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EN

全銀協の会員⼀覧
（令和3年10⽉1⽇現在）

正会員（114会員）

銀⾏持株会社会員（3会員）

準会員（75会員）

特別会員（58会員）

特例会員（1会員）

正会員（114会員）

※4桁の数字は⾦融機関共同コード

0001 みずほ銀⾏
0005 三菱UFJ銀⾏
0009 三井住友銀⾏
0010 りそな銀⾏
0017 埼⽟りそな銀⾏
0034 セブン銀⾏
0116 北海道銀⾏
0117 ⻘森銀⾏
0118 みちのく銀⾏
0119 秋⽥銀⾏
0120 北都銀⾏
0121 荘内銀⾏
0122 ⼭形銀⾏
0123 岩⼿銀⾏
0124 東北銀⾏
0125 七⼗七銀⾏
0126 東邦銀⾏
0128 群⾺銀⾏
0129 ⾜利銀⾏
0130 常陽銀⾏
0131 筑波銀⾏
0133 武蔵野銀⾏
0134 千葉銀⾏
0135 千葉興業銀⾏
0137 きらぼし銀⾏
0138 横浜銀⾏

https://www.zenginkyo.or.jp/
https://www.zenginkyo.or.jp/en/
https://www.mizuhobank.co.jp/
http://www.bk.mufg.jp/
http://www.smbc.co.jp/
https://www.resonabank.co.jp/
http://www.resona-gr.co.jp/saitamaresona/
http://www.sevenbank.co.jp/
http://www.hokkaidobank.co.jp/
http://www.a-bank.jp/
http://www.michinokubank.co.jp/
https://www.akita-bank.co.jp/
http://www.hokutobank.co.jp/
http://www.shonai.co.jp/
http://www.yamagatabank.co.jp/
http://www.iwatebank.co.jp/
http://www.tohoku-bank.co.jp/
http://www.77bank.co.jp/
http://www.tohobank.co.jp/
http://www.gunmabank.co.jp/
http://www.ashikagabank.co.jp/
http://www.joyobank.co.jp/
http://www.tsukubabank.co.jp/
http://www.musashinobank.co.jp/
http://www.chibabank.co.jp/
http://www.chibakogyo-bank.co.jp/
https://www.kiraboshibank.co.jp/
http://www.boy.co.jp/
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0140 第四北越銀⾏
0142 ⼭梨中央銀⾏
0143 ⼋⼗⼆銀⾏
0144 北陸銀⾏
0145 富⼭銀⾏
0146 北國銀⾏
0147 福井銀⾏
0149 静岡銀⾏
0150 スルガ銀⾏
0151 清⽔銀⾏
0152 ⼤垣共⽴銀⾏
0153 ⼗六銀⾏
0154 三⼗三銀⾏
0155 百五銀⾏
0157 滋賀銀⾏
0158 京都銀⾏
0159 関⻄みらい銀⾏
0161 池⽥泉州銀⾏
0162 南都銀⾏
0163 紀陽銀⾏
0164 但⾺銀⾏
0166 ⿃取銀⾏
0167 ⼭陰合同銀⾏
0168 中国銀⾏
0169 広島銀⾏
0170 ⼭⼝銀⾏
0172 阿波銀⾏
0173 百⼗四銀⾏
0174 伊予銀⾏
0175 四国銀⾏
0177 福岡銀⾏
0178 筑邦銀⾏
0179 佐賀銀⾏
0181 ⼗⼋親和銀⾏
0182 肥後銀⾏
0183 ⼤分銀⾏
0184 宮崎銀⾏
0185 ⿅児島銀⾏
0187 琉球銀⾏
0188 沖縄銀⾏
0190 ⻄⽇本シティ銀⾏
0191 北九州銀⾏
0288 三菱ＵＦＪ信託銀⾏
0289 みずほ信託銀⾏
0294 三井住友信託銀⾏
0304 野村信託銀⾏
0397 新⽣銀⾏
0398 あおぞら銀⾏
0401 シティバンク、エヌ・エイ
0402 ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・ナショナル・アソシエーション
0501 北洋銀⾏
0508 きらやか銀⾏
0509 北⽇本銀⾏
0512 仙台銀⾏
0513 福島銀⾏

https://www.dhbk.co.jp/
http://www.yamanashibank.co.jp/
http://www.82bank.co.jp/
http://www.hokugin.co.jp/
http://www.toyamabank.co.jp/
http://www.hokkokubank.co.jp/
https://www.fukuibank.co.jp/
http://www.shizuokabank.co.jp/
http://www.surugabank.co.jp/
http://www.shimizubank.co.jp/
https://www.okb.co.jp/
http://www.juroku.co.jp/
https://www.33bank.co.jp/
http://www.hyakugo.co.jp/
http://www.shigagin.com/
http://www.kyotobank.co.jp/
https://www.sihd-bk.jp/
http://www.nantobank.co.jp/
http://www.kiyobank.co.jp/
http://www.tajimabank.co.jp/
http://www.tottoribank.co.jp/
http://www.gogin.co.jp/
http://www.chugin.co.jp/
https://www.hirogin.co.jp/
http://www.yamaguchibank.co.jp/
https://www.awabank.co.jp/
https://www.114bank.co.jp/
https://www.iyobank.co.jp/
http://www.shikokubank.co.jp/
http://www.fukuokabank.co.jp/
http://www.chikugin.co.jp/
http://www.sagabank.co.jp/
http://www.18shinwabank.co.jp/
http://www.higobank.co.jp/
http://www.oitabank.co.jp/
http://www.miyagin.co.jp/
http://www.kagin.co.jp/
http://www.ryugin.co.jp/
http://www.okinawa-bank.co.jp/
http://www.ncbank.co.jp/
http://www.kitakyushubank.co.jp/
http://www.tr.mufg.jp/
http://www.mizuho-tb.co.jp/
http://www.smtb.jp/
http://www.nomura-trust.co.jp/
http://www.shinseibank.com/
http://www.aozorabank.co.jp/
http://www.citigroup.jp/jp/about/cbna-tokyo/index.html
https://www.hokuyobank.co.jp/
http://www.kirayaka.co.jp/
http://www.kitagin.co.jp/
http://www.sendaibank.co.jp/
http://www.fukushimabank.co.jp/
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0514 ⼤東銀⾏
0516 東和銀⾏
0517 栃⽊銀⾏
0522 京葉銀⾏
0525 東⽇本銀⾏
0526 東京スター銀⾏
0530 神奈川銀⾏
0532 ⼤光銀⾏
0533 ⻑野銀⾏
0534 富⼭第⼀銀⾏
0537 福邦銀⾏
0538 静岡中央銀⾏
0542 愛知銀⾏
0543 名古屋銀⾏
0544 中京銀⾏
0562 みなと銀⾏
0565 島根銀⾏
0566 トマト銀⾏
0569 もみじ銀⾏
0570 ⻄京銀⾏
0572 徳島⼤正銀⾏
0573 ⾹川銀⾏
0576 愛媛銀⾏
0578 ⾼知銀⾏
0582 福岡中央銀⾏
0583 佐賀共栄銀⾏
0585 ⻑崎銀⾏
0587 熊本銀⾏
0590 豊和銀⾏
0591 宮崎太陽銀⾏
0594 南⽇本銀⾏
0596 沖縄海邦銀⾏
3000 農林中央⾦庫

（⾦融機関共同コード順）

銀⾏持株会社会員（3会員）

三菱UFJフィナンシャル・グループ
三井住友トラスト・ホールディングス
みずほフィナンシャルグループ

準会員（75会員）

※4桁の数字は⾦融機関共同コード

0033 PayPay銀⾏
0035 ソニー銀⾏
0036 楽天銀⾏
0038 住信ＳＢＩネット銀⾏

http://www.daitobank.co.jp/
http://www.towabank.co.jp/
http://www.tochigibank.co.jp/
http://www.keiyobank.co.jp/
http://www.higashi-nipponbank.co.jp/
http://www.tokyostarbank.co.jp/
http://www.kanagawabank.co.jp/
http://www.taikobank.jp/
https://www.naganobank.co.jp/
http://www.first-bank.co.jp/
http://www.fukuho.co.jp/
http://www.shizuokachuo-bank.co.jp/
https://www.aichibank.co.jp/
http://www.meigin.com/
http://www.chukyo-bank.co.jp/
http://www.minatobk.co.jp/
http://www.shimagin.co.jp/
http://www.tomatobank.co.jp/
http://www.momijibank.co.jp/
http://www.saikyobank.co.jp/
https://www.tokugin.co.jp/
http://www.kagawabank.co.jp/
http://www.himegin.co.jp/
http://www.kochi-bank.co.jp/
http://www.fukuokachuo-bank.co.jp/
http://www.kyogin.co.jp/
http://www.nagasakibank.co.jp/
http://www.kumamotobank.co.jp/
http://www.howabank.co.jp/
http://www.taiyobank.co.jp/
http://nangin.jp/
http://www.kaiho-bank.co.jp/
http://www.nochubank.or.jp/
http://www.mufg.jp/
http://smth.jp/
http://www.mizuho-fg.co.jp/
https://www.paypay-bank.co.jp/
http://sonybank.net/
http://www.rakuten-bank.co.jp/
http://www.netbk.co.jp/
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0039 auじぶん銀⾏
0040 イオン銀⾏
0041 ⼤和ネクスト銀⾏
0042 ローソン銀⾏
0043 みんなの銀⾏
0295 ニューヨークメロン信託銀⾏
0297 ⽇本マスタートラスト信託銀⾏
0299 ステート・ストリート信託銀⾏
0300 SMBC信託銀⾏
0307 オリックス銀⾏
0310 GMOあおぞらネット銀⾏
0311 農中信託銀⾏
0320 新⽣信託銀⾏
0321 ⽇証⾦信託銀⾏
0324 ⽇本カストディ銀⾏
0403 バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
0411 ⾹港上海銀⾏
0413 スタンダード チャータード銀⾏
0414 バークレイズ銀⾏
0421 クレディ・アグリコル銀⾏
0423 ハナ銀⾏
0424 印度銀⾏
0425 兆豐國際商業銀⾏
0426 バンコック銀⾏
0429 バンクネガラインドネシア
0430 ドイツ銀⾏
0432 ブラジル銀⾏
0438 ユナイテッド・オーバーシーズ銀⾏
0439 ユービーエス・エイ・ジー
0443 ビー・エヌ・ピー・パリバ銀⾏
0444 オーバーシー・チャイニーズ銀⾏
0445 ソシエテ・ジェネラル銀⾏
0456 ユバフーアラブ・フランス連合銀⾏
0458 ＤＢＳ銀⾏
0459 パキスタン・ナショナル銀⾏
0460 クレディ・スイス銀⾏
0461 コメルツ銀⾏
0463 ウニクレディト銀⾏
0468 インドステイト銀⾏
0471 カナダロイヤル銀⾏
0472 SBJ銀⾏
0477 ウリィ銀⾏
0482 アイエヌジーバンク エヌ・ヴイ
0484 ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド（銀⾏）
0485 オーストラリア・ニュージーランド銀⾏
0487 オーストラリア・コモンウェルス銀⾏
0489 中國銀⾏
0495 ステート・ストリート銀⾏
0498 中⼩企業銀⾏
0603 韓国産業銀⾏
0607 彰化商業銀⾏
0608 ウェルズ・ファーゴ銀⾏
0611 第⼀商業銀⾏
0612 台湾銀⾏
0615 交通銀⾏
0616 メトロポリタン銀⾏

http://www.jibunbank.co.jp/pc/
http://www.aeonbank.co.jp/
http://www.bank-daiwa.co.jp/
https://www.lawsonbank.jp/
https://www.minna-no-ginko.com/
https://www.mastertrust.co.jp/
https://www.smbctb.co.jp/
http://www.orixbank.co.jp/
http://gmo-aozora.com/
http://www.nochutb.co.jp/
http://www.jsftb.co.jp/
https://www.custody.jp/
http://www.hsbc.co.jp/1/2/home-jp
http://www.standardchartered.co.jp/japanese/index.html
http://www.koex.jp/
http://www.bb.com.br/japan/jp
http://www.nbptokyo.com/
http://www2.gol.com/users/sbitok/
http://www.sbjbank.co.jp/
http://www.wooribank.co.jp/
http://www.anz.co.jp/personal/
http://www.metrobank.co.jp/jp/
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0617 フィリピン・ナショナル・バンク
0619 中国⼯商銀⾏
0621 中國信託商業銀⾏
0623 インテーザ・サンパオロ
0624 國⺠銀⾏
0625 中国建設銀⾏
0627 ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀⾏
0630 中国農業銀⾏
0631 台新國際商業銀⾏
0632 ⽟⼭銀⾏
0633 台湾中⼩企業銀⾏
0634 ユーロクリア・バンク SA／NV
0635 ゴールドマン・サックス・バンクUSA
ソニーフィナンシャルグループ
auフィナンシャルホールディングス

（⾦融機関共同コード順）

特別会員（58会員）

●  (⼀社)札幌銀⾏協会

   (⼀社)函館銀⾏協会

   (⼀社)⼩樽銀⾏協会

   (⼀社)旭川銀⾏協会

   室蘭銀⾏協会

   (⼀社)釧路銀⾏協会

   帯広銀⾏協会

   北⾒銀⾏協会

●  (⼀社)⻘森県銀⾏協会

●  (⼀社)岩⼿県銀⾏協会

●  (⼀社)宮城県銀⾏協会

●  (⼀社)秋⽥県銀⾏協会

●  (⼀社)⼭形県銀⾏協会

●  (⼀社)福島県銀⾏協会

●  (⼀社)茨城県銀⾏協会

http://www.pnb.com.ph/japan/index.php/jp/
https://www.taishinbank.com.tw/TS/TS05/TS0505/index.htm
http://www.sonyfg.co.jp/
https://www.au-financial.com/
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/special-member/sapporo/
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/special-member/hakodate/
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/special-member/otaru/
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/special-member/asahikawa/
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/special-member/muroran/
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/special-member/kushiro/
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/special-member/obihiro/
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/special-member/kitami/
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/special-member/aomori/
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/special-member/iwate/
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/special-member/miyagi/
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/special-member/akita/
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/special-member/yamagata/
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/special-member/fukushima/
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/special-member/ibaragi/
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●  (⼀社)栃⽊県銀⾏協会

●  (⼀社)群⾺県銀⾏協会

●  (⼀社)埼⽟県銀⾏協会

●  (⼀社)千葉県銀⾏協会

●  (⼀社)横浜銀⾏協会

●  (⼀社)新潟県銀⾏協会

●  (⼀社)⼭梨県銀⾏協会

●  (⼀社)⻑野県銀⾏協会

●  (⼀財)静岡県銀⾏協会

●  (⼀社)富⼭県銀⾏協会

●  (⼀社)⽯川県銀⾏協会

●  (⼀社)福井県銀⾏協会

●  (⼀社)岐⾩銀⾏協会

●  (⼀社)⼤垣銀⾏協会

●  (⼀社)名古屋銀⾏協会

●  (⼀社)津銀⾏協会

   (⼀社)四⽇市銀⾏協会

●  (⼀社)滋賀県銀⾏協会

●  (⼀社)京都銀⾏協会

●  (⼀社)⼤阪銀⾏協会

●  (⼀社)神⼾銀⾏協会

●  (⼀社)奈良県銀⾏協会

●  (⼀社)和歌⼭銀⾏協会

●  (⼀社)⿃取県銀⾏協会

●  (⼀社)島根県銀⾏協会

https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/special-member/tochigi/
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/special-member/gunma/
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/special-member/saitama/
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/special-member/chiba/
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/special-member/yokohama/
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/special-member/niigata/
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/special-member/yamanashi/
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/special-member/nagano/
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/special-member/shizuoka/
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/special-member/toyama/
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/special-member/ishikawa/
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/special-member/fukui/
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/special-member/gifu/
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/special-member/ogaki/
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/special-member/nagoya/
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/special-member/tsu/
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/special-member/yokkaichi/
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/special-member/shiga/
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/special-member/kyoto/
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/special-member/osaka/
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/special-member/kobe/
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●  (⼀社)岡⼭県銀⾏協会

●  (⼀社)広島県銀⾏協会

●  (⼀社)⼭⼝県銀⾏協会

●  (⼀社)徳島県銀⾏協会

●  (⼀社)⾹川県銀⾏協会

●  (⼀社)愛媛県銀⾏協会

●  (⼀社)⾼知県銀⾏協会

●  (⼀社)北九州銀⾏協会

●  (⼀社)福岡銀⾏協会

●  (⼀社)久留⽶銀⾏協会

●  (⼀社)佐賀県銀⾏協会

●  (⼀社)⻑崎銀⾏協会

●  (⼀社)佐世保銀⾏協会

●  (⼀社)熊本県銀⾏協会

●  (⼀社)⼤分県銀⾏協会

●  (⼀社)宮崎県銀⾏協会

●  (⼀社)⿅児島県銀⾏協会

●  (⼀社)沖縄県銀⾏協会

(注1) ●  印は「銀⾏とりひき相談所」を設置している銀⾏協会

(注2) ⼀社は⼀般社団法⼈、⼀財は⼀般財団法⼈の略

特例会員（1会員）

※4桁の数字は⾦融機関共同コード

9900 ゆうちょ銀⾏
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https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/special-member/kumamoto/
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/special-member/oita/
https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/outline/organization/special-member/miyazaki/
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