
都道府県 機関名 連絡先
北海道 日本政策金融公庫 札幌支店 中小企業事業 011-281-5221
北海道 日本政策金融公庫 札幌支店 国民生活事業 011-231-9131
北海道 日本政策金融公庫 札幌北支店 国民生活事業 011-726-4221
北海道 日本政策金融公庫 旭川支店 中小企業事業 0166-24-4161
北海道 日本政策金融公庫 旭川支店 国民生活事業 0166-23-5241
北海道 日本政策金融公庫 函館支店 中小企業事業 0138-23-7175
北海道 日本政策金融公庫 函館支店 国民生活事業 0138-23-8291
北海道 日本政策金融公庫 帯広支店 国民生活事業 0155-24-3525
北海道 日本政策金融公庫 釧路支店 中小企業事業 0154-43-2541
北海道 日本政策金融公庫 釧路支店 国民生活事業 0154-43-3330
北海道 日本政策金融公庫 北見支店 国民生活事業 0157-24-4115
北海道 日本政策金融公庫 室蘭支店 国民生活事業 0143-44-1731
北海道 日本政策金融公庫 小樽支店 国民生活事業 0134-23-1167
青森県 日本政策金融公庫 青森支店 中小企業事業 017-734-2511
青森県 日本政策金融公庫 青森支店 国民生活事業 017-723-2331
青森県 日本政策金融公庫 八戸支店 国民生活事業 0178-22-6274
青森県 日本政策金融公庫 弘前支店 国民生活事業 0172-36-6303
岩手県 日本政策金融公庫 盛岡支店 中小企業事業 019-623-6125
岩手県 日本政策金融公庫 盛岡支店 国民生活事業 019-623-4376
岩手県 日本政策金融公庫 一関支店 国民生活事業 0191-23-4157
宮城県 日本政策金融公庫 仙台支店 中小企業事業 022-223-8141
宮城県 日本政策金融公庫 仙台支店国民生活第一事業 国民生活事業 022-222-5173
宮城県 日本政策金融公庫 仙台支店国民生活第二事業 国民生活事業 022-222-5377
宮城県 日本政策金融公庫 石巻支店 国民生活事業 0225-94-1201
秋田県 日本政策金融公庫 秋田支店 中小企業事業 018-832-5511
秋田県 日本政策金融公庫 秋田支店 国民生活事業 018-832-5641
秋田県 日本政策金融公庫 大館支店 国民生活事業 0186-42-3407
山形県 日本政策金融公庫 山形支店 中小企業事業 023-641-7941
山形県 日本政策金融公庫 山形支店 国民生活事業 023-642-1331
山形県 日本政策金融公庫 酒田支店 国民生活事業 0234-22-3120
山形県 日本政策金融公庫 米沢支店 国民生活事業 0238-21-5711
福島県 日本政策金融公庫 福島支店 中小企業事業 024-522-9241
福島県 日本政策金融公庫 福島支店 国民生活事業 024-523-2341
福島県 日本政策金融公庫 いわき支店 国民生活事業 0246-25-7251
福島県 日本政策金融公庫 会津若松支店 国民生活事業 0242-27-3120
福島県 日本政策金融公庫 郡山支店 国民生活事業 024-923-7140
茨城県 日本政策金融公庫 水戸支店 中小企業事業 029-231-4246
茨城県 日本政策金融公庫 水戸支店 国民生活事業 029-221-7137
茨城県 日本政策金融公庫 土浦支店 国民生活事業 029-822-4141
茨城県 日本政策金融公庫 日立支店 国民生活事業 0294-24-2451
栃木県 日本政策金融公庫 宇都宮支店 中小企業事業 028-636-7171
栃木県 日本政策金融公庫 宇都宮支店 国民生活事業 028-634-7141
栃木県 日本政策金融公庫 佐野支店 国民生活事業 0283-22-3011
群馬県 日本政策金融公庫 前橋支店 中小企業事業 027-243-0050
群馬県 日本政策金融公庫 前橋支店 国民生活事業 027-223-7311
群馬県 日本政策金融公庫 高崎支店 国民生活事業 027-326-1621
埼玉県 日本政策金融公庫 浦和支店 国民生活事業 048-822-7171
埼玉県 日本政策金融公庫 熊谷支店 国民生活事業 048-521-2731
埼玉県 日本政策金融公庫 さいたま支店 中小企業事業 048-643-8320
埼玉県 日本政策金融公庫 さいたま支店 国民生活事業 048-643-3711
埼玉県 日本政策金融公庫 川越支店 国民生活事業 049-246-3211
埼玉県 日本政策金融公庫 越谷支店 国民生活事業 048-964-5561
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都道府県 機関名 連絡先支店名
千葉県 日本政策金融公庫 千葉支店 中小企業事業 043-243-7121
千葉県 日本政策金融公庫 千葉支店 国民生活事業 043-241-0078
千葉県 日本政策金融公庫 館山支店 国民生活事業 0470-22-2911
千葉県 日本政策金融公庫 松戸支店 国民生活事業 047-367-1191
千葉県 日本政策金融公庫 船橋支店 国民生活事業 047-433-8252
東京都 日本政策金融公庫 東京中央支店 国民生活事業 03-3553-3441
東京都 日本政策金融公庫 新宿支店 中小企業事業 03-3343-1261
東京都 日本政策金融公庫 新宿支店 国民生活事業 03-3342-4171
東京都 日本政策金融公庫 大森支店 中小企業事業 03-5763-3001
東京都 日本政策金融公庫 大森支店 国民生活事業 03-3761-7551
東京都 日本政策金融公庫 池袋支店 中小企業事業 03-3986-1261
東京都 日本政策金融公庫 池袋支店 国民生活事業 03-3983-2131
東京都 日本政策金融公庫 江東支店 国民生活事業 03-3631-8171
東京都 日本政策金融公庫 東京支店 国民生活事業 03-3270-1300
東京都 日本政策金融公庫 東京支店中小企業営一事業 中小企業事業 03-3270-1282
東京都 日本政策金融公庫 東京支店中小企業営二事業 中小企業事業 03-3270-7994
東京都 日本政策金融公庫 東京支店中小企業営三事業 中小企業事業 03-3270-6801
東京都 日本政策金融公庫 千住支店 中小企業事業 03-3870-2125
東京都 日本政策金融公庫 千住支店 国民生活事業 03-3881-6175
東京都 日本政策金融公庫 渋谷支店 国民生活事業 03-3464-3311
東京都 日本政策金融公庫 五反田支店 国民生活事業 03-3490-7370
東京都 日本政策金融公庫 上野支店 国民生活事業 03-3835-1391
東京都 日本政策金融公庫 板橋支店 国民生活事業 03-3964-1811
東京都 日本政策金融公庫 立川支店 国民生活事業 042-524-4191
東京都 日本政策金融公庫 立川支店 中小企業事業 042-528-1261
東京都 日本政策金融公庫 三鷹支店 国民生活事業 0422-43-1151
東京都 日本政策金融公庫 八王子支店 国民生活事業 042-646-7711
神奈川県 日本政策金融公庫 横浜支店 中小企業事業 045-682-1061
神奈川県 日本政策金融公庫 横浜支店 国民生活事業 045-201-9912
神奈川県 日本政策金融公庫 横浜西口支店 国民生活事業 045-311-2641
神奈川県 日本政策金融公庫 川崎支店 国民生活事業 044-211-1211
神奈川県 日本政策金融公庫 小田原支店 国民生活事業 0465-23-3175
神奈川県 日本政策金融公庫 厚木支店 中小企業事業 046-297-5071
神奈川県 日本政策金融公庫 厚木支店 国民生活事業 046-222-3315
新潟県 日本政策金融公庫 新潟支店 中小企業事業 025-244-3122
新潟県 日本政策金融公庫 新潟支店 国民生活事業 025-246-2011
新潟県 日本政策金融公庫 長岡支店 国民生活事業 0258-36-4360
新潟県 日本政策金融公庫 高田支店 国民生活事業 025-524-2340
新潟県 日本政策金融公庫 三条支店 国民生活事業 0256-34-7511
富山県 日本政策金融公庫 富山支店 中小企業事業 076-442-2483
富山県 日本政策金融公庫 富山支店 国民生活事業 076-431-1191
富山県 日本政策金融公庫 高岡支店 国民生活事業 0766-25-1171
石川県 日本政策金融公庫 金沢支店 中小企業事業 076-231-4275
石川県 日本政策金融公庫 金沢支店 国民生活事業 076-263-7191
石川県 日本政策金融公庫 小松支店 国民生活事業 0761-21-9101
福井県 日本政策金融公庫 福井支店 中小企業事業 0776-33-0030
福井県 日本政策金融公庫 福井支店 国民生活事業 0776-33-1755
福井県 日本政策金融公庫 武生支店 国民生活事業 0778-23-1133
山梨県 日本政策金融公庫 甲府支店 中小企業事業 055-228-5790
山梨県 日本政策金融公庫 甲府支店 国民生活事業 055-224-5361
長野県 日本政策金融公庫 長野支店 国民生活事業 026-233-2141
長野県 日本政策金融公庫 松本支店 中小企業事業 0263-33-0300
長野県 日本政策金融公庫 松本支店 国民生活事業 0263-33-7070
長野県 日本政策金融公庫 伊那支店 国民生活事業 0265-72-5195
長野県 日本政策金融公庫 小諸支店 国民生活事業 0267-22-2591



都道府県 機関名 連絡先支店名
岐阜県 日本政策金融公庫 岐阜支店 中小企業事業 058-265-3171
岐阜県 日本政策金融公庫 岐阜支店 国民生活事業 058-263-2136
岐阜県 日本政策金融公庫 多治見支店 国民生活事業 0572-22-6341
静岡県 日本政策金融公庫 静岡支店 中小企業事業 054-254-3631
静岡県 日本政策金融公庫 静岡支店 国民生活事業 054-254-4411
静岡県 日本政策金融公庫 浜松支店 中小企業事業 053-453-1611
静岡県 日本政策金融公庫 浜松支店 国民生活事業 053-454-2341
静岡県 日本政策金融公庫 沼津支店 国民生活事業 055-931-5281
愛知県 日本政策金融公庫 名古屋中支店 国民生活事業 052-221-7241
愛知県 日本政策金融公庫 熱田支店 中小企業事業 052-682-7881
愛知県 日本政策金融公庫 熱田支店 国民生活事業 052-681-2271
愛知県 日本政策金融公庫 名古屋支店 中小企業事業 052-551-5181
愛知県 日本政策金融公庫 名古屋支店 国民生活事業 052-561-6301
愛知県 日本政策金融公庫 豊橋支店 国民生活事業 0532-52-3191
愛知県 日本政策金融公庫 一宮支店 国民生活事業 0586-73-3131
愛知県 日本政策金融公庫 岡崎支店 中小企業事業 0564-65-3025
愛知県 日本政策金融公庫 岡崎支店 国民生活事業 0564-24-1711
三重県 日本政策金融公庫 津支店 中小企業事業 059-227-0251
三重県 日本政策金融公庫 津支店 国民生活事業 059-227-5211
三重県 日本政策金融公庫 四日市支店 国民生活事業 059-352-3121
三重県 日本政策金融公庫 伊勢支店 国民生活事業 0596-24-5191
滋賀県 日本政策金融公庫 大津支店 中小企業事業 077-524-3825
滋賀県 日本政策金融公庫 大津支店 国民生活事業 077-524-1656
滋賀県 日本政策金融公庫 彦根支店 国民生活事業 0749-24-0201
京都府 日本政策金融公庫 京都支店 中小企業事業 075-221-7825
京都府 日本政策金融公庫 京都支店 国民生活事業 075-211-3231
京都府 日本政策金融公庫 西陣支店 国民生活事業 075-462-5121
京都府 日本政策金融公庫 舞鶴支店 国民生活事業 0773-75-2211
大阪府 日本政策金融公庫 大阪西支店 中小企業事業 06-4390-0366
大阪府 日本政策金融公庫 大阪西支店 国民生活事業 06-6538-1401
大阪府 日本政策金融公庫 阿倍野支店 中小企業事業 06-6623-2160
大阪府 日本政策金融公庫 阿倍野支店 国民生活事業 06-6621-1441
大阪府 日本政策金融公庫 十三支店 国民生活事業 06-6305-1631
大阪府 日本政策金融公庫 大阪南支店 国民生活事業 06-6211-7507
大阪府 日本政策金融公庫 大阪支店中小企業営一事業 中小企業事業 06-6314-7615
大阪府 日本政策金融公庫 大阪支店中小企業営二事業 中小企業事業 06-6314-7810
大阪府 日本政策金融公庫 大阪支店 国民生活事業 06-6315-0301
大阪府 日本政策金融公庫 玉出支店 国民生活事業 06-6659-1261
大阪府 日本政策金融公庫 守口支店 国民生活事業 06-6993-6121
大阪府 日本政策金融公庫 東大阪支店 中小企業事業 06-6787-2661
大阪府 日本政策金融公庫 東大阪支店 国民生活事業 06-6782-1321
大阪府 日本政策金融公庫 堺支店 中小企業事業 072-255-1261
大阪府 日本政策金融公庫 堺支店 国民生活事業 072-257-3600
大阪府 日本政策金融公庫 泉佐野支店 国民生活事業 072-462-1355
大阪府 日本政策金融公庫 吹田支店 国民生活事業 06-6319-2061
兵庫県 日本政策金融公庫 神戸支店 中小企業事業 078-362-5961
兵庫県 日本政策金融公庫 神戸支店 国民生活事業 078-341-4981
兵庫県 日本政策金融公庫 神戸東支店 国民生活事業 078-854-2900
兵庫県 日本政策金融公庫 明石支店 国民生活事業 078-912-4114
兵庫県 日本政策金融公庫 姫路支店 国民生活事業 079-225-0571
兵庫県 日本政策金融公庫 尼崎支店 国民生活事業 06-6481-3601
兵庫県 日本政策金融公庫 豊岡支店 国民生活事業 0796-22-4327
奈良県 日本政策金融公庫 奈良支店 中小企業事業 0742-35-9910
奈良県 日本政策金融公庫 奈良支店 国民生活事業 0742-36-6700
和歌山県 日本政策金融公庫 和歌山支店 中小企業事業 073-431-9301



都道府県 機関名 連絡先支店名
和歌山県 日本政策金融公庫 和歌山支店 国民生活事業 073-422-3151
和歌山県 日本政策金融公庫 田辺支店 国民生活事業 0739-22-6120
鳥取県 日本政策金融公庫 鳥取支店 中小企業事業 0857-23-1641
鳥取県 日本政策金融公庫 鳥取支店 国民生活事業 0857-22-3156
鳥取県 日本政策金融公庫 米子支店 国民生活事業 0859-34-5821
島根県 日本政策金融公庫 松江支店 中小企業事業 0852-21-0110
島根県 日本政策金融公庫 松江支店 国民生活事業 0852-23-2651
島根県 日本政策金融公庫 浜田支店 国民生活事業 0855-22-2835
岡山県 日本政策金融公庫 岡山支店 中小企業事業 086-222-7666
岡山県 日本政策金融公庫 岡山支店 国民生活事業 086-225-0011
岡山県 日本政策金融公庫 津山支店 国民生活事業 0868-22-6135
岡山県 日本政策金融公庫 倉敷支店 国民生活事業 086-425-8401
広島県 日本政策金融公庫 広島支店 中小企業事業 082-247-9151
広島県 日本政策金融公庫 広島支店 国民生活事業 082-244-2231
広島県 日本政策金融公庫 尾道支店 国民生活事業 0848-22-6111
広島県 日本政策金融公庫 福山支店 国民生活事業 084-922-6550
広島県 日本政策金融公庫 呉支店 国民生活事業 0823-24-2600
山口県 日本政策金融公庫 山口支店 国民生活事業 083-922-3660
山口県 日本政策金融公庫 下関支店 中小企業事業 083-223-2251
山口県 日本政策金融公庫 下関支店 国民生活事業 083-222-6225
山口県 日本政策金融公庫 徳山支店 国民生活事業 0834-21-3455
山口県 日本政策金融公庫 岩国支店 国民生活事業 0827-22-6265
徳島県 日本政策金融公庫 徳島支店 中小企業事業 088-625-7790
徳島県 日本政策金融公庫 徳島支店 国民生活事業 088-622-7271
香川県 日本政策金融公庫 高松支店 中小企業事業 087-851-9141
香川県 日本政策金融公庫 高松支店 国民生活事業 087-851-0181
愛媛県 日本政策金融公庫 松山支店 中小企業事業 089-943-1231
愛媛県 日本政策金融公庫 松山支店 国民生活事業 089-941-6148
愛媛県 日本政策金融公庫 新居浜支店 国民生活事業 0897-33-9101
愛媛県 日本政策金融公庫 宇和島支店 国民生活事業 0895-22-4766
高知県 日本政策金融公庫 高知支店 中小企業事業 088-875-0281
高知県 日本政策金融公庫 高知支店 国民生活事業 088-822-3191
福岡県 日本政策金融公庫 福岡支店 中小企業事業 092-431-5296
福岡県 日本政策金融公庫 福岡支店 国民生活事業 092-411-9111
福岡県 日本政策金融公庫 福岡西支店 国民生活事業 092-712-4381
福岡県 日本政策金融公庫 北九州支店 中小企業事業 093-531-9191
福岡県 日本政策金融公庫 北九州支店 国民生活事業 093-541-7550
福岡県 日本政策金融公庫 八幡支店 国民生活事業 093-641-7715
福岡県 日本政策金融公庫 久留米支店 国民生活事業 0942-34-1212
佐賀県 日本政策金融公庫 佐賀支店 中小企業事業 0952-24-7224
佐賀県 日本政策金融公庫 佐賀支店 国民生活事業 0952-22-3341
長崎県 日本政策金融公庫 長崎支店 中小企業事業 095-823-6191
長崎県 日本政策金融公庫 長崎支店 国民生活事業 095-824-3141
長崎県 日本政策金融公庫 佐世保支店 国民生活事業 0956-22-9155
熊本県 日本政策金融公庫 熊本支店 中小企業事業 096-352-9155
熊本県 日本政策金融公庫 熊本支店 国民生活事業 096-353-6121
熊本県 日本政策金融公庫 八代支店 国民生活事業 0965-32-5195
大分県 日本政策金融公庫 大分支店 中小企業事業 097-532-4106
大分県 日本政策金融公庫 大分支店 国民生活事業 097-535-0331
大分県 日本政策金融公庫 別府支店 国民生活事業 0977-25-1151
宮崎県 日本政策金融公庫 宮崎支店 中小企業事業 0985-24-4214
宮崎県 日本政策金融公庫 宮崎支店 国民生活事業 0985-23-3274
宮崎県 日本政策金融公庫 延岡支店 国民生活事業 0982-33-6311
鹿児島県 日本政策金融公庫 鹿児島支店 中小企業事業 099-223-2221
鹿児島県 日本政策金融公庫 鹿児島支店 国民生活事業 099-224-1241



都道府県 機関名 連絡先支店名
鹿児島県 日本政策金融公庫 鹿屋支店 国民生活事業 0994-42-5141
鹿児島県 日本政策金融公庫 川内支店 国民生活事業 0996-20-2191
沖縄県 沖縄振興開発金融公庫 本店 098-941-1795
沖縄県 沖縄振興開発金融公庫 中部支店 098-989-6511
沖縄県 沖縄振興開発金融公庫 北部支店 0980-52-2338
沖縄県 沖縄振興開発金融公庫 宮古支店 0980-72-2446
沖縄県 沖縄振興開発金融公庫 八重山支店 0980-82-2701
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