
足立区　金融機関一覧
R4.12.23

No. 金融機関名 支店名 住所
1 みずほ銀行 綾瀬支店 東京都足立区綾瀬1-39-7
2 みずほ銀行 足立支店 東京都足立区梅島3-32-6
3 みずほ銀行 千住支店 東京都足立区千住2-58
4 三菱ＵＦＪ銀行 千住支店 東京都足立区千住2-5-3
5 三井住友銀行 千住支店 東京都足立区千住2-55
6 三井住友銀行 西新井支店 東京都足立区西新井本町1-15-14
7 三井住友銀行 綾瀬支店 東京都足立区綾瀬3-3-10
8 三井住友銀行 五反野支店 東京都足立区千住2-55
9 りそな銀行 千住支店 東京都足立区千住2-55
10 りそな銀行 竹ノ塚支店 東京都足立区竹の塚1-39-14-102
11 りそな銀行 西新井支店 東京都足立区梅島2-3-12
12 群馬銀行 足立支店 東京都足立区保木間2-1-1
13 常陽銀行 六町支店 東京都足立区六町1-17-42
14 筑波銀行 綾瀬支店 東京都足立区綾瀬4-16-8
15 千葉銀行 千住支店 東京都足立区千住1-4-1
16 きらぼし銀行 千住支店 東京都足立区千住中居町28-3
17 きらぼし銀行 竹ノ塚支店 東京都足立区西竹の塚2-2-8
18 東日本銀行 千住支店 東京都足立区千住中居町27-18
19 東日本銀行 舎人支店 東京都足立区千住中居町27-18　千住支店内
20 青木信用金庫 足立支店 東京都足立区一ツ家2-10-15
21 朝日信用金庫 足立支店 東京都足立区関原3-39-3
22 朝日信用金庫 千住支店 東京都足立区千住柳町7-1
23 朝日信用金庫 西新井支店 東京都足立区西新井1-20-14
24 朝日信用金庫 六月支店 東京都足立区六月2-1-16
25 朝日信用金庫 江北支店 東京都足立区江北1-33-15
26 東京シティ信用金庫 亀有支店 東京都足立区東和2-2-5
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27 東京東信用金庫 足立支店 東京都足立区六月1-22-21
28 東京東信用金庫 綾瀬支店 東京都足立区綾瀬4-7-12
29 東京東信用金庫 花畑支店 東京都足立区花畑4-2-13
30 東京東信用金庫 五反野支店 東京都足立区足立3-9-7
31 東京東信用金庫 竹の塚支店 東京都足立区保木間1-20-3
32 東京東信用金庫 東和支店 東京都足立区東和5-3-22
33 亀有信用金庫 竹之塚支店 東京都足立区西竹の塚1-19-10
34 亀有信用金庫 佐野支店 東京都足立区佐野1-21-5
35 亀有信用金庫 綾瀬支店 東京都足立区東綾瀬1-21-17
36 足立成和信用金庫 本店 東京都足立区千住1-4-16
37 足立成和信用金庫 本木支店 東京都足立区興野1-15-13
38 足立成和信用金庫 亀有駅前支店 東京都足立区中川4-26-1
39 足立成和信用金庫 旭町支店 東京都足立区千住旭町35-19
40 足立成和信用金庫 竹の塚支店 東京都足立区竹の塚5-15-8
41 足立成和信用金庫 江北支店 東京都足立区椿2-20-2
42 足立成和信用金庫 佐野支店 東京都足立区佐野2-21-10
43 足立成和信用金庫 南花畑支店 東京都足立区南花畑1-1-30
44 足立成和信用金庫 皿沼支店 東京都足立区鹿浜8-31-8
45 足立成和信用金庫 六木支店 東京都足立区六木3-19-1
46 足立成和信用金庫 青井支店 東京都足立区青井4-1-16
47 足立成和信用金庫 古千谷支店 東京都足立区古千谷本町2-1-27
48 足立成和信用金庫 西新井駅前支店 東京都足立区栗原1-1-7
49 足立成和信用金庫 入谷支店 東京都足立区入谷2-12-1
50 足立成和信用金庫 柳町支店 東京都足立区千住柳町3-5
51 足立成和信用金庫 綾瀬支店 東京都足立区綾瀬3-9-20
52 足立成和信用金庫 中央支店 東京都足立区梅田8-2-16
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53 足立成和信用金庫 本木関原支店 東京都足立区関原2-35-23
54 足立成和信用金庫 花畑支店 東京都足立区保木間3-34-11
55 足立成和信用金庫 弘道支店 東京都足立区弘道1-4-2
56 城北信用金庫 西新井支店 東京都足立区西新井5-2-6
57 城北信用金庫 綾瀬北支店 東京都足立区綾瀬5-21-9
58 城北信用金庫 新田支店 東京都足立区新田2-11-23
59 城北信用金庫 一ツ家支店 東京都足立区一ツ家3-7-12
60 城北信用金庫 綾瀬南支店 東京都足立区綾瀬2-3-14
61 城北信用金庫 宮城支店 東京都足立区宮城1-28-1
62 城北信用金庫 足立支店 東京都足立区千住中居町17-18
63 城北信用金庫 梅島支店 東京都足立区梅島3-43-16
64 城北信用金庫 西新井本町支店 東京都足立区西新井本町2-31-7
65 城北信用金庫 入谷舎人支店 東京都足立区入谷2-22-12
66 城北信用金庫 花畑支店 東京都足立区花畑1-5-5
67 瀧野川信用金庫 足立支店 東京都足立区江北2-26-3
68 瀧野川信用金庫 五反野支店 東京都足立区青井2-1-26
69 瀧野川信用金庫 竹の塚支店 東京都足立区東伊興1-2-4
70 瀧野川信用金庫 江北支店 東京都足立区江北7-15-10
71 瀧野川信用金庫 保木間支店 東京都足立区保木間1-31-15
72 瀧野川信用金庫 入谷舎人支店 東京都足立区舎人1-25-5
73 巣鴨信用金庫 鹿浜支店 東京都足立区鹿浜5-1-3
74 あすか信用組合 足立支店 東京都足立区梅島1-13-3
75 全東栄信用組合 西新井支店 東京都足立区西新井2-32-13
76 全東栄信用組合 舎人支店 東京都足立区舎人1-10-18
77 江東信用組合 綾瀬支店 東京都足立区綾瀬3-16-4
78 青和信用組合 五反野支店 東京都足立区西綾瀬2-23-23
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79 大東京信用組合 花畑支店 東京都足立区花畑4-37-16
80 大東京信用組合 足立支店 東京都足立区西新井本町4-8-16
81 中央労働金庫 千住支店 東京都足立区千住仲町40-7
82 東京スマイル農業協同組合 足立支店 東京都足立区中央本町1-4-3
83 東京スマイル農業協同組合 高野支店 東京都足立区扇2-43-11
84 東京スマイル農業協同組合 伊興支店 東京都足立区伊興3-7-29
85 東京スマイル農業協同組合 花畑支店 東京都足立区南花畑3-9-14
86 東京スマイル農業協同組合 皿沼支店 東京都足立区皿沼1-1-2
87 東京スマイル農業協同組合 北綾瀬支店 東京都足立区谷中2-1-5
88 ゆうちょ銀行 足立青井郵便局 東京都足立区青井6-22-10
89 ゆうちょ銀行 足立旭町郵便局 東京都足立区千住旭町27‐13
90 ゆうちょ銀行 足立綾瀬郵便局 東京都足立区綾瀬4-31-10
91 ゆうちょ銀行 足立伊興二郵便局 東京都足立区伊興2-18-1
92 ゆうちょ銀行 足立一郵便局 東京都足立区足立1-11-10
93 ゆうちょ銀行 足立入谷郵便局 東京都足立区入谷9-15-1 
94 ゆうちょ銀行 足立梅島郵便局 東京都足立区梅島2-2-10 
95 ゆうちょ銀行 足立梅田郵便局 東京都足立区梅田6-32-1
96 ゆうちょ銀行 足立大川町郵便局 東京都足立区千住大川町20-13 
97 ゆうちょ銀行 足立大谷田団地内郵便局 東京都足立区大谷田1-1-4 
98 ゆうちょ銀行 足立興野郵便局 東京都足立区興野2-31-9
99 ゆうちょ銀行 足立北郵便局 東京都足立区竹の塚3-9-20
100 ゆうちょ銀行 足立栗原北郵便局 東京都足立区栗原2-17-6
101 ゆうちょ銀行 足立中央本町郵便局 東京都足立区中央本町2-19-10
102 ゆうちょ銀行 足立江北郵便局 東京都足立区江北6-30-21 
103 ゆうちょ銀行 足立江北四郵便局 東京都足立区江北4-2-4 
104 ゆうちょ銀行 足立古千谷郵便局 東京都足立区古千谷本町2-20-12
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105 ゆうちょ銀行 足立佐野郵便局 東京都足立区佐野2-11-12
106 ゆうちょ銀行 足立三郵便局 東京都足立区足立3-18-16
107 ゆうちょ銀行 足立鹿浜八郵便局 東京都足立区鹿浜8-11-4
108 ゆうちょ銀行 足立鹿浜郵便局 東京都足立区鹿浜2-34-19
109 ゆうちょ銀行 足立島根郵便局 東京都足立区島根2-19-13 
110 ゆうちょ銀行 足立新田郵便局 東京都足立区新田2-12-8 
111 ゆうちょ銀行 足立関原郵便局 東京都足立区関原2-37-16 
112 ゆうちょ銀行 足立竹の塚郵便局 東京都足立区竹の塚5-8-5 
113 ゆうちょ銀行 足立椿郵便局 東京都足立区椿2-18-15
114 ゆうちょ銀行 足立東和二郵便局 東京都足立区東和2-15-16
115 ゆうちょ銀行 足立東和郵便局 東京都足立区東和4-8-5
116 ゆうちょ銀行 足立舎人郵便局 東京都足立区舎人5-17-4
117 ゆうちょ銀行 足立中居郵便局 東京都足立区千住中居町17-24
118 ゆうちょ銀行 足立中川郵便局 東京都足立区中川3-3-17
119 ゆうちょ銀行 足立仲町郵便局 東京都足立区千住仲町19-13
120 ゆうちょ銀行 足立西綾瀬郵便局 東京都足立区西綾瀬3-39-7
121 ゆうちょ銀行 足立西新井栄町郵便局 東京都足立区西新井栄町1-4-12
122 ゆうちょ銀行 足立西新井二郵便局 東京都足立区西新井2-21-8
123 ゆうちょ銀行 足立西新井本町郵便局 東京都足立区西新井本町2-21-2
124 ゆうちょ銀行 足立西新井郵便局 東京都足立区西新井1-5-2
125 ゆうちょ銀行 足立西伊興郵便局 東京都足立区西伊興1-9-30
126 ゆうちょ銀行 足立西加平郵便局 東京都足立区青井4-45-6
127 ゆうちょ銀行 足立西竹の塚郵便局 東京都足立区西竹の塚2-4-17
128 ゆうちょ銀行 足立西保木間郵便局 東京都足立区西保木間4-5-14-106
129 ゆうちょ銀行 足立西郵便局 東京都足立区西新井本町4-4-30
130 ゆうちょ銀行 足立花畑一郵便局 東京都足立区花畑1-15-18 
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131 ゆうちょ銀行 足立花畑五郵便局 東京都足立区花畑5-12-82
132 ゆうちょ銀行 足立花畑郵便局 東京都足立区南花畑3-19-25
133 ゆうちょ銀行 足立東綾瀬郵便局 東京都足立区東綾瀬1-18-17
134 ゆうちょ銀行 足立東伊興郵便局 東京都足立区伊興本町2-7-10
135 ゆうちょ銀行 足立ひとつや郵便局 東京都足立区一ツ家2-13-3 
136 ゆうちょ銀行 足立保木間郵便局 東京都足立区保木間1-31-11
137 ゆうちょ銀行 足立保木間四郵便局 東京都足立区保木間4-1-17
138 ゆうちょ銀行 足立宮城郵便局 東京都足立区宮城1-12-19
139 ゆうちょ銀行 足立宮元町郵便局 東京都足立区千住宮元町19-3
140 ゆうちょ銀行 足立六木郵便局 東京都足立区六木4-7-30 
141 ゆうちょ銀行 足立本木一郵便局 東京都足立区本木1-1-12
142 ゆうちょ銀行 足立本木郵便局 東京都足立区本木北町1-8 
143 ゆうちょ銀行 足立谷中三郵便局 東京都足立区谷中3-19-5 
144 ゆうちょ銀行 足立谷中郵便局 東京都足立区谷中2-5-1
145 ゆうちょ銀行 足立柳原郵便局 東京都足立区柳原1-9-14
146 ゆうちょ銀行 足立郵便局 東京都足立区千住曙町42-4 
147 ゆうちょ銀行 足立六町郵便局 東京都足立区六町4-2-27
148 ゆうちょ銀行 綾瀬駅前郵便局 東京都足立区綾瀬4-5-2 
149 ゆうちょ銀行 北千住郵便局 東京都足立区千住4-15-7 
150 ゆうちょ銀行 千住大橋駅前郵便局 東京都足立区千住橋戸町1-54
151 ゆうちょ銀行 千住竜田郵便局 東京都足立区千住龍田町20-9
152 ゆうちょ銀行 西新井駅前郵便局 東京都足立区西新井栄町2-7-9
153 ゆうちょ銀行 花畑西郵便局 東京都足立区花畑4-28-3


