
もみじ銀行店舗一覧表

店番号 店舗名(漢字) 店舗名(カナ) 郵便番号 店舗所在地
広島市 002 本店営業部 ﾎﾝﾃﾝ 730-8678 広島県広島市中区胡町１−２４

802 紙屋町支店 ｶﾐﾔﾁﾖｳ 730-0031 広島県広島市中区紙屋町１−２−２２
006 昭和町支店 ｼﾖｳﾜﾏﾁ 730-0046 広島県広島市中区昭和町３−１９
009 鷹野橋支店 ﾀｶﾉﾊﾞｼ 730-0052 広島県広島市中区千⽥町１−８−８
011 吉島支店 ﾖｼｼﾞﾏ 730-0822 広島県広島市中区吉島東１−１９−１５
012 舟入支店 ﾌﾅｲﾘ 730-0845 広島県広島市中区舟入川⼝町１３−２３
012 江波出張所 ｴﾊﾞ 730-0834 広島県広島市中区江波⼆本松２−１−３
013 堺町支店 ｻｶｲﾏﾁ 730-0851 広島県広島市中区榎町１０−２０
013 平和通出張所 ﾍｲﾜﾄﾞｵﾘ 730-0856 広島県広島市中区河原町２−１
017 広島中央支店 ﾋﾛｼﾏﾁﾕｳｵｳ 730-0013 広島県広島市中区⼋丁堀７−４
018 新天地支店 ｼﾝﾃﾝﾁ 730-0034 広島県広島市中区新天地５−１４
020 牛⽥支店 ｳｼﾀ 732-0066 広島県広島市東区牛⽥本町４−１−５
050 広島光町支店 ﾋﾛｼﾏﾋｶﾘﾏﾁ 732-0052 広島県広島市東区光町１−１２−２０
060 ⼾坂支店 ﾍｻｶ 732-0003 広島県広島市東区⼾坂中町６−４６
186 温品支店 ﾇｸｼﾅ 732-0033 広島県広島市東区温品５−２−３２
003 広島駅前支店 ﾋﾛｼﾏｴｷﾏｴ 732-0822 広島県広島市南区松原町５−１
004 大州支店 ｵｵｽﾞ 732-0802 広島県広島市南区大州２−１３−１０
005 東雲支店 ｼﾉﾉﾒ 732-0819 広島県広島市南区段原⼭崎３−２−３０
005 仁保出張所 ﾆﾎ 734-0024 広島県広島市南区仁保新町２−６−２９
007 翠町支店 ﾐﾄﾞﾘﾏﾁ 734-0015 広島県広島市南区宇品御幸１−９−２６−１０１
008 宇品支店 ｳｼﾞﾅ 734-0015 広島県広島市南区宇品御幸５−１−１
054 向洋支店 ﾑｶｲﾅﾀﾞ 734-0053 広島県広島市南区⻘崎１−６−１１
815 広島東支店 ﾋﾛｼﾏﾋｶﾞｼ 732-0811 広島県広島市南区段原１−８−５
014 天満支店 ﾃﾝﾏ 733-0031 広島県広島市⻄区観⾳町８−１３
016 三篠支店 ﾐｻｻ 733-0003 広島県広島市⻄区三篠町１−１２−１９
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広島市 019 己斐支店 ｺｲ 733-0812 広島県広島市⻄区己斐本町１−１４−１４

021 観⾳支店 ｶﾝｵﾝ 733-0035 広島県広島市⻄区南観⾳２−７−２６
051 商工センター支店 ｼﾖｳｺｳｾﾝﾀ- 733-0841 広島県広島市⻄区井⼝明神１−１６−３
051 井⼝出張所 ｲﾉｸﾁ 733-0842 広島県広島市⻄区井⼝３−１２−２４
053 中央市場支店 ﾁﾕｳｵｳｲﾁﾊﾞ 733-0832 広島県広島市⻄区草津港１−８−１
070 古江支店 ﾌﾙｴ 733-0873 広島県広島市⻄区古江新町４−１
122 祇園支店 ｷﾞｵﾝ 731-0138 広島県広島市安佐南区祇園１−３６−７
126 古市支店 ﾌﾙｲﾁ 731-0123 広島県広島市安佐南区古市１−３０−２１
126 中筋出張所 ﾅｶｽｼﾞ 731-0122 広島県広島市安佐南区中筋４−１３−１１
130 ⻄⾵新都支店 ｾｲﾌｳｼﾝﾄ 731-3167 広島県広島市安佐南区大塚⻄６−１２−１
156 緑井支店 ﾐﾄﾞﾘｲ 731-0103 広島県広島市安佐南区緑井２−８−２
159 安支店 ﾔｽ 731-0141 広島県広島市安佐南区相⽥２−９−２１
192 沼⽥支店 ﾇﾏﾀ 731-3164 広島県広島市安佐南区伴東７−３４−１０
830 祇園中央支店 ｷﾞｵﾝﾁﾕｳｵｳ 731-0113 広島県広島市安佐南区⻄原６−３３−１９
841 安中央支店 ﾔｽﾁﾕｳｵｳ 731-0144 広島県広島市安佐南区⾼取北３−３−１７
128 可部支店 ｶﾍﾞ 731-0221 広島県広島市安佐北区可部５−１−６
187 可部北出張所 ｶﾍﾞｷﾀ 731-0211 広島県広島市安佐北区三入５−１５−６
155 ⾼陽支店 ｺｳﾖｳ 739-1734 広島県広島市安佐北区⼝⽥４−６−１５
157 ⾼陽ニュータウン支店 ｺｳﾖｳﾆﾕ-ﾀｳﾝ 739-1742 広島県広島市安佐北区⻲崎１−２−５
158 瀬野川支店 ｾﾉｶﾞﾜ 739-0323 広島県広島市安芸区中野東１−１１−３８
158 中野東出張所 ﾅｶﾉﾋｶﾞｼ 739-0321 広島県広島市安芸区中野５−１４−１
162 矢野支店 ﾔﾉ 736-0085 広島県広島市安芸区矢野⻄５−１−２７
125 五日市支店 ｲﾂｶｲﾁ 731-5136 広島県広島市佐伯区楽々園４−１４−２４
132 五日市駅前支店 ｲﾂｶｲﾁｴｷﾏｴ 731-5125 広島県広島市佐伯区五日市駅前１−１１−１
185 五日市北支店 ｲﾂｶｲﾁｷﾀ 731-5116 広島県広島市佐伯区⼋幡２−２３−６
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447 コイン通り支店 ｺｲﾝﾄﾞｵﾘ 731-5128 広島県広島市佐伯区五日市中央５−２１−３

廿日市市 123 廿日市支店 ﾊﾂｶｲﾁ 738-0016 広島県廿日市市可愛１２−１４
123 ⻘葉台出張所 ｱｵﾊﾞﾀﾞｲ 739-0401 広島県廿日市市福⾯２−７−２５
191 大野出張所 ｵｵﾉ 739-0434 広島県廿日市市大野１−１０−１
178 宮内支店 ﾐﾔｳﾁ 738-0034 広島県廿日市市大字宮内１０７０−１

安芸郡 124 海⽥支店 ｶｲﾀ 736-0046 広島県安芸郡海⽥町窪町４−４５
124 海⽥東出張所 ｶｲﾀﾋｶﾞｼ 736-0022 広島県安芸郡海⽥町蟹原２−１２−１８
127 安芸府中支店 ｱｷﾌﾁﾕｳ 735-0006 広島県安芸郡府中町本町４−７−１８
127 浜⽥出張所 ﾊﾏﾀﾞ 735-0013 広島県安芸郡府中町浜⽥１−１−８
179 坂支店 ｻｶ 731-4311 広島県安芸郡坂町北新地２−３−４５
189 熊野支店 ｸﾏﾉ 731-4221 広島県安芸郡熊野町出来庭６−２−１３

呉市 801 呉営業部 ｸﾚ 737-8611 広島県呉市本通２−３−７
230 呉中央支店 ｸﾚﾁﾕｳｵｳ 737-0051 広島県呉市中央１−４−２４
231 広中央支店 ﾋﾛﾁﾕｳｵｳ 737-0131 広島県呉市広中町１２−１５
805 ⾳⼾支店 ｵﾝﾄﾞ 737-1203 広島県呉市⾳⼾町鰯浜１−５−１
806 広支店 ﾋﾛ 737-0112 広島県呉市広古新開２−２−２２
814 吉浦支店 ﾖｼｳﾗ 737-0853 広島県呉市吉浦中町１−７−３
819 呉荒神支店 ｸﾚｺｳｼﾞﾝ 737-0052 広島県呉市東中央２−３−６
827 阿賀支店 ｱｶﾞ 737-0003 広島県呉市阿賀中央６−６−２８
840 焼⼭支店 ﾔｹﾔﾏ 737-0911 広島県呉市焼⼭北１−６−２

東広島市 415 ⿊瀬支店 ｸﾛｾ 739-2613 広島県東広島市⿊瀬町楢原６６９−１
432 ⻄条支店 ｻｲｼﾞﾖｳ 739-0016 広島県東広島市⻄条岡町１０−１８
490 ⻄条南支店 ｻｲｼﾞﾖｳﾐﾅﾐ 739-0036 広島県東広島市⻄条町⽥⼝２７８８−３
493 ⾼屋支店 ﾀｶﾔ 739-2102 広島県東広島市⾼屋町杵原１３３８−４
494 ⼋本松支店 ﾊﾁﾎﾝﾏﾂ 739-0141 広島県東広島市⼋本松町飯⽥１５６−１１
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804 安芸津出張所 ｱｷﾂ 739-2402 広島県東広島市安芸津町三津４２９４

福⼭市 345 福⼭支店 ﾌｸﾔﾏ 720-0064 広島県福⼭市延広町１−２８
344 松永支店 ﾏﾂﾅｶﾞ 729-0111 広島県福⼭市今津町２−２−２１
347 福⼭南支店 ﾌｸﾔﾏﾐﾅﾐ 720-0825 広島県福⼭市沖野上町５−１３−４
360 川⼝支店 ｶﾜｸﾞﾁ 720-0822 広島県福⼭市川⼝町４−１３−６
350 蔵王支店 ｻﾞｵｳ 721-0973 広島県福⼭市南蔵王町５−１８−３５
355 福⼭北支店 ﾌｸﾔﾏｷﾀ 720-0003 広島県福⼭市御幸町大字森脇１３２−１
370 駅家支店 ｴｷﾔ 720-1131 広島県福⼭市駅家町大字万能倉１２７９−１
380 引野支店 ﾋｷﾉ 721-0942 広島県福⼭市引野町５−１８−１７
460 神辺支店 ｶﾝﾅﾍﾞ 720-2123 広島県福⼭市神辺町川北１４４４−３
828 福⼭東支店 ﾌｸﾔﾏﾋｶﾞｼ 721-0961 広島県福⼭市明神町１−９−３５
835 福⼭⻄支店 ﾌｸﾔﾏﾆｼ 720-0067 広島県福⼭市⻄町３−１５−１４
838 春日支店 ｶｽｶﾞ 721-0916 広島県福⼭市春日台１−１７

広島県内 433 竹原支店 ﾀｹﾊﾗ 725-0026 広島県竹原市中央３−６−１
その他 435 三原支店 ﾐﾊﾗ 723-0017 広島県三原市港町１−１２−１２

811 三原⻄支店 ﾐﾊﾗﾆｼ 723-0052 広島県三原市皆実１−２６−１５
436 尾道支店 ｵﾉﾐﾁ 722-0035 広島県尾道市⼟堂１−３−２７
809 尾道中央支店 ｵﾉﾐﾁﾁﾕｳｵｳ 722-0038 広島県尾道市天満町１５−２０
437 甲⼭支店 ｺｳｻﾞﾝ 722-1121 広島県世羅郡世羅町大字⻄上原４９７−２
439 吉⽥支店 ﾖｼﾀﾞ 731-0501 広島県安芸⾼⽥市吉⽥町吉⽥７５２−１
440 三次支店 ﾐﾖｼ 728-0012 広島県三次市⼗日市中３−１−５
443 府中支店 ﾌﾁﾕｳ 726-0012 広島県府中市中須町字国府１６５１
817 府中中央出張所 ﾌﾁﾕｳﾁﾕｳｵｳ 726-0004 広島県府中市府川町１６２−７
445 千代⽥支店 ﾁﾖﾀﾞ 731-1533 広島県⼭県郡北広島町有⽥６４７−３
812 大竹支店 ｵｵﾀｹ 739-0611 広島県大竹市新町１−６−７
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823 因島支店 ｲﾝﾉｼﾏ 722-2323 広島県尾道市因島⼟⽣町１８９９−４８
438 因島⽥熊支店 ｲﾝﾉｼﾏﾀｸﾏ 722-2324 広島県尾道市因島⽥熊町１１４０−１
824 大崎支店 ｵｵｻｷ 725-0301 広島県豊⽥郡大崎上島町中野５５７７−３
826 江⽥島支店 ｴﾀｼﾞﾏ 737-2122 広島県江⽥島市江⽥島町中央４−１７−２１
858 大柿出張所 ｵｵｶﾞｷ 737-2213 広島県江⽥島市大柿町大原１０９９−１

⼭⼝県 565 防府支店 ﾎｳﾌ 747-0036 ⼭⼝県防府市戎町１−７−２
564 徳⼭支店 ﾄｸﾔﾏ 745-0034 ⼭⼝県周南市御幸通２−４
560 岩国支店 ｲﾜｸﾆ 740-0018 ⼭⼝県岩国市⿇⾥布町２−８−７

岡⼭県 680 岡⼭支店 ｵｶﾔﾏ 700-0822 岡⼭県岡⼭市北区表町２−３−４１
682 倉敷支店 ｸﾗｼｷ 710-0826 岡⼭県倉敷市⽼松町２−１−２

福岡県 775 小倉支店 ｺｸﾗ 802-0084 福岡県北九州市小倉北区⾹春⼝２−８−８
東京都 895 東京支店 ﾄｳｷﾖｳ 103-0021 東京都中央区日本橋本⽯町３−３−５


