市東町168 0859-34-2711
77 松江支店 〒690-0887 松江市殿町210 0852-23-3131
78 浜田営業所 〒697-0015 浜田市竹迫町2886 0855-23-3033
79 岡山支店 〒700-0818 岡山市北区蕃山町4－1 086-225-1131
80 広島支店 〒730-0051 広島市中区大手町2－1－2 082-248-1151
81 福山支店 〒720-0814 福山市光南町1－1－30 084-922-6830
82 広島西部支店 〒733-0833 広島市西区商工センター1－14－1 082-277-5421
83 下関支店 〒750-0016 下関市細江町1－1－13 083-223-1151
84 徳山支店 〒745-0034 周南市御幸通1－10 0834-21-4141

85 徳島支店 〒770-0901 徳島市西船場町2－30 088-623-0101
86 高松支店 〒760-0052 高松市瓦町1－3－8 087-821-6145
87 松山支店 〒790-00１1 松山市千舟町三丁目3番地8 089-921-9151
88 高知支店 〒780-0870 高知市本町4－2－46 088-822-4481

89 福岡支店 〒810-0001 福岡市中央区天神1－13－21 092-712-6551
90 北九州支店 〒802-0003 北九州市小倉北区米町2－1－2 093-533-9567
91 久留米支店 〒830-0032 久留米市東町42－21 0942-35-3381
92 佐賀支店 〒840-0801 佐賀市駅前中央1－6－23 0952-23-8121
93 長崎支店 〒850-0841 長崎市銅座町2－13 095-823-6241
94 佐世保支店 〒857-0053 佐世保市常盤町4－21 0956-23-8141
95 熊本支店 〒860-0846 熊本市中央区城東町2－23 096-352-6184
96 大分支店 〒870-0034 大分市都町2－1－6 097-534-4157
97 宮崎支店 〒880-0811 宮崎市錦町1-10 0985-24-1711

近畿エリア
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東海エリア
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98 鹿児島支店 〒892-0847 鹿児島市西千石町17－24 099-223-4101
99 那覇支店 〒900-0015 那覇市久茂地2－22－10 098-866-0196
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