
浜松信用金庫浜松信用金庫浜松信用金庫浜松信用金庫、、、、磐田信用金庫磐田信用金庫磐田信用金庫磐田信用金庫　　　　合併前後店舗一覧表合併前後店舗一覧表合併前後店舗一覧表合併前後店舗一覧表

⾦融機関 店番 店舗名（漢字） 店舗名（カナ） ⾦融機関 店番 旧浜信 旧磐信 店舗名（漢字） 店舗名（カナ）

011 本店営業部 ホンテン 011 ○ 本店営業部 ホンテン

012 東支店 ヒガシ 012 ○ 東支店 ヒガシ

013 追分支店 オイワケ 013 ○ 追分支店 オイワケ

014 駅南支店 エキナン 014 ○ 駅南支店 エキナン

015 ⻄ケ崎⽀店 ニシガサキ 015 ○ ⻄ケ崎⽀店 ニシガサキ

016 鷲津支店 ワシヅ 016 ○ 鷲津支店 ワシヅ

017 野口支店 ノグチ 017 ○ 野口支店 ノグチ

018 板屋町支店 イタヤマチ 018 ○ 板屋町支店 イタヤマチ

020 泉町支店 イズミチヨウ 020 ○ 泉町支店 イズミチヨウ

021 ⾼林⽀店 タカバヤシ 021 ○ ⾼林⽀店 タカバヤシ

022 植松支店 ウエマツ 022 ○ 植松支店 ウエマツ

023 伝馬町支店 テンマチヨウ 023 ○ 伝馬町支店 テンマチヨウ

024 本町支店 ホンマチ 024 ○ 本町支店 ホンマチ

025 本郷支店 ホンゴウ 025 ○ 本郷支店 ホンゴウ

026 蜆塚支店 シジミヅカ 026 ○ 蜆塚支店 シジミヅカ

027 森田支店 モリタ 027 ○ 森田支店 モリタ

028 葵町支店 アオイチヨウ 028 ○ あずきもち支店 アズキモチ

029 原島支店 バラジマ 029 ○ 原島支店 バラジマ

030 三方原支店 ミカタハラ 030 ○ 三方原支店 ミカタハラ

031 湖東支店 コトウ 031 ○ 湖東支店 コトウ

032 可美支店 カミ 032 ○ 可美支店 カミ

033 上新屋支店 カミアラヤ 033 ○ 上新屋支店 カミアラヤ

034 ⻄⼭⽀店 ニシヤマ 034 ○ ⻄⼭⽀店 ニシヤマ

035 三島支店 ミシマ 035 ○ 三島支店 ミシマ

036 三和支店 サンワ 036 ○ 三和支店 サンワ

037 入野支店 イリノ 037 ○ 入野支店 イリノ

037 大平台出張所 オオヒラダイ（⺟店：⼊野⽀店） 037 ○ 大平台出張所 オオヒラダイ（⺟店：⼊野⽀店）

038 ⻄町⽀店 ニシマチ 038 ○ ⻄町⽀店 ニシマチ

039 富塚支店 トミツカ 039 ○ 富塚支店 トミツカ

040 浜北⽀店 ハマキタ 040 ○ 浜北⽀店 ハマキタ

041 大瀬支店 オオセ 041 ○ 大瀬支店 オオセ

042 有玉支店 アリタマ 042 ○ 有玉支店 アリタマ

043 天⻯川⽀店 テンリユウガワ 043 ○ 天⻯川⽀店 テンリユウガワ

044 志都呂⽀店 シトロ 044 ○ 志都呂⽀店 シトロ

045 篠原支店 シノハラ 045 ○ 篠原支店 シノハラ

046 ⻯洋⽀店 リユウヨウ 046 ○ ⻯洋⻄⽀店 リユウヨウニシ

047 初生支店 ハツオイ 047 ○ 初生支店 ハツオイ

048 笠井⽀店 カサイ 048 ○ 笠井⽀店 カサイ

049 豊田支店 トヨダ 049 ○ 豊田支店 トヨダ

050 上島支店 カミジマ 050 ○ 上島支店 カミジマ

051 瓜内支店 ウリウチ 051 ○ 瓜内支店 ウリウチ

052 新居支店 アライ 052 ○ 新居支店 アライ

053 中川支店 ナカガワ 053 ○ 中川支店 ナカガワ

054 和合支店 ワゴウ 054 ○ 和合支店 ワゴウ

055 於呂⽀店 オロ 055 ○ 於呂⽀店 オロ

056 東伊場支店 ヒガシイバ 056 ○ 東伊場支店 ヒガシイバ

057 新所原支店 シンジヨハラ 057 ○ 新所原支店 シンジヨハラ

058 高丘支店 タカオカ 058 ○ 高丘支店 タカオカ

059 向宿支店 ムコウジユク 059 ○ 向宿支店 ムコウジユク

060 曳馬支店 ヒクマ 060 ○ 曳馬支店 ヒクマ

061 葵⻄⽀店 アオイニシ 061 ○ 葵⻄⽀店 アオイニシ

062 磐田支店 イワタ 062 ○ 磐田支店 イワタ

063 浜北東⽀店 ハマキタヒガシ 063 ○ 浜北東⽀店 ハマキタヒガシ

064 市野支店 イチノ 064 ○ 市野支店 イチノ

065 磐田南支店 イワタミナミ 065 ○ 磐田南支店 イワタミナミ

066 都田支店 ミヤコダ 066 ○ 都田支店 ミヤコダ

067 きらりタウン支店 キラリタウン 067 ○ きらりタウン支店 キラリタウン

068 袋井支店 フクロイ 068 ○ 袋井中央支店 フクロイチユウオウ

010 本店営業部 ホンテン 110 ○ 磐田本店営業部 イワタホンテン

010 駅前出張所 イワタエキマエ（⺟店：本店営業部） 110 ○ 磐田駅前出張所 イワタエキマエ（⺟店：本店営業部）

011 ⾒付⽀店 ミツケ 111 ○ ⾒付⽀店 ミツケ

012 二俣支店 フタマタ 112 ○ 二俣支店 フタマタ

013 福田支店 フクデ 113 ○ 福田支店 フクデ

014 袋井支店 フクロイ 114 ○ 袋井支店 フクロイ

015 森町支店 モリマチ 115 ○ 森町支店 モリマチ

016 佐久間支店 サクマ 116 ○ 佐久間支店 サクマ

017 水窪支店 ミサクボ 117 ○ 水窪支店 ミサクボ

018 春野支店 ハルノ 118 ○ 春野支店 ハルノ

020 ⿅島⽀店 カジマ 120 ○ ⿅島⽀店 カジマ

021 浜松南支店 ハママツミナミ 121 ○ 浜松南支店 ハママツミナミ

022 浜松北⽀店 ハママツキタ 122 ○ 浜松北⽀店 ハママツキタ

023 ⻯洋⽀店 リュウヨウ 123 ○ ⻯洋⽀店 リユウヨウ

024 豊田支店 トヨダ 124 ○ 香りのまち支店 カオリノマチ

025 海⽼塚⽀店 エビツカ 125 ○ 海⽼塚⽀店 エビツカ

026 葵町支店 アオイチヨウ 126 ○ 葵町支店 アオイチヨウ

027 東部台支店 トウブダイ 127 ○ 東部台支店 トウブダイ

028 国府台支店 コウノダイ 128 ○ 国府台支店 コウノダイ

029 浜北⽀店 ハマキタ 129 ○ 美薗支店 ミソノ

030 豊岡支店 トヨオカ 130 ○ 豊岡支店 トヨオカ

031 ⼭梨⽀店 ヤマナシ 131 ○ ⼭梨⽀店 ヤマナシ

032 久能支店 クノウ 132 ○ 久能支店 クノウ

033 今之浦支店 イマノウラ 133 ○ 今之浦支店 イマノウラ

034 岡田支店 オカダ 134 ○ 岡田支店 オカダ

035 浅羽支店 アサバ 135 ○ 浅羽支店 アサバ

036 富⼠⾒町⽀店 フジミチヨウ 136 ○ 富⼠⾒町⽀店 フジミチヨウ

037 ⻄⽀店 ニシ 137 ○ ⻄⽀店 ニシ

038 天王支店 テンノウ 138 ○ 天王支店 テンノウ

039 豊⽥北⽀店 トヨダキタ 139 ○ 豊⽥北⽀店 トヨダキタ

040 鴨江支店 カモエ 140 ○ 鴨江支店 カモエ

041 掛川支店 カケガワ 141 ○ 掛川支店 カケガワ

042 小松支店 コマツ 142 ○ 小松支店 コマツ

043 東新町支店 トウシンチヨウ 143 ○ 東新町支店 トウシンチヨウ

合併前旧店舗一覧 合併後新店舗一覧
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