
店舗等一覧（平成30年7月1日現在）

香川県内
高松市
本店営業部 亀井町5番地1

（087）831-0114
ゆめタウン
高松出張所

三条町字中所608番地1
（087）867-0114

高松支店 丸亀町15番地7
（087）821-4451

高松駅前出張所 寿町1丁目3番2号
（087）821-5611

栗林支店 花ノ宮町1丁目12番12号
（087）831-3171

鶴尾出張所 紙町539番地8
（087）865-0114

東支店 松島町3丁目12番28号
（087）834-4114

松福支店 福岡町4丁目1番1号
（087）821-0114

西支店 扇町1丁目24番47号
（087）821-5656

田町支店 田町11番地5セントラルビル1Ｆ
（087）831-4181

桜町出張所 桜町1丁目6番4号
（087）834-0114

県庁支店 番町4丁目1番10号（県庁内）
（087）835-0114

高松市役所支店 番町1丁目8番15号
（087）839-2114

瓦町支店 常磐町1丁目3番地1
（087）863-4114

宮脇支店 宮脇町１丁目22番3号
（087）862-2114

中央市場支店 瀬戸内町30番5号
（087）862-3114

木太支店 木太町1248番地5
（087）866-6114

頭脳化センター
出張所

林町2217番地15
（087）869-1141

太田支店 太田上町754番地1
（087）865-4114

屋島支店 屋島西町1464番地1
（087）843-2114

仏生山支店 仏生山町甲389番地1
（087）889-0114

一宮出張所 寺井町1217の2番地
（087）886-6114

香西支店 香西南町509番地4
（087）881-2114

鬼無出張所 鬼無町佐料65番地5
（087）882-7114

鶴市出張所 鶴市町2033番地1
（087）882-1141

円座支店 円座町1033番地2
（087）885-1141

八栗支店 高松町2171番地1
（087）844-1140

庵治出張所
（八栗支店内）

高松町2171番地1
（087）844-1140

川島支店 川島本町179番地3
（087）848-1141

国分寺支店 国分寺町新居1301番地2
（087）874-1141

端岡出張所
（国分寺支店内）

国分寺町新居1301番地2
（087）874-2114

空港口支店 香川町川東下332番地1
（087）879-7114

浅野出張所 香川町浅野542番地3
（087）889-4114

伏石支店 伏石町2144番地1
（087）865-2114

古高松支店 高松町441番地23
（087）843-0114

水田支店 東山崎町36番地1
（087）847-4114

坂出市
坂出支店 元町3丁目5番28号

（0877）46-1114
駒止支店

（坂出支店内）
元町3丁目5番28号
（0877）44-0114

坂出市役所出張所 室町2丁目3番5号
（0877）45-7811

坂出東部支店 京町2丁目4番45号
（0877）46-0114

丸亀市
飯山支店 飯山町川原1035番地1

（0877）98-3114

丸亀支店 風袋町209番地
（0877）24-1114

丸亀市役所
出張所

大手町2丁目3番1号
（0877）24-1244

塩屋出張所 前塩屋町2丁目１番35号
（0877）25-2114

フジグラン
丸亀出張所

川西町南1280番地1
（0877）28-1114

城西支店 田村町1745番地1
（0877）23-1141

丸亀東支店 土器町東6丁目435番地
（0877）24-3114

丸亀南支店 郡家町1818番地1
（0877）28-1141

善通寺市
善通寺支店 善通寺町1丁目2番1号

（0877）63-0114

東部出張所 上吉田町380番地5
（0877）63-3114

観音寺市
観音寺支店 天神町1丁目7番25号

（0875）25-4114
観音寺市役所
出張所

（観音寺支店内）
天神町1丁目7番25号
（0875）25-4117

観音寺南支店 昭和町2丁目3番26号
（0875）25-7114

大野原支店 大野原町大野原1965番地1
（0875）54-3114

豊浜支店 豊浜町姫浜280番地3
（0875）52-3114

観音寺東部支店 本大町字井手南1582番地1
（0875）24-1441

さぬき市
志度支店 志度1914番地4

（087）894-1141
さぬき市役所
出張所

志度5385番地8
（087）894-6114

津田支店 津田町津田1157番地8
（0879）42-3114

長尾支店 長尾西955番地8
（0879）52-4114

富田支店 寒川町石田東甲921番地1
（0879）43-4114

東かがわ市
引田支店 引田756番地1

（0879）33-2560

白鳥支店 湊1838番地1
（0879）24-1141

三本松支店 三本松680番地22
（0879）24-0114

三豊市
詫間支店 詫間町詫間1328番地2

（0875）83-3114

須田出張所 詫間町詫間5501番地4
（0875）83-4114

高瀬支店 高瀬町新名743番地1
（0875）72-5114

山本支店 山本町財田西335番地1
（0875）63-3114

仁尾支店 仁尾町仁尾丁896番地1
（0875）82-3114

三野町支店 三野町下高瀬783番地1
（0875）72-0114

小豆郡
内海支店 小豆島町安田甲143番地2

（0879）82-1114

土庄支店 土庄町甲335番地
（0879）62-1101
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香川県内
木田郡
三木支店 三木町大字池戸2786番地12

（087）898-1141

医大前出張所 三木町大字池戸1750番地8
（087）898-6114

香川郡
直島支店 直島町981番地1

（087）892-2114
※原則として買取のみ

綾歌郡
綾南支店 綾川町滝宮417番地9

（087）876-1141

畑田出張所 綾川町畑田944番地1
（087）877-0114

宇多津支店 宇多津町1858番地
（0877）49-0011

仲多度郡
琴平支店 琴平町字川東133番地1

（0877）73-4114

多度津支店 多度津町東浜3番23号
（0877）33-0114

満濃支店 まんのう町吉野下279番地6
（0877）73-2114

香川県外
東京都
東京支店 中央区日本橋3丁目8番2号

（03）3271-1281

新宿支店 新宿区西新宿1丁目23番7号
（03）5322-3114

愛知県
名古屋支店 名古屋市中村区名駅4丁目25番17号

（052）581-6411

大阪府
大阪支店 大阪市中央区道修町3丁目6番1号

（06）6222-1141

九条支店 大阪市西区九条1丁目13番17号
（06）6581-8114

東大阪支店 東大阪市長田中2丁目1番11号
（06）6747-1140

北大阪支店 大阪市淀川区宮原4丁目1番9号
（06）6392-1114

南大阪支店 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号
（06）6648-6114

兵庫県
神戸支店 神戸市中央区三宮町1丁目1番1号

（078）392-1141

姫路支店 姫路市白銀町50番地
（079）288-0114

明石支店 明石市本町2丁目1番26号
（078）918-0114

加古川支店 加古川市別府町石町50番地
（079）435-7114

岡山県
岡山支店 岡山市北区中山下1丁目9番40号

（086）222-0251

清輝橋支店 岡山市北区清輝橋3丁目3番14号
（086）226-0114

水島支店 倉敷市水島西常盤町1番2号
（086）446-0114

玉野支店 玉野市玉4丁目3番21号
（0863）31-0114

児島支店 倉敷市児島駅前2丁目3番地
（086）472-9114

倉敷支店 倉敷市笹沖1247番地10
（086）426-0114

総社支店 総社市中央1丁目2番32号
（0866）92-3114

大元支店 岡山市北区上中野1丁目1番1号
（086）241-4114

岡山駅西口支店 岡山市北区昭和町11番11号
（086）255-1114

庭瀬支店 岡山市北区庭瀬234番地2
（086）292-4114

岡山南支店 岡山市南区福浜町16番地36号
（086）265-5114

広島県

広島支店
広島市中区鉄砲町8番18号
（仮店舗）広島市中区鉄砲町8番18号
広島日生みどりビル12階
（082）221-1141

福山支店 福山市紅葉町1番19号
（084）931-0114

福岡県
福岡支店 福岡市中央区天神2丁目14番13号

（092）721-0114

愛媛県
松山支店 松山市千舟町3丁目4番1

（089）941-4114

新居浜支店 新居浜市若水町2丁目9番23号
（0897）33-5114

三島支店 四国中央市三島中央3丁目10番13号
（0896）24-3114

今治支店 今治市旭町1丁目4番地3
（0898）23-2114

西条支店 西条市大町522番地5
（0897）55-4114

高知県

高知支店
高知市本町3丁目3番36号
（仮店舗）高知市本町4丁目2番44号
朝日生命高知ビル2階
（088）822-1141

伊野支店 吾川郡いの町3805番地1
（088）892-1141

徳島県
徳島支店 徳島市かちどき橋3丁目7番地

（088）623-0114

鳴門支店 鳴門市撫養町斉田字浜端南48番地4
（088）686-3191

徳島北支店 板野郡北島町鯛浜字川久保199番地1
（088）698-0114

特殊店舗
振込支店 高松市三条町604番地1
ATM統括支店 高松市亀井町7番地15

コンサルティングプラザ・その他
高松
コンサルティングプラザ

高松市伏石町2122番地1　シエスタ21内
（087）869-2114

中讃
コンサルティングプラザ

丸亀市田村町1745番地1
（0877）21-3114

岡山
コンサルティングプラザ

岡山市北区上中野1丁目19-51スタックⅠビル1階
（086）245-1481　

倉敷
コンサルティングプラザ

倉敷市新田2534番地1
（086）424-2114

114プレミアム
サロン 高松市丸亀町15番地7

年金センター 高松市亀井町7番地15セントラル第1ビル5階
（087）835-0212

ダイレクト
バンキングセンター

（114サリュダイヤル）
a 0120-114001

お客さま
相談センター （087）831-0114

代理店
財田代理店 財田町財田上2223番地2

（0875）67-3114

海外
上海駐在員事務所

中華人民共和国上海市浦東新区陸家嘴環路1000号
恒生銀行大厦14階012室
（86）21-6841-2114

シンガポール
駐在員事務所

80�Raffles�Place�#24-20�UOB�Plaza�2
Singapore
（65）6557-0114

……外国為替取扱店　 ……外貨両替取扱店　 ……信託契約代理業務取扱店　 ……貸金庫設置店　 ……土日祝稼働［ATM（現金自動設備）］

店舗数の推移
項　目 平成28年3月31日 平成29年3月31日 平成30年3月31日
本支店 103 103 103
出張所 21 21 21
合　計 124 124 124
� （単位：店）
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