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ネットワーク

（2016年7月末現在）

都県名 名称 電話番号 ファックス番号 郵便番号 住　　所
東京都 本店営業部 03-3293-1616 03-3293-1841 101-0062 千代田区神田駿河台2-5

茨　
　

城　
　

県

つくば支店 029-852-6511 029-855-0050 305-0033 つくば市東新井15-2
牛久出張所 029-872-7160 029-872-7446 300-1234 牛久市中央1-16-1 ラウェル牛久内
牛久ローンセンター 029-878-2170 029-878-2188 (牛久出張所2F）
美浦出張所 029-885-3435 029-885-3433 300-0415 稲敷郡美浦村美駒2500-2 とぴあ2Ｆ
勝田南支店 029-275-2000 029-275-2040 312-0052 ひたちなか市東石川2-6-20
取手支店 0297-73-0100 0297-73-2500 302-0021 取手市寺田字原谷6340-2
守谷出張所 0297-21-1177 0297-46-3820 302-0115 守谷市中央1-8-1
水戸南支店 029-248-5700 029-248-5710 310-0836 水戸市元吉田町荒谷1160-14
水戸支店 029-227-9125 029-231-4004 310-0062 水戸市大町2-3-30
茨城県庁支店 029-301-6070 029-301-6075 310-0852 水戸市笠原町978-6 茨城県庁内
下館支店 0296-24-5221 0296-24-5223 308-0021 筑西市甲33
土浦支店 029-821-6010 029-821-6434 300-0034 土浦市港町1-5-3
神立出張所 029-833-1500 029-833-1600 300-0016 土浦市中神立町18-40
古河支店 0280-33-2400 0280-33-2401 306-0013 古河市東本町3-3-7
日立支店 0294-22-1191 0294-24-0387 317-0073 日立市幸町2-3-10
多賀支店 0294-33-2228 0294-37-2888 316-0013 日立市千石町2-14-9
磯原支店 0293-42-0322 0293-42-1545 319-1541 北茨城市磯原町磯原1-240
高萩出張所 0293-22-3300 0293-22-3303 318-0032 高萩市大和町1-30
神栖支店 0299-96-3366 0299-96-3456 314-0121 神栖市溝口4991-18
小木津支店 0294-43-5600 0294-43-5607 319-1414 日立市日高町5-2-23
勝田支店 029-285-4770 029-285-5322 312-0062 ひたちなか市高場鹿島谷津2477-38
水海道支店 0297-23-5115 0297-23-4765 303-0023 常総市水海道宝町2868-7
大みか支店 0294-53-1818 0294-53-1810 319-1221 日立市大みか町1-24-13
東海出張所 029-287-2010 029-283-2900 319-1111 那珂郡東海村舟石川駅東4-7-23
常陸太田支店 0294-72-1212 0294-72-1219 313-0016 常陸太田市金井町2890-3
常陸大宮出張所 0295-53-5060 0295-53-5102 319-2255 常陸大宮市野中町3053-60
大子出張所 0295-72-3131 0295-72-3130 319-3526 久慈郡大子町大子829-2
石岡支店 0299-23-7557 0299-23-7647 315-0001 石岡市石岡2-8-5
下妻支店 0296-43-6211 0296-43-6213 304-0063 下妻市小野子町2-47
友部支店 0296-77-2155 0296-77-2158 309-1736 笠間市八雲2-5-18
鹿嶋支店 0299-83-1740 0299-83-1741 314-0033 鹿嶋市鉢形台2-1-7 ラウェル鹿嶋内

栃　

木　

県

宇都宮支店 028-621-3251 028-621-4121 320-0052 宇都宮市中戸祭町821
宇都宮ローンセンター 028-600-6868 028-623-4848 320-0052 宇都宮市中戸祭町821
日光出張所 0288-53-0331 0288-53-0708 321-1412 日光市東和町3-8
足利支店 0284-73-0051 0284-73-0053 326-0823 足利市朝倉町243-13
小山支店 0285-22-0597 0285-24-6622 323-0022 小山市駅東通り2-12-20
小山ローンセンター 0285-23-8139 0285-23-8147 （小山支店内）
栃木支店 0282-22-2092 0282-24-2397 328-0014 栃木市泉町13-3
宇都宮東支店 028-661-9531 028-663-4181 321-0905 宇都宮市平出工業団地14-2
宇都宮東ローンセンター 028-660-7611 028-660-9811 （宇都宮東支店内）
鹿沼支店 0289-65-3600 0289-64-2608 322-0021 鹿沼市上野町113-10
矢板支店 0287-43-2424 0287-43-5953 329-2164 矢板市本町3-8
佐野支店 0283-24-8185 0283-24-2365 327-0821 佐野市高萩町1213-1
真岡支店 0285-83-2111 0285-82-8898 321-4361 真岡市並木町1-9-6

群　

馬　

県

前橋支店 027-252-5301 027-251-4304 371-0844 前橋市古市町1-50-16
群馬県庁出張所 027-223-2041 027-221-5811 371-0026 前橋市大手町1-1-1 群馬県庁内
前橋東出張所 027-261-6111 027-261-2311 379-2166 前橋市野中町361-2 群馬県勤労福祉センター内
高崎支店 027-365-3333 027-365-3330 370-0006 高崎市問屋町4-5-6
桐生支店 0277-43-5301 0277-43-2414 376-0021 桐生市巴町2-1810-24

ネットワーク
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都県名 名称 電話番号 ファックス番号 郵便番号 住　　所

群　
　

馬　
　

県

太田支店 0276-46-5171 0276-46-0776 373-0852 太田市新井町551-1
渋川支店 0279-22-1981 0279-25-1422 377-0007 渋川市石原138-7
中之条支店 0279-75-2231 0279-75-1191 377-0425 吾妻郡中之条町西中之条231-2
館林支店 0276-72-1131 0276-75-0080 374-0029 館林市仲町2-17
伊勢崎支店 0270-25-4742 0270-23-5450 372-0031 伊勢崎市今泉町1-22-11
富岡支店 0274-62-2222 0274-62-1598 370-2316 富岡市富岡3093-1
藤岡支店 0274-22-3333 0274-23-8009 375-0024 藤岡市藤岡318-2
安中支店 027-382-1821 027-382-4117 379-0116 安中市安中2-2-28
沼田支店 0278-24-2211 0278-24-5267 378-0045 沼田市材木町1173
大泉支店 0276-62-7575 0276-62-7579 370-0514 邑楽郡大泉町朝日2-15-15
高崎東支店 027-353-6111 027-353-6281 370-0852 高崎市中居町3-40-6

埼　
　

玉　
　

県

大宮支店 048-645-0011 048-645-5100 330-0843 さいたま市大宮区吉敷町1-31-1
川越支店 049-242-3955 049-242-3334 350-1123 川越市脇田本町24-4　
川越ローンセンター 049-247-9155 049-247-9105 （川越支店内）
秩父支店 0494-22-3340 0494-24-5485 368-0024 秩父市上宮地町1-3
川口出張所 048-253-8181 048-257-0700 332-0033 川口市並木元町2-7
熊谷支店 048-522-1896 048-524-7631 360-0042 熊谷市本町1-179-1
飯能支店 042-973-2865 042-972-4113 357-0021 飯能市大字双柳82-13
東松山支店 0493-23-6161 0493-23-4904 355-0028 東松山市箭弓町2-1-14
東松山ローンセンター 0493-23-6775 0493-23-6405 （東松山支店2F）
上尾支店 048-773-2351 048-776-1898 362-0042 上尾市谷津2-1-50-30
上尾ローンセンター 048-777-2200 048-777-7222 （上尾支店内）
さいたま支店 048-864-0100 048-866-4950 330-8552 さいたま市浦和区高砂4-4-17
春日部支店 048-736-3661 048-736-0567 344-0067 春日部市中央1-56-13
本庄支店 0495-24-2111 0495-21-8838 367-0042 本庄市けや木2-4-1
朝霞支店 048-474-7111 048-473-7004 351-0035 朝霞市朝志ヶ丘1-1-33
越谷支店 048-990-8711 048-987-1731 343-0851 越谷市七左町2-25
羽生出張所 048-561-8011 048-563-0496 348-0053 羽生市南4-2-1
狭山支店 04-2952-1011 04-2952-0255 350-1331 狭山市新狭山2-8-9
深谷支店 048-571-3111 048-571-7244 366-0052 深谷市上柴町西4-2-3
所沢支店 04-2993-1700 04-2993-1711 359-0037 所沢市くすのき台3-18-2 マルナカビル内

千　
　

葉　
　

県

千葉支店 043-251-5161 043-287-7110 260-0045 千葉市中央区弁天1-13-1
千葉県庁前出張所 043-221-5311 043-221-5251 260-0013 千葉市中央区中央4-13-10 千葉県教育会館内
野田支店 04-7125-2525 04-7122-1220 278-0033 野田市上花輪841
流山おおたかの森ローンセンター 04-7199-9821 04-7178-5081 270-0121 流山市西初石6-832 こもれびテラス101
市川支店 047-376-3311 047-376-8333 272-0026 市川市東大和田2-2-1
銚子支店 0479-22-8484 0479-22-8662 288-0048 銚子市双葉町6-23
館山支店 0470-22-1111 0470-23-4800 294-0045 館山市北条1114-2
茂原支店 0475-23-6611 0475-24-5122 297-0024 茂原市八千代1-9-13
船橋支店 047-434-2784 047-433-8200 273-0011 船橋市湊町2-6-33
松戸支店 047-365-8185 047-363-9445 271-0072 松戸市竹ヶ花45-52
市原支店 0436-21-2181 0436-21-2184 290-0081 市原市五井中央西2-24-17
木更津支店 0438-25-5511 0438-25-5517 292-0057 木更津市東中央2-6-13
成田支店 0476-24-2211 0476-24-2215 286-0041 成田市飯田町2-80
八千代支店 047-486-2525 047-486-2523 276-0044 八千代市萱田町613-30
柏支店 04-7163-4567 04-7163-2424 277-0832 柏市北柏3-13-6
成東支店 0475-82-4111 0475-82-4311 289-1326 山武市成東2569 山武教育会館内
津田沼支店 047-403-6070 047-403-6151 274-0825 船橋市前原西2-22-11
津田沼ローンセンター 047-403-3881 047-403-5171 （津田沼支店内）

東京都 立川支店 042-524-5157 042-522-6390 190-0012 立川市曙町2-38-5 立川ビジネスセンタービル内

店舗・ローンセンター



85 中央労働金庫　ディスクロージャー2016年版

ネットワーク

都県名 名称 電話番号 ファックス番号 郵便番号 住　　所

東　
　

京　
　

都

立川ローンセンター 042-521-0822 042-521-0831 （立川支店内）
大井支店 03-3773-1501 03-3773-8061 140-0014 品川区大井1-22-4
亀戸支店 03-3681-4136 03-3636-5475 136-0071 江東区亀戸1-10-15
亀戸ローンセンター 03-3681-4200 03-3681-4204 （亀戸支店内）
大手町支店 03-3275-0777 03-3275-3008 100-0004 千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル内
田町支店 03-3452-7411 03-3455-4053 108-0014 港区芝5-26-30 専売ビル内
王子支店 03-3912-2101 03-3912-7448 114-0002 北区王子1-27-6
新宿支店 03-3345-0921 03-3345-0933 163-0802 新宿区西新宿2-4-1 新宿ＮＳビル2Ｆ
新宿ローンセンター 03-3345-0977 03-3345-0978 （新宿支店内）
新橋支店 03-3501-8811 03-3501-8815 105-0004 港区新橋2-12-7 
板橋支店 03-3962-3311 03-3962-9245 173-0012 板橋区大和町24-1
千住支店 03-3882-3121 03-3888-7873 120-0036 足立区千住仲町40-7
千住ローンセンター 03-5813-8306 03-3882-3285 （千住支店内）
蒲田支店 03-3738-6251 03-3736-8798 144-0052 大田区蒲田5-13-23 TOKYU REIT蒲田ビル内
三鷹支店 0422-37-2660 0422-37-2663 180-0006 武蔵野市中町1-15-5 三鷹髙木ビル内
一ツ橋支店 03-3265-8041 03-3265-8046 101-0003 千代田区一ツ橋2-6-2 日本教育会館内
渋谷支店 03-3409-0671 03-3409-0091 150-0002 渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT渋谷Ｒビル内
銀座支店 03-3542-4041 03-3542-4062 104-0061 中央区銀座7-14-13
八王子支店 042-642-4141 042-646-6204 192-0063 八王子市元横山町2-1-6
八王子ローンセンター 042-646-4373 042-646-4375 （八王子支店内）
市谷支店 03-3264-5721 03-3264-6823 102-0085 千代田区六番町1 自治労会館内
日本橋支店 03-3206-9651 03-3206-9656 104-0033 中央区新川1-23-4 I･Sリバーサイドビル内
池袋支店 03-3984-5201 03-3981-8645 170-0013 豊島区東池袋1-33-8 ＮＢＦ池袋タワー内
世田谷支店 03-3420-2111 03-3420-2116 154-0011 世田谷区上馬5-21-11 明治安田生命世田谷ビル内
西多摩支店 042-555-1311 042-555-4801 205-0023 羽村市神明台1-17-9
霞が関支店 03-3592-2811 03-3592-2810 100-0013 千代田区霞が関3-3-3 全日通霞が関ビル内
中野支店 03-3319-2131 03-3319-2128 164-0001 中野区中野4-2-12 三明ビル内
五反田支店 03-5422-6126 03-3446-4505 141-0022 品川区東五反田5-26-5 ニッセイ五反田駅前ビル内
田無支店 042-464-3611 042-464-7886 188-0011 西東京市田無町5-6-23
町田支店 042-729-2121 042-723-1890 194-0022 町田市森野1-26-21
荒川支店 03-3891-9311 03-3801-9232 116-0013 荒川区西日暮里5-26-8 スズヨシビル内
本郷支店 03-3814-7911 03-3814-7910 112-0002 文京区小石川1-3-25 小石川大国ビル内
府中支店 042-360-4111 042-368-1193 183-0055 府中市府中町1-9 京王府中1丁目ビル内
調布出張所 042-481-3211 042-481-3222 182-0026 調布市小島町2-51-2 寿ビル内
江戸川支店 03-3654-6041 03-3654-7825 132-0031 江戸川区松島3-42-12

神　

奈　

川　

県

横浜支店 045-661-5511 045-640-1131 231-8527 横浜市中区山下町24-1
コンサルティングプラザ横浜 045-461-3601 045-461-3602 220-0011 横浜市西区高島2-19-12 スカイビル17F
川崎支店 044-244-8331 044-210-1838 210-0005 川崎市川崎区東田町5-1
横須賀支店 046-823-1770 046-820-1266 238-0011 横須賀市米が浜通り1-6-5
横須賀ローンセンター 046-828-7141 046-828-7143 238-0006 横須賀市日の出町1-2-2 明香ビル2F
小田原支店 0465-24-3322 0465-21-1858 250-0012 小田原市本町2-1-23
鶴見支店 045-521-0721 045-510-1019 230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央4-37-37-101
藤沢支店 0466-27-8811 0466-29-2476 251-0023 藤沢市鵠沼花沢町1-1-101
藤沢ローンセンター 0466-26-5115 0466-26-5196 （藤沢支店内）
中原支店 044-733-0161 044-739-1918 211-0005 川崎市中原区新丸子町915-14
中原ローンセンター 044-733-0913 044-738-3130 （中原支店内）
相模原支店 042-772-0451 042-770-7282 252-0216 相模原市中央区清新4-4-8
大船支店 0467-46-6291 0467-41-1034 247-0056 鎌倉市大船2-17-39
平塚支店 0463-23-2511 0463-25-1972 254-0035 平塚市宮の前1-7 平塚宮の前ビル内
川崎南支店 044-277-8211 044-270-1838 210-0833 川崎市川崎区桜本1-13-14
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神　

奈　

川　

県

座間支店 046-255-1155 046-259-1515 252-0004 座間市東原5-3-45
新横浜支店 045-476-7575 045-470-2350 222-0033 横浜市港北区新横浜2-19-17
新横浜ローンセンター 045-476-7585 045-472-3921 （新横浜支店内）
秦野支店 0463-82-8311 0463-85-1834 257-0036 秦野市元町5-3
新百合丘出張所 044-989-1111 044-981-1902 215-0014 川崎市麻生区白山4-1-3-101
杉田支店 045-774-1212 045-770-1216 235-0032 横浜市磯子区新杉田町3-8
星川支店 045-331-1551 045-338-3043 240-0001 横浜市保土ヶ谷区川辺町4-6
戸塚支店 045-861-2111 045-860-1384 244-0003 横浜市戸塚区戸塚町3983
戸塚ローンセンター 045-881-4031 045-869-3017 （戸塚支店内）
厚木支店 046-222-1511 046-296-1919 243-0018 厚木市中町1-6-1-201
厚木ローンセンター 046-294-1633 046-294-1635 243-0018 厚木市中町1-6-1-103
茅ヶ崎支店 0467-87-8822 0467-59-1138 253-0043 茅ヶ崎市元町17-1
愛川支店 046-285-6211 046-284-1126 243-0303 愛甲郡愛川町中津3401-4
大雄山支店 0465-73-3311 0465-70-1889 250-0105 南足柄市関本591-1 ヴェルミ3内
相模大野ローンセンター 042-766-6211 042-701-4361 252-0318 相模原市南区上鶴間本町1-29-36

山　

梨　

県

甲府支店 055-235-3431 055-226-0813 400-0858 甲府市相生2-7-17 労農福祉センター2F
甲府昭和ローンセンター 055-230-8660 055-275-1616 409-3866 中巨摩郡昭和町西条101-1
富士吉田支店 0555-22-5262 0555-22-5296 403-0005 富士吉田市上吉田965-4
南アルプス支店 055-283-4231 055-283-4229 400-0301 南アルプス市桃園1732-5

神
奈
川
県

インターネット中央支店 0120-698-956※ － 222-0033 横浜市港北区新横浜2-19-17
※インターネットバンキング・ヘルプデスクのお問合わせ先です。

中央ふれあい第一支店 　 － 222-0033 横浜市港北区新横浜2-19-17

店舗・ローンセンター
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