
平成27年1月1日現在

【全連合会数：1】

所管 都道府県名 信用協同組合連合会名 郵便番号 本店等所在地 代表等電話番号

金融庁
【計1連合会】

東京都
【計1連合会】

全国信用協同組合連合会 104-8310 東京都中央区京橋１－９－１ 03-3562-5111

平成27年1月1日現在

【全組合数：154】

所管 都道府県名 信用組合名 郵便番号 本店等所在地 代表等電話番号

北海道財務局
【計7組合】

北海道
【計7組合】

ウリ信用組合 060-0042 北海道札幌市中央区大通西１２－４－７０ 011-218-3000

釧路信用組合 085-0015 北海道釧路市北大通９－２ 0154-22-3161

札幌中央信用組合 060-8513 北海道札幌市中央区南２条西２－１２ 011-231-8136

空知商工信用組合 072-0025 北海道美唄市西２条南２－１－１ 0126-62-6164

十勝信用組合 080-0010 北海道帯広市大通南９－１８・２０ 0155-23-1371

函館商工信用組合 040-0033 北海道函館市千歳町９－６ 0138-23-2101

北央信用組合 060-0061 北海道札幌市中央区南１条西８－７－１ 011-261-9151

東北財務局
【計15組合】

青森県
【計1組合】

青森県信用組合 030-0843 青森県青森市大字浜田字玉川２０７－１ 017-739-7112

信用協同組合連合会認可一覧

信用組合認可一覧



所管 都道府県名 信用組合名 郵便番号 本店等所在地 代表等電話番号

岩手県
【計2組合】

岩手県医師信用組合 020-0024 岩手県盛岡市菜園２－８－２０ 019-651-0211

杜陵信用組合 020-8570 岩手県盛岡市内丸１０－１　岩手県庁内 019-651-5550

宮城県
【計3組合】

石巻商工信用組合 986-0822 宮城県石巻市中央２－１１－５ 0225-95-3333

仙北信用組合 989-5501 宮城県栗原市若柳字川北中町１１ 0228-32-3014

古川信用組合 989-6165 宮城県大崎市古川十日町７－８ 0229-22-1069

秋田県
【計1組合】

秋田県信用組合 010-0011 秋田県秋田市南通亀の町４－５ 018-831-3551

山形県
【計4組合】

北郡信用組合 995-0016 山形県村山市楯岡晦日町１－８ 0237-55-7333

山形県医師信用組合 990-2473 山形県山形市松栄１－６－７３ 023-666-5700

山形第一信用組合 992-0351 山形県東置賜郡高畠町大字高畠６８７ 0238-52-1410

山形中央信用組合 993-8642 山形県長井市本町１－３－３ 0238-84-2187

福島県
【計4組合】

会津商工信用組合 965-0037 福島県会津若松市中央１－１－３０ 0242-22-7575

いわき信用組合 971-8162 福島県いわき市小名浜花畑町２－５ 0246-54-6711

相双五城信用組合 976-0042 福島県相馬市中村字大町６９ 0244-36-5561

福島県商工信用組合 963-8877 福島県郡山市堂前町７－７ 024-991-1000

関東財務局
【計54組合】

茨城県
【計1組合】

茨城県信用組合 310-8622 茨城県水戸市大町２－３－１２ 029-231-2131



所管 都道府県名 信用組合名 郵便番号 本店等所在地 代表等電話番号

栃木県
【計2組合】

那須信用組合 329-2727 栃木県那須塩原市永田町６－９ 0287-36-1215

真岡信用組合 321-4361 栃木県真岡市並木町１－１３－１ 0285-82-3401

群馬県
【計4組合】

あかぎ信用組合 371-0022 群馬県前橋市千代田町５－１７－３ 027-231-9201

群馬県信用組合 379-0193 群馬県安中市原市６６８－６ 027-382-2433

群馬県医師信用組合 371-0022 群馬県前橋市千代田町１－７－４ 027-233-7306

ぐんまみらい信用組合 370-0824 群馬県高崎市田町１２５ 027-322-2301

埼玉県
【計3組合】

熊谷商工信用組合 360-0042 埼玉県熊谷市本町２－５７ 048-522-4381

埼玉信用組合 367-0212 埼玉県本庄市児玉町児玉４４－１６ 0495-72-3511

埼玉県医師信用組合 330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町３－５－１ 048-824-2651

千葉県
【計3組合】

君津信用組合 292-0834 千葉県木更津市潮見３－３ 0438-20-1111

銚子商工信用組合 288-0043 千葉県銚子市東芝町１－１５ 0479-22-5300

房総信用組合 297-8611 千葉県茂原市高師町１－１０－５ 0475-22-6111

東京都
【計21組合】

朝日新聞信用組合 104-8011 東京都中央区築地５－３－２　朝日新聞東京本社内 03-5540-7594

あすか信用組合 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町２－３２－９ 03-3208-5101

東信用組合 130-0001 東京都墨田区吾妻橋１－５－３ 03-3622-7151



所管 都道府県名 信用組合名 郵便番号 本店等所在地 代表等電話番号

共立信用組合 143-0015 東京都大田区大森西１－７－２ 03-3762-7771

警視庁職員信用組合 100-8929 東京都千代田区霞が関２－１－１　警視庁本部内 03-3581-9362

甲子信用組合 101-0047 東京都千代田区内神田１－１－１２　コープビル内 03-5577-8551

江東信用組合 135-0002 東京都江東区住吉２－６－８ 03-3631-8187

七島信用組合 100-0101 東京都大島町元町４－１－３ 04992-2-0777

青和信用組合 125-0054 東京都葛飾区高砂３－１２－２ 03-3658-1111

全東栄信用組合 101-0052 東京都千代田区神田小川町３－６－１ 03-3291-1111

第一勧業信用組合 160-0004 東京都新宿区四谷２－１３ 03-3359-3781

大東京信用組合 105-8610 東京都港区東新橋２－６－１０ 03-3436-0111

東京厚生信用組合 160-0023 東京都新宿区西新宿６－２－１８ 03-3342-2411

東京証券信用組合 103-0025
東京都中央区日本橋茅場町１－５－８　東京証券会
館３階

03-3669-0381

東京消防信用組合 100-8119 東京都千代田区大手町１－３－５　東京消防庁内 03-3212-4050

東京都職員信用組合 163-8001 東京都新宿区西新宿２－８－１　東京都庁内 03-3349-1901

東浴信用組合 101-8630 東京都千代田区東神田１－１０－２ 03-5687-2640

中ノ郷信用組合 130-0005 東京都墨田区東駒形４－５－４ 03-3622-6131



所管 都道府県名 信用組合名 郵便番号 本店等所在地 代表等電話番号

ハナ信用組合 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－２９－１０ 03-3356-4141

文化産業信用組合 101-0051
東京都千代田区神田神保町１－１０１　神保町１０
１ビル

03-3292-2711

北部信用組合 111-0034 東京都台東区雷門２－２－１０ 03-3842-2011

神奈川県
【計6組合】

小田原第一信用組合 250-0011 神奈川県小田原市栄町２－９－３５ 0465-23-0291

神奈川県医師信用組合 231-0063 神奈川県横浜市中区花咲町２－６９－４ 045-231-5000

神奈川県歯科医師信用組合 231-0013 神奈川県横浜市中区住吉町６－６８－２ 045-641-2904

横浜中央信用組合 231-0048 神奈川県横浜市中区蓬莱町２－３ 045-251-6921

相愛信用組合 243-0307 神奈川県愛甲郡愛川町半原４１７７ 046-281-0320

信用組合横浜華銀 231-0023 神奈川県横浜市中区山下町１５４ 045-681-7328

新潟県
【計11組合】

糸魚川信用組合 941-0057 新潟県糸魚川市南寺町１－８－４１ 025-552-9880

協栄信用組合 959-1296 新潟県燕市東太田６９８４ 0256-61-1511

興栄信用組合 950-2112 新潟県新潟市西区内野町１０６６ 025-262-3331

三條信用組合 955-0046 新潟県三条市興野３－１１－１２ 0256-35-7311

塩沢信用組合 949-6408 新潟県南魚沼市塩沢１１９８ 025-782-1151

新栄信用組合 950-0166 新潟県新潟市江南区旭２－１－２ 025-382-4111



所管 都道府県名 信用組合名 郵便番号 本店等所在地 代表等電話番号

さくらの街信用組合 959-2021 新潟県阿賀野市中央町１－９－１ 0250-62-2880

新潟縣信用組合 951-8114 新潟県新潟市中央区営所通一番町３０２－１ 025-228-4111

新潟大栄信用組合 959-0194 新潟県燕市分水桜町１－４－１４ 0256-98-6291

新潟鉄道信用組合 950-0901 新潟県新潟市中央区弁天３－１－３ 025-247-2947

巻信用組合 953-0041 新潟県新潟市西蒲区巻甲４１８０－１ 0256-72-7111

山梨県
【計2組合】

都留信用組合 403-0004 富士吉田市下吉田２－１９－１１ 0555-22-2131

山梨県民信用組合 400-0858 山梨県甲府市相生１－２－３４ 055-220-7800

長野県
【計1組合】

長野県信用組合 380-8668 長野県長野市新田町１１０３－１ 026-233-2112

東海財務局
【計16組合】

岐阜県
【計5組合】

イオ信用組合 500-8468 岐阜県岐阜市加納桜田町３－１１－２ 058-271-1611

岐阜県医師信用組合 500-8384 岐阜県岐阜市藪田南３－５－１１ 058-274-1118

岐阜商工信用組合 500-8822 岐阜県岐阜市今沢町１７ 058-265-2240

飛騨信用組合 506-0009 岐阜県高山市花岡町１－１３－１ 0577-32-4411

益田信用組合 509-2202 岐阜県下呂市森６９０－１ 0576-25-3145

静岡県
【計1組合】

静岡県医師信用組合 420-0839 静岡県静岡市葵区鷹匠３－６－３ 054-246-7740

愛知県
【計9組合】

愛知県医師信用組合 460-0008 愛知県名古屋市中区栄４－１４－２８ 052-242-2351



所管 都道府県名 信用組合名 郵便番号 本店等所在地 代表等電話番号

愛知県医療信用組合 460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内３－５－１８　愛知県歯
科医師会館　６階

052-962-9569

愛知県警察信用組合 460-8502
愛知県名古屋市中区三の丸２－１－１　愛知県警察
本部内

052-961-0472

愛知県中央信用組合 447-8605 愛知県碧南市栄町２－４１ 0566-41-3262

信用組合愛知商銀 453-0014 愛知県名古屋市中村区則武１－５－１ 052-451-5145

豊橋商工信用組合 440-0814 愛知県豊橋市前田町１－９－４ 0532-53-2828

名古屋青果物信用組合 480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字八反１０７ 052-903-2165

丸八信用組合 460-8508
愛知県名古屋市中区三の丸３－１－１　名古屋市役
所内

052-951-0191

三河信用組合 443-0056 愛知県蒲郡市神明町１２－２０ 0533-69-1336

三重県
【計1組合】

三重県職員信用組合 514-8570 三重県津市広明町１３　三重県庁内 059-228-5205

北陸財務局
【計6組合】

富山県
【計2組合】

富山県信用組合 939-1371 富山県砺波市栄町５－２６ 0763-33-3351

富山県医師信用組合 939-8222 富山県富山市蜷川３３６ 076-429-6272

石川県
【計2組合】

石川県医師信用組合 920-8201 石川県金沢市鞍月東２－４８ 076-239-0126

金沢中央信用組合 920-0905 石川県金沢市上近江町１５ 076-261-7111

福井県
【計2組合】

福井県医師信用組合 910-0001 福井県福井市大願寺３－４－１０ 0776-21-3400

福泉信用組合 910-8580 福井県福井市大手３－１７－１　福井県庁内 0776-21-8412



所管 都道府県名 信用組合名 郵便番号 本店等所在地 代表等電話番号

近畿財務局
【計21組合】

滋賀県
【計2組合】

滋賀県信用組合 528-0021 滋賀県甲賀市水口町八光２－４５ 0748-62-4100

滋賀県民信用組合 520-0051 滋賀県大津市梅林１－３－１０ 077-525-5121

京都府
【計1組合】

京滋信用組合 615-0021 京都府京都市右京区西院三蔵町２０－２ 075-313-3171

大阪府
【計11組合】

大阪協栄信用組合 542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋２－９－１８ 06-6644-6101

大阪貯蓄信用組合 532-0006 大阪府大阪市淀川区西三国１－２１－４０ 06-6396-5483

大阪府医師信用組合 543-0011 大阪府大阪市天王寺区清水谷町１９－１４ 06-6762-7381

大阪府警察信用組合 540-8540
大阪府大阪市中央区大手前３－１－１１　大阪府警
察本部内

06-6946-2505

近畿産業信用組合 543-0027 大阪府大阪市天王寺区筆ヶ崎町２－８ 06-6775-2601

成協信用組合 577-0842 大阪府東大阪市足代南１－１１－９ 06-4307-1000

大同信用組合 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江１－４－３ 06-6541-2910

中央信用組合 553-0005
大阪府大阪市福島区野田１－１－８６　大阪市中央
卸売市場本場内

06-6469-7370

のぞみ信用組合 540-0026 大阪府大阪市中央区内本町２－３－５ 06-6944-2102

毎日信用組合 530-0001
大阪府大阪市北区梅田３－４－５　毎日新聞大阪本
社内

06-6346-8670

ミレ信用組合 530-0016 大阪府大阪市北区中崎１－５－１８ 06-6374-3021

兵庫県
【計6組合】

神戸市職員信用組合 650-8570
兵庫県神戸市中央区加納町６－５－１　神戸市役所
内

078-322-5112



所管 都道府県名 信用組合名 郵便番号 本店等所在地 代表等電話番号

淡陽信用組合 656-8666 兵庫県洲本市栄町１－３－１７ 0799-22-5555

兵庫県信用組合 650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通３－４－１７ 078-391-6315

兵庫県医療信用組合 650-0017 兵庫県神戸市中央区磯上通３－２－１７ 078-241-5201

兵庫県警察信用組合 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通５－１－６ 078-351-7867

兵庫ひまわり信用組合 653-0841 兵庫県神戸市長田区松野通１－３－２ 078-631-7764

和歌山県
【計1組合】

和歌山県医師信用組合 640-8137 和歌山県和歌山市吹上１－２－４ 073-423-2504

中国財務局
【計11組合】

島根県
【計1組合】

島根益田信用組合 698-0024 島根県益田市駅前町１４－２３ 0856-22-3030

岡山県
【計3組合】

信用組合岡山商銀 700-0971 岡山県岡山市北区野田２－７－９ 086-241-8181

笠岡信用組合 714-0081 岡山県笠岡市笠岡２３８８－４０ 0865-62-3100

朝銀西信用組合 700-0023 岡山県岡山市北区駅前町２－６－１９ 086-226-4111

広島県
【計6組合】

呉市職員信用組合 737-8501 広島県呉市中央４－１－６　呉市役所８階 0823-25-3406

広島県信用組合 730-0043 広島県広島市中区富士見町１－１７ 082-249-2111

広島市信用組合 730-0036 広島県広島市中区袋町３－１７ 082-248-1177

信用組合広島商銀 730-0024 広島県広島市中区西平塚町４－１２ 082-244-3151

備後信用組合 720-0815 広島県福山市野上町３－２－３ 084-922-6555



所管 都道府県名 信用組合名 郵便番号 本店等所在地 代表等電話番号

両備信用組合 726-8609 広島県府中市元町４６２－１０ 0847-45-2229

山口県
【計1組合】

山口県信用組合 756-0824 山口県山陽小野田市中央１－２－４０ 0836-83-2563

四国財務局
【計3組合】

香川県
【計1組合】

香川県信用組合 760-0050 香川県高松市亀井町９－１０ 087-833-3311

高知県
【計2組合】

宿毛商銀信用組合 788-0271 高知県宿毛市小筑紫町小筑紫２６７－６ 0880-67-0411

土佐信用組合 781-1101 高知県土佐市高岡町甲２１３７－１ 088-852-1211

福岡財務支局
【計14組合】

福岡県
【計6組合】

九州幸銀信用組合 812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南２－２－１２ 092-441-8850

とびうめ信用組合 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１０－１ 092-483-7300

福岡県医師信用組合 812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南２－９－３０ 092-431-4964

福岡県中央信用組合 810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂１－１０－１７ 092-724-5420

福岡県庁信用組合 812-8577 福岡県福岡市博多区東公園７－７ 092-641-7454

福岡県南部信用組合 839-0861 福岡県久留米市合川町字十三部３１－３ 0942-43-8177

佐賀県
【計3組合】

佐賀県医師信用組合 849-0924 佐賀県佐賀市新中町２－１５ 0952-33-1424

佐賀西信用組合 849-1311 佐賀県鹿島市大字高津原４３６９－１ 0954-63-2411

佐賀東信用組合 840-0804 佐賀県佐賀市神野東２－３－１ 0952-30-2121

長崎県
【計5組合】

佐世保中央信用組合 857-0873 長崎県佐世保市宮崎町３－１８ 0956-24-1717



所管 都道府県名 信用組合名 郵便番号 本店等所在地 代表等電話番号

長崎県医師信用組合 852-8104 長崎県長崎市茂里町３－２７ 095-844-1115

長崎県民信用組合 857-0875 長崎県佐世保市下京町８－１５ 0956-23-2111

長崎三菱信用組合 850-0061 長崎県長崎市水の浦町１－２ 095-861-4161

福江信用組合 853-0002 長崎県五島市中央町８－１５ 0959-72-4181

九州財務局
【計7組合】

熊本県
【計2組合】

熊本県信用組合 860-0012
熊本県熊本市中央区紺屋今町１－１　シティ１２ビ
ル

096-353-1200

熊本県医師信用組合 860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町１－１３ 096-354-3000

大分県
【計1組合】

大分県信用組合 870-0047 大分県大分市中島西２－４－１ 097-534-8200

宮崎県
【計1組合】

宮崎県南部信用組合 889-3204 宮崎県日南市南郷町中村乙８２４１－２ 0987-64-0204

鹿児島県
【計3組合】

奄美信用組合 894-0025 鹿児島県奄美市名瀬幸町６－５ 0997-52-7111

鹿児島県医師信用組合 890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町８－１ 099-251-3821

鹿児島興業信用組合 892-0842 鹿児島県鹿児島市東千石町１７－１１ 099-224-3175


