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は出張所、 　は外国為替取扱店、 　は外貨両替店、 　は独立行政法人 住宅金融支援機構業務取扱店、　　は信託代理店 
全ての店舗に視覚障害者対応ATM設置済です 

出 信託 

地域別店舗・無人店舗（店舗外現金自動設備）一覧 

千　葉　市 

旭　　市 
旭 
（アサヒ） 

289-2511  旭市イ2651-1 0479（62）1181

我　孫　子　市 
湖北台 
（コホクダイ） 
天王台 
（テンノウダイ） 
新木 
（アラキ） 

布佐 
（フサ） 

我孫子 
（アビコ） 
 

270-1132  我孫子市湖北台3-1-3 

270-1176  我孫子市柴崎台1-10-12 

270-1112  我孫子市新木2031-1 

270-1101  我孫子市布佐1-18-6 

270-1166  我孫子市我孫子1-9-16

04（7188）2221 

04（7185）2101 

04（7188）6411 

04（7189）4411 

04（7186）5511

東急ストア布佐店脇 
エスパ我孫子店脇 

JR天王台駅南口 

市　川　市 
本八幡 
（モトヤワタ） 
北方 
（キタカタ） 
行徳 
（ギョウトク） 
原木中山  
（バラキナカヤマ） 
市川 
（イチカワ） 

272-0023  市川市南八幡4-5-8 

272-0815  市川市北方2-6-8  

272-0104  市川市本塩16-10 

272-0014  市川市田尻4-16-7 

272-0034  市川市市川1-5-16

047（378）2511 

047（336）1181 

047（356）9111 

047（393）1511 

047（324）2121

ネッツトヨタ千葉市川大野店駐車場 
市川妙典サティ1番街店内 

ショップス市川1階入口脇 
国分小学校前 

【美浜区】 
海浜幕張 
（カイヒンマクハリ） 
稲毛海岸 
（イナゲカイガン） 

261-0013  千葉市美浜区打瀬2-4パティオス1番街102 

261-0004  千葉市美浜区高洲1-21-1

043（211）0200 

043（278）0800

カルフール幕張1階 
幕張テクノガーデンビルB棟2階 

マリンピア1階 
パット稲毛Aブロック 
三井アウトレットパーク幕張1階 

【中央区】 
本店営業部 
（ホンテンエイギョウブ） 

本町 
（ホンチョウ） 

松ヶ丘 
（マツガオカ） 

蘇我 
（ソガ） 

西千葉 
（ニシチバ） 

千葉ローンプラザ 
（チバローンプラザ） 

260-0015  千葉市中央区富士見1-11-11 

260-0013  千葉市中央区中央3-11-8 

260-0807  千葉市中央区松ヶ丘町245 

260-0842  千葉市中央区南町2-14-1 

260-0044  千葉市中央区松波2-12-3 

260-0015  千葉市中央区富士見1-11-11（京葉銀行本店となり） 

043（222）2121 

043（222）1155 

043（264）7551 

043（265）1331 

043（253）1131 

043（222）1361

県庁本庁舎5階 
千葉市役所本庁舎1階 
千葉社会保険病院1階 
千葉大学医学部附属病院地下1階 
JR千葉駅前 
JR西千葉駅ペリエ西千葉店内 

京成千葉中央駅ビルATMコーナー 
千葉そごう8階 
千葉三越地下2階 
 トップマート都町店駐車場 
サンテール千葉1階 
ホームズ蘇我店1階 

【花見川区】 
幕張本郷 
（マクハリホンゴウ） 
新検見川 
（シンケミガワ） 

さつきが丘 
（サツキガオカ） 

こてはし台 
（コテハシダイ） 

幕張 
（マクハリ） 

262-0033  千葉市花見川区幕張本郷6-24-33 

262-0025  千葉市花見川区花園1-14-5 

262-0014  千葉市花見川区さつきが丘1-30 

262-0005  千葉市花見川区こてはし台5-9-5 

262-0032  千葉市花見川区幕張町6-75-2

043（276）3211 

043（274）2811 

043（259）1321 

043（259）2111 

043（272）5811

スーパーカワグチこてはし南店駐車場 
JR幕張駅南口 
ヤマザキデイリーストア朝日ヶ丘店脇 

ジャスコ鎌取店1階 
トップマート鎌取店入口脇 
ベイシアちば古市場店内 

サミットストア花見川店1階 
コープ花見川店駐車場 

【稲毛区】 
みどり台 
（ミドリダイ） 

稲毛 
（イナゲ） 

宮野木 
（ミヤノギ） 

263-0023  千葉市稲毛区緑町1-8-12 

263-0043  千葉市稲毛区小仲台2-5-2 

263-0005  千葉市稲毛区長沼町267-3

043（247）8866 

043（251）0211 

 043（250）0661

千草台中学校前 千葉大学西千葉キャンパス内 

【若葉区】 
千城台 
（チシロダイ） 

都賀 
（ツガ） 

264-0005  千葉市若葉区千城台北4-8-23 

264-0026  千葉市若葉区西都賀3-4-5

043（237）8221 

043（253）1111

ラパーク千城台1階 
千葉都市モノレール千城台駅そば 

なかやショッピングセンター駐車場 
コープ東寺山店内 

い　す　み　市 
大原 
（オオハラ） 

298-0004  いすみ市大原7944-4 0470（62）4431

【緑区】 
鎌取 
（カマトリ） 
誉田 
（ホンダ） 

土気 
（トケ） 

266-0031  千葉市緑区おゆみ野3-5-1 

266-0005  千葉市緑区誉田町2-24 

267-0066  千葉市緑区あすみが丘1-43-4

043（292）3211 

043（292）3111 

043（294）8611

イオンおゆみ野ショッピングセンター1階ATMコーナー 
土気あすみが丘とうきゅう2階 

市　原　市 
五井 
（ゴイ） 

国分寺台 
（コクブンジダイ） 

ちはら台 
（チハラダイ） 

八幡  
（ヤワタ） 

姉崎 
（アネサキ） 

有秋台 
（ユウシュウダイ） 

290-0056  市原市五井2768-1 

290-0073  市原市国分寺台中央1-5-1 

290-0141  市原市ちはら台東2-1-11 

290-0062  市原市八幡214-1 

299-0111  市原市姉崎545 

299-0124  市原市有秋台東2-3

0436（21）4361 

0436（21）3111 

0436（52）3311 

0436（42）3131 

0436（61）2333 

0436（66）3111

青葉台団地ドラッグストアー与三郎前 
JR五井駅西口 

スーパーマルエイ四　店前 
アピタ市原店内 

辷　 

信託 

信託 

信託 

●無人店舗設置場所 

●無人店舗設置場所 

●無人店舗設置場所 

●無人店舗設置場所 

●無人店舗設置場所 

●無人店舗設置場所 

●無人店舗設置場所 

●無人店舗設置場所 

●無人店舗設置場所 

ネットワーク 
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印　西　市 
印西 
（インザイ） 

千葉ニュータウン 
（チバニュータウン） 

270-1327  印西市大森3870-3 

270-1350  印西市中央北2-1-2

0476（42）3231 

0476（46）1311

ジャスコ千葉ニュータウン中央店内 

浦　安　市 
浦安 
（ウラヤス） 

新浦安 
（シンウラヤス） 

浦安富岡 
（ウラヤストミオカ） 

279-0002  浦安市北栄1-12-23 

279-0011  浦安市美浜1-8-1 

279-0021  浦安市富岡3-2-3

047（351）2101 

047（354）1001 

047（352）5151

ショッパーズプラザ新浦安店1階 JR新浦安駅海側明海大学前 

柏　　市 
柏 
（カシワ） 

北柏 
（キタカシワ） 

つくしが丘 
（ツクシガオカ） 

豊四季 
（トヨシキ） 

柏の葉キャンパス 
（カシワノハキャンパス） 
南柏 
（ミナミカシワ） 

沼南 
（ショウナン） 

柏ローンプラザ 
（カシワローンプラザ） 

柏コンサルティングプラザ 
（カシワコンサルティングプラザ） 

277-0021  柏市中央町1-1 

277-0827  柏市松葉町4-5 

277-0072  柏市つくしが丘1-1-5 

277-0863  柏市豊四季185-1 

277-0871  柏市若柴233-2 

277-0855  柏市南柏1-13-17 

277-0921  柏市大津ヶ丘3-2 

277-0005  柏市柏4-8-1柏東口金子ビル6階 

277-0005  柏市柏1-1-11ファミリかしわビル2階 

04（7167）6135 

04（7133）5611 

04（7175）0311 

04（7147）7666 

04（7135）1211 

04（7145）9111 

04（7192）1121 

04（7163）7272 

04（7163）7781

鴨　川　市 
鴨川 
（カモガワ） 

296-0001  鴨川市横渚707-6 04（7093）3111

君　津　市 
君津 
（キミツ） 
君津東 
（キミツヒガシ） 

299-1144  君津市東坂田1-3-3-101 

299-1162  君津市南子安4-32-1

0439（52）9111 

0439（52）6811

アピタ君津店脇 

佐　倉　市 
志津 
（シヅ） 

ユーカリが丘 
（ユーカリガオカ） 

うすい 
（ウスイ） 
佐倉 
（サクラ） 

佐倉山王 
（サクラサンノウ） 

285-0855  佐倉市井野1422-4 

285-0843  佐倉市中志津3-37-8 

285-0837  佐倉市王子台3-1-1 

285-0817  佐倉市大崎台1-3-2 

285-0807  佐倉市山王1-9-5

043（489）2211 

043（461）1021 

043（461）7121 

043（486）3311 

043（486）2231

京成ユーカリが丘駅南口 
　スカイプラザステーションタワー  タワー棟2階 
マルエツ新志津店駐車場 

出 

カワチ薬品そめい野店入口脇 
ベイシア佐倉店入口そば 

木　更　津　市 
木更津 
（キサラヅ） 

292-0057  木更津市東中央3-1-8 0438（23）7311

木更津グリーンシティショッピングセンター1階 
アピタ木更津店1階 

JR木更津駅西口脇 

JR柏駅南口ファミリかしわビル2階 
柏市役所本庁舎1階 
セブン-イレブン松葉町店隣 
国立がんセンター1階 
東武野田線新柏駅前 
ヨークマート新柏店前 

マックスバリュ松ヶ崎店脇 
JR南柏駅東口 
いなげや沼南店駐車場 
イオン柏ショッピングセンター1階ATMコーナー 
ららぽーと柏の葉1階ATMコーナー 

勝　浦　市 
勝浦 
（カツウラ） 

299-5234  勝浦市勝浦173 0470（73）1231

鎌　ヶ　谷　市 
鎌ヶ谷 
（カマガヤ） 

新鎌ヶ谷 
（シンカマガヤ） 

273-0105  鎌ヶ谷市鎌ヶ谷1-5-36 

273-0107  鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷2-8-10

047（443）3411 

047（441）0100

コープ鎌ヶ谷店内 
ダイソー鎌ヶ谷道野辺店駐車場 
サミットストア馬込沢駅前店駐輪場 

イオン鎌ヶ谷ショッピングセンター 
　ジャスコ1階市役所側入口脇 

香　取　市 
佐原 
（サワラ） 

小見川 
（オミガワ） 

287-0003  香取市佐原イ537-2 

289-0313  香取市小見川78

0478（52）4191 

0478（83）3131

香取市役所駐車場 
サワラシティ1階 
小見川総合病院脇 

香取市小見川区事務所1階 
香取市栗源区事務所入口脇 
香取市山田区事務所脇 

山　武　市 

ランドロームフードマーケット山武店前 
ラパーク成東店内 

松尾支所脇 

館　山　市 
館山 
（タテヤマ） 

294-0045  館山市北条1820 0470（22）7611

白　井　市 
白井 
（シロイ） 

270-1435  白井市清水口1-1-16 047（492）1881

白井ラパモール前  

袖　ヶ　浦　市 
長浦 
（ナガウラ） 

299-0246  袖ヶ浦市長浦駅前3-3-2 0438（62）3113

尾張屋長浦店入口脇 

匝　瑳　市 
八日市場 
（ヨウカイチバ） 

289-2144  匝瑳市八日市場イ2578-1 0479（72）1251

野栄総合支所入口脇 

信託 

信託 

信託 

●無人店舗設置場所 

●無人店舗設置場所 

●無人店舗設置場所 

●無人店舗設置場所 

●無人店舗設置場所 

●無人店舗設置場所 

●無人店舗設置場所 

●無人店舗設置場所 

●無人店舗設置場所 

●無人店舗設置場所 

●無人店舗設置場所 

●無人店舗設置場所 

は出張所、 　は外国為替取扱店、 　は外貨両替店、 　は独立行政法人 住宅金融支援機構業務取扱店、　　は信託代理店 
全ての店舗に視覚障害者対応ATM設置済です 

出 信託 
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は出張所、 　は外国為替取扱店、 　は外貨両替店、 　は独立行政法人 住宅金融支援機構業務取扱店、　　は信託代理店 
全ての店舗に視覚障害者対応ATM設置済です 

出 信託 

ロックシティ館山ショッピングセンター内 

流　山　市 
江戸川台 
（エドガワダイ） 

初石 
（ハツイシ） 

流山 
（ナガレヤマ） 

流山おおたかの森 
（ナガレヤマオオタカノモリ） 

270-0115  流山市江戸川台西1-2 

270-0114  流山市東初石3-96-43 

270-0157  流山市平和台4-35-2 

270-0137  流山市市野谷635-1

04（7152）3151 

04（7154）5331 

04（7150）1501 

04（7150）8611

富　里　市 
富里 
（トミサト） 

286-0221  富里市七栄128-7 0476（91）0211

ベイシア富里店入口そば 

習　志　野　市 
津田沼 
（ツダヌマ） 
新習志野 
（シンナラシノ） 
藤崎 
（フジサキ） 

大久保 
（オオクボ） 

実籾 
（ミモミ） 

275-0026  習志野市谷津1-17-27 

275-0025  習志野市秋津3-6-1 

275-0017  習志野市藤崎3-12-16 

275-0012  習志野市本大久保3-9-24 

275-0002  習志野市実籾5-5-20

047（477）1151 

047（451）1121 

047（478）8111 

047（473）3101 

047（473）5111

ワイズマート香澄店駐車場 
ヨークマート谷津店脇 

イオン津田沼ショッピングセンター 
　ジャスコ1階食品ゾーン脇 
ハイパーモールメルクス新習志野内スーパーベルクス入口そば 

野　田　市 
野田 
（ノダ） 

川間 
（カワマ） 

梅郷 
（ウメサト） 

278-0037  野田市野田689-1 

270-0235  野田市尾崎853 

278-0022  野田市山崎1679-2

04（7125）6611 

04（7127）2611 

 04（7123）1311

ジャスコノア店郵便局前 
ヨークマート川間南店脇 

富　津　市 
富津 
（フッツ） 

293-0001  富津市大堀2197-1 0439（87）9711

富津ショッピングセンター3階 

松　戸　市 
松戸 
（マツド） 
矢切 
（ヤギリ） 

松戸新田 
（マツドシンデン） 

北小金 
（キタコガネ） 

常盤平 
（トキワダイラ） 

五香 
（ゴコウ） 

271-0092  松戸市松戸1776 

271-0087  松戸市三矢小台3-19-5 

270-2242  松戸市仲井町1-4 

270-0003  松戸市東平賀19-1 

270-2261  松戸市常盤平5-21-11 

270-2251  松戸市金ヶ作408

047（364）2171 

047（362）8011 

047（362）3211 

047（348）9001 

047（387）4111 

047（388）2811

船　橋　市 
船橋 
（フナバシ） 

馬込沢 
（マゴメザワ） 

中山 
（ナカヤマ） 

船橋駅前 
（フナバシエキマエ） 

二和向台 
（フタワムコウダイ） 

海神 
（カイジン） 

北習志野 
（キタナラシノ） 

古和釜 
（コワガマ） 

高根 
（タカネ） 

船橋ローンプラザ 
（フナバシローンプラザ） 

273-0005  船橋市本町4-34-12 

273-0048  船橋市丸山5-31-1 

273-0035  船橋市本中山4-25-10 

273-0005  船橋市本町7-6-1 

274-0805  船橋市二和東6-16-3 

273-0021  船橋市海神4-19-2 

274-0063  船橋市習志野台2-49-20 

274-0064  船橋市松が丘3-3-1 

274-0063  船橋市習志野台1-1-3 

273-0005  船橋市本町6-7-1 ANパークビル3階 

047（422）9191 

047（430）2411 

047（335）6101 

047（422）5501 

047（447）1171 

047（434）8181 

047（466）5131 

047（464）1011 

047（462）1111 

047（425）1187

咲が丘寺尾ストアーななめ前 
船橋中央病院1階 
新京成北習志野駅西口 
ヨークマート夏見台店隣 
ららぽーと西館1階 

ららぽーと北館1階 
ヨークマート咲が丘店脇 
マックスバリュ新船橋店専門店街 
ヤオコー船橋三咲店内 

ロックタウン野田七光台マックスバリュ脇 
ベイシア野田さくらの里店内 

出 

銚　子　市 
銚子 
（チョウシ） 

288-0056  銚子市新生町2-9-1 0479（22）5505

島田総合病院1階 

東　金　市 
東金 
（トウガネ） 

283-0802  東金市東金1393 0475（52）3171

スーパーカワグチ日吉台店脇 
ベイシア東金店内 

東金ショッピングセンターサンピア2階 

成田赤十字病院新館1階 
成田国際空港貨物管理ビル1階 
成田国際空港 
　第1旅客ターミナル中央ビル1階 
成田国際空港 
　第1旅客ターミナル北ウイング4階 

成田国際空港 
　第2旅客ターミナルビル3階 
成田ユアエルム1階 
イオン成田ショッピングセンター1階 

成　田　市 
成田 
（ナリタ） 

成田西 
（ナリタニシ） 

成田ローンプラザ 
（ナリタローンプラザ） 

成田空港　　（両替店） 
（ナリタクウコウ） 

成田空港サテライト　　（両替店） 
（ナリタクウコウサテライト） 

成田空港第二　　（両替店） 
（ナリタクウコウダイニ） 

286-0033  成田市花崎町774-2 

286-0017  成田市赤坂2-1-17 

286-0033  成田市花崎町774-2京葉銀行成田支店2階 

282-0004   

282-0004   

282-0021 

0476（22）2545 

0476（26）3911 

0476（24）7822 

0476（34）6368 

0476（34）6370 

0476（33）2910

出 

出 

出 

成田市古込字古込1-1 成田空港 
第2ターミナル本館1階到着ロビー 
成田市古込字古込1-1 成田空港 
第2ターミナルサテライト3階 
成田市三里塚字御料牧場1-1 成田空港 
第1ターミナル北ウイング4階出発ロビー 

信託 

信託 

信託 

●無人店舗設置場所 

●無人店舗設置場所 

●無人店舗設置場所 

東武野田線江戸川台駅東口商店街 
松ヶ丘団地入口 
東武野田線運河駅前 

ヨークマート江戸川台店脇 
流山おおたかの森ショッピングセンター1階ATMコーナー 

●無人店舗設置場所 

●無人店舗設置場所 

●無人店舗設置場所 ●無人店舗設置場所 

●無人店舗設置場所 

●無人店舗設置場所 

●無人店舗設置場所 



は出張所、 　は外国為替取扱店、 　は外貨両替店、 　は独立行政法人 住宅金融支援機構業務取扱店、　　は信託代理店 
全ての店舗に視覚障害者対応ATM設置済です 

出 信託 

ネットワーク 24

■コンビニATM（E-net） 
　コンビニATM（E-net）は、「　　　　 」マークの表示のある、県内580ヵ所・全国9,916ヵ所のコンビニエンス・ストア等でご利用いただけます。
　（設置店舗数は、平成21年11月30日現在） 

■コンビニATM（セブン銀行） 
　全国のセブン-イレブンやイトーヨーカドー等に設置のセブン銀行のATMがご利用いただけます。　 
　（県内804ヵ所、全国13,147ヵ所／平成21年11月30日現在） 

大  網  白  里  町  （  山  武  郡  ） 
大網 
（オオアミ） 

299-3251  大網白里町大網97 0475（72）3171

アミリィ1階 

東　京　都 
東京 
（トウキョウ） 

103-0022  東京都中央区日本橋室町1-13-6 03（3279）0741

鋸  南  町  （  安  房  郡  ） 
保田 
（ホタ） 

299-1902  鋸南町保田227 0470（55）0531

横  芝  光  町  （  山  武  郡  ） 
横芝 
（ヨコシバ） 

289-1732  横芝光町横芝1190-1 0479（82）1331

栄  町  （  印  旛  郡  ） 
栄 
（サカエ） 

270-1515  栄町安食台1-3-2 0476（95）1821

多  古  町  （  香  取  郡  ） 
多古 
（タコ） 

289-2241  多古町多古2738 0479（76）5151

酒  々  井  町  （  印  旛  郡  ） 
酒々井 
（シスイ） 

285-0922  酒々井町中央台1-8-1 043（496）2131

JR酒々井駅東口階段脇 

●千葉県内　118ヵ店　●都内　1ヵ店　●無人店舗　143ヵ所 
（平成21年11月30日現在） 

 
本店 
幸町センター 
東京事務所 

260-0015  千葉市中央区富士見1-11-11 
261-0001  千葉市美浜区幸町1-6-5 
103-0022  東京都中央区日本橋室町1-13-6

043（222）2121 
043（242）0811 
03（3279）3321

横芝光町役場脇 

四　街　道　市 
四街道 
（ヨツカイドウ） 

四街道南  
（ヨツカイドウミナミ） 

千代田 
（チヨダ） 

284-0005  四街道市四街道1-6-5 

284-0044  四街道市和良比241-1 

284-0015  四街道市千代田5-35

043（422）1553 

043（433）1211 

 043（422）8111

四街道市役所本庁舎入口脇 
コープ四街道脇 
大日交差点そば 

MEGAドン・キホーテ四街道店内 
四街道三徳プラザ入口脇 

茂　原　市 
茂原 
（モバラ） 

茂原緑ヶ丘 
（モバラミドリガオカ） 

297-0024  茂原市八千代2-1-1 

297-0065  茂原市緑ヶ丘1-42-1

0475（25）1161 

0475（22）1151

茂原ショッピングプラザアスモ脇 
カインズホーム茂原店駐車場 

JR茂原駅東口 
マツモトキヨシ茂原中の島店駐車場 

八　街　市 
八街 
（ヤチマタ） 

289-1115  八街市八街ほ246-6 043（443）1321

八街市役所前 
古谷プラザ駐車場 
JR榎戸駅前 

マックスバリュ八街店内 
カインズホーム八街店駐車場 

八　千　代　市 
八千代 
（ヤチヨ） 

276-0043  八千代市萱田2241-16 047（483）7156

ヨークマート八千代村上店前 
八千代村上ショッピングセンター専門店ゾーン1階 

イオン八千代緑が丘ショッピングセンター 
　1階ATMコーナー 

いなげや松戸新田店脇 
JR松戸駅西口伊勢丹通り 

新京成八柱駅・JR武蔵野線新八柱駅前 

南　房　総　市 
千倉 
（チクラ） 

295-0012  南房総市千倉町南朝夷1055-1 0470（44）1315

●無人店舗設置場所 

●無人店舗設置場所 

●無人店舗設置場所 

●無人店舗設置場所 

●無人店舗設置場所 

●無人店舗設置場所 

●無人店舗設置場所 

●無人店舗設置場所 



野田 
梅郷 
江戸川台 

流山おおたかの森 

柏の葉キャンパス 
初石 

流山 

南柏 

豊四季 

北柏 
柏ローンプラザ 

柏コンサルティングプラザ 

五香（出張所） 

天王台 

我孫子 

北小金 
常盤平 

松戸新田 

沼南 

柏 
新木 

湖北台 

布佐 
印西 

栄 

千葉ニュータウン 

成田西 

成田（成田ローンプラザ） 

 成田空港 
（両替出張所3ヵ所） 

多古 

富里 酒々井 

八街 

うすい 

ユーカリが丘 

志津 

旭 

佐原 

小見川 

銚子 

八日市場 

横芝 佐倉 

佐倉山王（出張所） 

四街道南 
都賀 

東金 

鎌取 誉田 土気 

本町 
松ヶ丘 

ちはら台 

茂原緑ヶ丘 

千城台 

西千葉 

本店（千葉ローンプラザ） 

茂原 

大原 

大網 

有秋台 

長浦 

木更津 
君津 

君津東 

富津 

姉崎 

八幡 

国分寺台 

五井 蘇我 

保田 

勝浦 

鴨川 

館山 
千倉 

こてはし台 

白井 

四街道 

宮野木 

さつきが丘 千代田 

二和向台 

八千代 
北習志野 

稲毛 

みどり台 

つくしが丘 

馬込沢 

鎌ヶ谷 新鎌ヶ谷 

実籾 

高根 

古和釜 

大久保 

幕張本郷 

幕張 

船橋ローンプラザ 

稲毛海岸 

新検見川 

松戸 

矢切 

浦安富岡 

北方 

海神 

船橋 
藤崎 

新習志野 

東京 

新浦安 

浦安 

行徳 

原木中山 

本八幡 
中山 

海浜幕張 

市川 

津田沼 

船橋駅前 

本店（千葉ローンプラザ） 

川間 

店舗数=●は店舗所在地 

上記以外にも全国各地の郵便局、および
提携金融機関（都市銀行、信託銀行、
地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、農協、
県信連、労働金庫、信用組合、信漁連） 
での現金自動設備のご利用ができます。 

計 119店舗 

千 葉 県 内  
 
東 京 都 内  

118店舗 
　 

1店舗 
（うち出張所　　　　　　　　　　　　　3店舗） 

 
・両替出張所 
・店舗外現金自動設備 
・コンビニATM「E-net」 
 
・セブン銀行ATM 
 
・イオン銀行ATM 
 
・JR東日本の駅のATM 
 「VIEW ALTTE」 

3ヵ所 

143ヵ所 

9,916ヵ所 
 

13,147ヵ所 
 

1,523ヵ所 
 

 
全国183駅など 271台 

（うち県内　　　　　　　　　　　　580ヵ所） 

（うち県内　　　　　　　　　　　　804ヵ所） 

（うち県内　　　　　　　　　　　　  53ヵ所） 

（うち県内　　　　　　　　 26駅など  31台） 

（平成21年11月30日現在） 

（平成21年11月30日現在） 

店舗地図 

店舗ネットワーク 

店舗地図 25



本店（千葉ローンプラザ） 

〒260-0015　千葉市中央区富士見1-11-11 
TEL （043）222-2121（代） 

ホームページアドレス　http://www.keiyobank.co.jp 

平成22年1月発行 

経営企画部 株式会社 

本資料中に掲載してある計数は、原則として単位未満
を切り捨てのうえ表示しています。 
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