
店番 店舗名 所在地 電話番号 店番 店舗名 所在地 電話番号 店番 店舗名 所在地 電話番号

お預け入れ

平　日

土曜日

日・祝日

7：30 8：45 14：00 18：00 19：00 21：00
無料 休止お引き出し

7：30 8：45 14：00 18：00 19：00 21：00

平　日

土曜日

日・祝日

無料 手数料108円 休止

店舗一覧

ATM利用手数料のご案内

海外拠点

 （2019年7月1日現在）

店舗一覧
いつでもどこでもお客さまのそばにいます。

※店外カードコーナーのご利用時間等については、お近くの店舗へお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。

浜松本部

磐田本部

浜松事務センター

磐田事務センター

夢おいプラザ浜松

本店営業部

業務サポートセンター中沢出張所（旧相談プラザ）/浜松市役所出張所

東支店

追分支店

杏林堂薬局城北店出張所/主婦の店富塚店出張所/聖隷浜松病院出張所

駅南支店

遠鉄百貨店イ・コ・イスクエア出張所/バロー北寺島店出張所/メイワン出張所

西ヶ崎支店

鷲津支店

遠鉄ストア湖西店出張所/杏林堂薬局新居店出張所/スズキ株式会社湖西工場出張所

野口支店

フィールハミング出張所

板屋町支店

アクトシティ出張所/鍛冶町出張所/静岡文化芸術大学出張所

泉町支店

高林支店

植松支店

伝馬町支店

ザザシティ出張所

本町支店

本郷支店

杏林堂薬局芳川店出張所

蜆塚支店

遠鉄ストア佐鳴台店出張所/浜松医療センター出張所

森田支店

MEGAドン・キホーテ浜松可美店出張所/遠鉄ストア新橋店出張所/西友浜松上浅田店出張所

あずきもち支店

セブン-イレブン浜松葵町店出張所

原島支店

イオンモール浜松市野出張所/遠鉄ストア天王店出張所/杏林堂薬局ピーワンプラザ天王店出張所

三方原支店

マックスバリュ浜松三方原店出張所

湖東支店

可美支店

遠鉄ストア篠原店出張所/スズキ株式会社出張所

上新屋支店

053-450-3250

0538-32-5110

053-474-1611

0538-34-5111

053-463-1164

053-454-6141

053-461-5161

053-471-7231

053-453-9184

053-434-1711

053-576-1621

053-461-8125

053-453-4186

053-471-8231

053-471-0441

053-461-2240

053-454-7121

053-441-5255

053-463-4181

053-455-0511

053-441-8181

053-437-3221

053-464-9131

053-436-7131

053-486-3521

053-448-7411

053-463-7511

浜松市中区元城町114-8

磐田市中泉1-2-1

浜松市中区和合町2-55

磐田市西貝塚3685-1

浜松市中区中島2-30-7 浜松南支店2階

浜松市中区元城町114-8

浜松市中区佐藤1-13-27

浜松市中区布橋1-7-5

浜松市中区砂山町1132

浜松市東区西ヶ崎町95-1

湖西市鷲津5297

浜松市中区野口町297

浜松市中区板屋町539

浜松市中区泉3-1-61

浜松市中区高林1-6-8

浜松市東区植松町1464-1

浜松市中区伝馬町310-9

浜松市南区卸本町36-2

浜松市南区本郷町425

浜松市中区鴨江3-79-7

浜松市中区森田町56

浜松市中区小豆餅3-17-15

浜松市東区原島町314

浜松市北区三方原町968-1

浜松市西区湖東町1000-1

浜松市南区増楽町563-1

浜松市東区上新屋町228-12

店番 店舗名 所在地 電話番号

西山支店

ピーワンプラザ大人見店出張所

三島支店

三和支店

フーズアイランド西伝寺店出張所

入野支店

入野支店大平台出張所

遠鉄ストア大平台店出張所

西町支店

富塚支店

遠鉄ストア富塚店出張所

浜北支店

十全記念病院出張所/西友浜北店出張所/なゆた浜北出張所/プレ葉ウォーク浜北出張所

大瀬支店

有玉支店

天竜川支店

志都呂支店

イオンモール浜松志都呂出張所

篠原支店

フードマーケットマム篠原店出張所

竜洋西支店

初生支店

ラフレ初生出張所

笠井支店

リブロス笠井出張所

豊田支店

上島支店

西友浜松有玉南店出張所

瓜内支店

新居支店

中川支店

和合支店

於呂支店

杏林堂薬局於呂店出張所

東伊場支店

杏林堂薬局西伊場店出張所

新所原支店

高丘支店

杏林堂薬局高丘東店出張所/フーズアイランド高丘店出張所

向宿支店

曳馬支店

葵西支店

053-485-4811

053-442-0211

053-465-0811

053-449-3161

053-485-7781

053-425-7111

053-474-5811

053-586-1121

053-435-1411

053-435-3161

053-465-3211

053-447-5911

053-449-1151

0538-66-4511

053-438-0511

053-435-3211

0538-32-3511

053-472-7221

053-441-4231

053-594-5652

053-523-2652

053-473-8391

053-588-3921

053-458-5525

053-577-4173

053-438-2627

053-460-5531

053-466-0135

053-438-2611

浜松市西区西山町2212-1

浜松市南区三島町1368

浜松市南区三和町203-6

浜松市西区入野町6173

浜松市西区大平台3-12-10

浜松市南区西町873

浜松市中区富塚町2063

浜松市浜北区貴布祢694-1

浜松市東区大瀬町2409-1

浜松市東区有玉北町1746-1

浜松市東区天龍川町135-2

浜松市西区志都呂2-2-26

浜松市西区篠原町10080-1

磐田市白羽411-1

浜松市北区三方原町71-33

浜松市東区笠井町1270

磐田市森下12-7

浜松市中区上島1-26-15

浜松市南区三島町84-2

湖西市新居町浜名182-1

浜松市北区細江町中川1901-1

浜松市中区和合町154-443

浜松市浜北区豊保112-5

 

浜松市中区東伊場2-6-28

湖西市駅南3-1-43

浜松市中区高丘北2-8-6

浜松市中区向宿3-2-8

浜松市中区曳馬2-4-12

浜松市北区三方原町1045

磐田支店

杏林堂薬局上岡田店出張所/杏林堂薬局西貝塚店出張所

浜北東支店

遠鉄ストア浜北店出張所

市野支店

磐田南支店

都田支店

常葉大学浜松キャンパス出張所

きらりタウン支店

袋井中央支店

杏林堂薬局下山梨店出張所/杏林堂薬局袋井旭町店出張所

磐田本店営業部

磐田本店営業部磐田駅前出張所

磐田市役所出張所/磐田市立総合病院出張所

見付支店

遠鉄ストア見付店出張所/ファミリーマート磐田インター店出張所/マックスバリュエクスプレス磐田見付店出張所

二俣支店

福田支店

袋井支店

森町支店

公立森町病院出張所

佐久間支店

佐久間協働センター出張所/東栄出張所

水窪支店

春野支店

天竜商工会春野支所出張所

鹿島支店

浜松南支店

浜松北支店

竜洋支店

0538-35-8311

053-585-1841

053-421-8011

0538-33-0111

053-428-6600

053-587-6211

0538-44-1811

0538-32-5111

0538-32-1211

0538-32-3151

053-925-3101

0538-55-2151

0538-42-3261

0538-85-3161

053-967-2221

053-987-0173

053-985-0321

053-925-4151

053-463-1161

053-463-2881

0538-66-3231

磐田市二之宮東9-13

浜松市浜北区本沢合171-1

浜松市東区天王町622

磐田市上岡田1023-1

浜松市北区都田町8111

浜松市浜北区染地台3-32-19

袋井市国本3359-1

磐田市中泉1-2-1

磐田市中泉591-2

磐田市見付4007-10

浜松市天竜区二俣町二俣1295-1

磐田市福田402

袋井市高尾町6-15

周智郡森町森2112-1

浜松市天竜区佐久間町浦川2820-17

浜松市天竜区水窪町奥領家2978

浜松市天竜区春野町堀之内1058-1

浜松市天竜区二俣町鹿島260-1

浜松市中区中島2-30-7

浜松市中区茄子町354-7

磐田市豊岡6858

香りのまち支店

マックスバリュ豊田店出張所

海老塚支店

葵町支店

東部台支店

NTN磐田製作所出張所/イオンタウン磐田出張所/ヤマハ発動機本社出張所

国府台支店

美薗支店

豊岡支店

とよおか採れたて元気むら出張所

山梨支店

イオン袋井店出張所

久能支店

今之浦支店

アピタ磐田店出張所/遠鉄ストア磐田店出張所

岡田支店

ピアゴ上岡田店出張所

浅羽支店

遠鉄ストア浅羽店出張所

富士見町支店

ファミリーマート磐田岩井原店出張所

西支店

天王支店

豊田北支店

遠鉄ストア池田店出張所/ららぽーと磐田出張所/ローソン磐田匂坂中店出張所

鴨江支店

掛川支店

中東遠総合医療センター出張所

小松支店

東新町支店

0538-35-4533

053-456-8311

053-437-6111

0538-36-1211

0538-36-1171

053-587-7711

0539-62-5121

0538-48-6132

0538-42-2191

0538-34-7800

0538-37-3311

0538-23-6641

0538-37-6331

0538-36-5100

053-460-8370

0538-36-8211

053-456-3311

0537-22-8611

053-585-5011

0538-36-6515

磐田市立野492-1

浜松市中区海老塚2-9-13

浜松市中区小豆餅2-12-1

磐田市西貝塚3687

磐田市国府台94-1

浜松市浜北区西美薗2-1

磐田市新開521

袋井市上山梨511-52

袋井市葵町2-1-8

磐田市今之浦4-5-20

磐田市上大之郷331-3

袋井市浅名1036-2

磐田市富士見町2-30-10

磐田市天龍1107-1

浜松市東区天王町1504-8

磐田市加茂1255

浜松市中区鴨江2-45-21

掛川市中央2-19-11

浜松市浜北区小松4410-1

磐田市鎌田708-3

名称 所在地 電話番号

バンコク駐在員事務所 ＋66-（0）2-168-830319th Floor,1901,Athenee Tower,63 Wireless Road,Lumpini,Pathumwan,Bangkok 10330,Thailand 

店舗一覧は、2019年7月1日現在のものです。当金庫は今後店舗網の再編を予定しておりますので、
最新の店舗一覧は、ホームページにてご確認ください。（店舗網の再編については4頁をご覧ください。）

浜松いわた信用金庫ディスクロージャー｜入稿 ｜ 2019.07.16 ｜ 制作者：河合 ｜内校者：河合 ｜ 校正者：伊藤
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店番 店舗名 所在地 電話番号 店番 店舗名 所在地 電話番号 店番 店舗名 所在地 電話番号

お預け入れ

平　日

土曜日

日・祝日

7：30 8：45 14：00 18：00 19：00 21：00
無料 休止お引き出し

7：30 8：45 14：00 18：00 19：00 21：00

平　日

土曜日

日・祝日

無料 手数料108円 休止

店舗一覧

ATM利用手数料のご案内

海外拠点

 （2019年7月1日現在）

店舗一覧
いつでもどこでもお客さまのそばにいます。

※店外カードコーナーのご利用時間等については、お近くの店舗へお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。

浜松本部

磐田本部

浜松事務センター

磐田事務センター

夢おいプラザ浜松

本店営業部

業務サポートセンター中沢出張所（旧相談プラザ）/浜松市役所出張所

東支店

追分支店

杏林堂薬局城北店出張所/主婦の店富塚店出張所/聖隷浜松病院出張所

駅南支店

遠鉄百貨店イ・コ・イスクエア出張所/バロー北寺島店出張所/メイワン出張所

西ヶ崎支店

鷲津支店

遠鉄ストア湖西店出張所/杏林堂薬局新居店出張所/スズキ株式会社湖西工場出張所

野口支店

フィールハミング出張所

板屋町支店

アクトシティ出張所/鍛冶町出張所/静岡文化芸術大学出張所

泉町支店

高林支店

植松支店

伝馬町支店

ザザシティ出張所

本町支店

本郷支店

杏林堂薬局芳川店出張所

蜆塚支店

遠鉄ストア佐鳴台店出張所/浜松医療センター出張所

森田支店

MEGAドン・キホーテ浜松可美店出張所/遠鉄ストア新橋店出張所/西友浜松上浅田店出張所

あずきもち支店

セブン-イレブン浜松葵町店出張所

原島支店

イオンモール浜松市野出張所/遠鉄ストア天王店出張所/杏林堂薬局ピーワンプラザ天王店出張所

三方原支店

マックスバリュ浜松三方原店出張所

湖東支店

可美支店

遠鉄ストア篠原店出張所/スズキ株式会社出張所

上新屋支店

053-450-3250

0538-32-5110

053-474-1611

0538-34-5111

053-463-1164

053-454-6141

053-461-5161

053-471-7231

053-453-9184

053-434-1711

053-576-1621

053-461-8125

053-453-4186

053-471-8231

053-471-0441

053-461-2240

053-454-7121

053-441-5255

053-463-4181

053-455-0511

053-441-8181

053-437-3221

053-464-9131

053-436-7131

053-486-3521

053-448-7411

053-463-7511

浜松市中区元城町114-8

磐田市中泉1-2-1

浜松市中区和合町2-55

磐田市西貝塚3685-1

浜松市中区中島2-30-7 浜松南支店2階

浜松市中区元城町114-8

浜松市中区佐藤1-13-27

浜松市中区布橋1-7-5

浜松市中区砂山町1132

浜松市東区西ヶ崎町95-1

湖西市鷲津5297

浜松市中区野口町297

浜松市中区板屋町539

浜松市中区泉3-1-61

浜松市中区高林1-6-8

浜松市東区植松町1464-1

浜松市中区伝馬町310-9

浜松市南区卸本町36-2

浜松市南区本郷町425

浜松市中区鴨江3-79-7

浜松市中区森田町56

浜松市中区小豆餅3-17-15

浜松市東区原島町314

浜松市北区三方原町968-1

浜松市西区湖東町1000-1

浜松市南区増楽町563-1

浜松市東区上新屋町228-12

店番 店舗名 所在地 電話番号

西山支店

ピーワンプラザ大人見店出張所

三島支店

三和支店

フーズアイランド西伝寺店出張所

入野支店

入野支店大平台出張所

遠鉄ストア大平台店出張所

西町支店

富塚支店

遠鉄ストア富塚店出張所

浜北支店

十全記念病院出張所/西友浜北店出張所/なゆた浜北出張所/プレ葉ウォーク浜北出張所

大瀬支店

有玉支店

天竜川支店

志都呂支店

イオンモール浜松志都呂出張所

篠原支店

フードマーケットマム篠原店出張所

竜洋西支店

初生支店

ラフレ初生出張所

笠井支店

リブロス笠井出張所

豊田支店

上島支店

西友浜松有玉南店出張所

瓜内支店

新居支店

中川支店

和合支店

於呂支店

杏林堂薬局於呂店出張所

東伊場支店

杏林堂薬局西伊場店出張所

新所原支店

高丘支店

杏林堂薬局高丘東店出張所/フーズアイランド高丘店出張所

向宿支店

曳馬支店

葵西支店

053-485-4811

053-442-0211

053-465-0811

053-449-3161

053-485-7781

053-425-7111

053-474-5811

053-586-1121

053-435-1411

053-435-3161

053-465-3211

053-447-5911

053-449-1151

0538-66-4511

053-438-0511

053-435-3211

0538-32-3511

053-472-7221

053-441-4231

053-594-5652

053-523-2652

053-473-8391

053-588-3921

053-458-5525

053-577-4173

053-438-2627

053-460-5531

053-466-0135

053-438-2611

浜松市西区西山町2212-1

浜松市南区三島町1368

浜松市南区三和町203-6

浜松市西区入野町6173

浜松市西区大平台3-12-10

浜松市南区西町873

浜松市中区富塚町2063

浜松市浜北区貴布祢694-1

浜松市東区大瀬町2409-1

浜松市東区有玉北町1746-1

浜松市東区天龍川町135-2

浜松市西区志都呂2-2-26

浜松市西区篠原町10080-1

磐田市白羽411-1

浜松市北区三方原町71-33

浜松市東区笠井町1270

磐田市森下12-7

浜松市中区上島1-26-15

浜松市南区三島町84-2

湖西市新居町浜名182-1

浜松市北区細江町中川1901-1

浜松市中区和合町154-443

浜松市浜北区豊保112-5

 

浜松市中区東伊場2-6-28

湖西市駅南3-1-43

浜松市中区高丘北2-8-6

浜松市中区向宿3-2-8

浜松市中区曳馬2-4-12

浜松市北区三方原町1045

磐田支店

杏林堂薬局上岡田店出張所/杏林堂薬局西貝塚店出張所

浜北東支店

遠鉄ストア浜北店出張所

市野支店

磐田南支店

都田支店

常葉大学浜松キャンパス出張所

きらりタウン支店

袋井中央支店

杏林堂薬局下山梨店出張所/杏林堂薬局袋井旭町店出張所

磐田本店営業部

磐田本店営業部磐田駅前出張所

磐田市役所出張所/磐田市立総合病院出張所

見付支店

遠鉄ストア見付店出張所/ファミリーマート磐田インター店出張所/マックスバリュエクスプレス磐田見付店出張所

二俣支店

福田支店

袋井支店

森町支店

公立森町病院出張所

佐久間支店

佐久間協働センター出張所/東栄出張所

水窪支店

春野支店

天竜商工会春野支所出張所

鹿島支店

浜松南支店

浜松北支店

竜洋支店

0538-35-8311

053-585-1841

053-421-8011

0538-33-0111

053-428-6600

053-587-6211

0538-44-1811

0538-32-5111

0538-32-1211

0538-32-3151

053-925-3101

0538-55-2151

0538-42-3261

0538-85-3161

053-967-2221

053-987-0173

053-985-0321

053-925-4151

053-463-1161

053-463-2881

0538-66-3231

磐田市二之宮東9-13

浜松市浜北区本沢合171-1

浜松市東区天王町622

磐田市上岡田1023-1

浜松市北区都田町8111

浜松市浜北区染地台3-32-19

袋井市国本3359-1

磐田市中泉1-2-1

磐田市中泉591-2

磐田市見付4007-10

浜松市天竜区二俣町二俣1295-1

磐田市福田402

袋井市高尾町6-15

周智郡森町森2112-1

浜松市天竜区佐久間町浦川2820-17

浜松市天竜区水窪町奥領家2978

浜松市天竜区春野町堀之内1058-1

浜松市天竜区二俣町鹿島260-1

浜松市中区中島2-30-7

浜松市中区茄子町354-7

磐田市豊岡6858

香りのまち支店

マックスバリュ豊田店出張所

海老塚支店

葵町支店

東部台支店

NTN磐田製作所出張所/イオンタウン磐田出張所/ヤマハ発動機本社出張所

国府台支店

美薗支店

豊岡支店

とよおか採れたて元気むら出張所

山梨支店

イオン袋井店出張所

久能支店

今之浦支店

アピタ磐田店出張所/遠鉄ストア磐田店出張所

岡田支店

ピアゴ上岡田店出張所

浅羽支店

遠鉄ストア浅羽店出張所

富士見町支店

ファミリーマート磐田岩井原店出張所

西支店

天王支店

豊田北支店

遠鉄ストア池田店出張所/ららぽーと磐田出張所/ローソン磐田匂坂中店出張所

鴨江支店

掛川支店

中東遠総合医療センター出張所

小松支店

東新町支店

0538-35-4533

053-456-8311

053-437-6111

0538-36-1211

0538-36-1171

053-587-7711

0539-62-5121

0538-48-6132

0538-42-2191

0538-34-7800

0538-37-3311

0538-23-6641

0538-37-6331

0538-36-5100

053-460-8370

0538-36-8211

053-456-3311

0537-22-8611

053-585-5011

0538-36-6515

磐田市立野492-1

浜松市中区海老塚2-9-13

浜松市中区小豆餅2-12-1

磐田市西貝塚3687

磐田市国府台94-1

浜松市浜北区西美薗2-1

磐田市新開521

袋井市上山梨511-52

袋井市葵町2-1-8

磐田市今之浦4-5-20

磐田市上大之郷331-3

袋井市浅名1036-2

磐田市富士見町2-30-10

磐田市天龍1107-1

浜松市東区天王町1504-8

磐田市加茂1255

浜松市中区鴨江2-45-21

掛川市中央2-19-11

浜松市浜北区小松4410-1

磐田市鎌田708-3

名称 所在地 電話番号

バンコク駐在員事務所 ＋66-（0）2-168-830319th Floor,1901,Athenee Tower,63 Wireless Road,Lumpini,Pathumwan,Bangkok 10330,Thailand 

店舗一覧は、2019年7月1日現在のものです。当金庫は今後店舗網の再編を予定しておりますので、
最新の店舗一覧は、ホームページにてご確認ください。（店舗網の再編については4頁をご覧ください。）

浜松いわた信用金庫ディスクロージャー｜入稿 ｜ 2019.07.16 ｜ 制作者：河合 ｜内校者：河合 ｜ 校正者：伊藤
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