
＜営業店＞
店　　名 窓口営業時間 住所  電 話 番 号

広島県 広島市中区 県庁支店 広島市中区基町10-52 (082) 228-6221
広島市役所支店 広島市中区国泰寺町1-6-34 (082) 241-4470
江波支店 広島市中区江波西1-28-3 (082) 232-3231

広島市東区 牛田支店 広島市東区牛田旭2-6-19 (082) 222-5151
温品支店 広島市東区温品1-3-2 (082) 289-4477
福田支店 広島市東区福田1-741-1 (082) 899-8886

広島市南区 広島駅前支店 広島市南区松原町9－１ (082) 261-2271
大河支店 広島市南区旭2-17-1 (082) 254-1155
大州支店 広島市南区大州2-18-7 (082) 281-2261
段原支店 広島市南区段原南2-3-19 (082) 263-5541

広島市西区 三篠出張所 広島市西区三篠町3-21-19 (082) 230-1515
観音支店 広島市西区南観音6-15-5 (082) 234-3122
井口台支店 広島市西区井口台1-5-20 (082) 278-5611

広島市安佐南区 山本支店 広島市安佐南区山本4-9-9 (082) 875-3450
沼田支店 広島市安佐南区伴東5-1-1 (082) 848-1110
中筋支店 広島市安佐南区中筋3-28-13 (082) 876-2001

広島市安佐北区 白木町出張所 広島市安佐北区白木町大字小越87-6 (082) 828-2545
高陽南支店 広島市安佐北区口田4-4-11 (082) 843-8111

広島市佐伯区 五日市中央支店 広島市佐伯区千同1-30-2 (082) 924-5501
美鈴が丘支店 広島市佐伯区美鈴が丘西1-4-1 (082) 928-1850
五日市駅前支店 広島市佐伯区五日市駅前1-10-55 (082) 923-1199

廿日市市 廿日市ﾆｭｰﾀｳﾝ支店 廿日市市阿品台4-1-19 (0829) 39-2111
呉市 呉駅前出張所 呉市中央1-2-3 (0823) 24-1170

呉東出張所 呉市東中央2-4-23 (0823) 23-5353
呉市役所出張所 平日　9:00～12:30　13:30～15:00 呉市中央4-1-6 (0823) 21-6187
広北出張所 呉市広本町3-20-17 (0823) 74-1112
川原石支店 呉市三条1-5-5 (0823) 21-6187

江田島市 江田島支店 江田島市江田島町中央1-3-1 (0823) 42-1155
東広島市 東広島市役所出張所 東広島市西条栄町8-29 (082) 424-2243

西条南支店 平日　9:00～11:30　12:30～15:00 東広島市西条下見6-10-17 (082) 421-7150
河内支店 東広島市河内町中河内1261-2 (082) 437-1251

三原市 広島空港出張所（※） 三原市本郷町善入寺64-31 (0848) 86-8051
尾道市 尾道駅前支店 尾道市東御所町1-15 (0848) 22-5261
福山市 福山春日支店 福山市青葉台1-2-19 (084) 947-6800

福山西支店 福山市三之丸町13－22 (084) 922-8250
松永南支店 福山市松永町5-11-19 (084) 934-5111

山県郡 加計支店 平日　9:00～12:30　13:30～15:00 山県郡安芸太田町大字加計3756-1 (0826) 22-0515
神石郡 油木支店 神石郡神石高原町油木乙2001-1 (0847) 82-0304
府中市 上下支店 府中市上下町上下820 (0847) 62-2121
三次市 吉舎支店 三次市吉舎町吉舎511 (0824) 43-3151
安芸高田市 甲田出張所 平日　9:00～12:30　13:30～15:00 安芸高田市甲田町高田原1638-1 (0826) 45-4141

岡山県 岡山市 岡山南支店 岡山市北区大供1-3-3 (086) 233-2811
岡山西支店 岡山市北区北長瀬表町3-3-15 (086) 241-6300

倉敷市 児島支店 倉敷市児島駅前2-33 (086) 474-3131
玉島支店 倉敷市新倉敷駅前3-123-1 (086) 526-2191
水島支店 倉敷市水島西栄町3-6 (086) 446-0377

津山市 津山支店 津山市小田中219‐10 (0868) 24-5151
井原市 井原支店 井原市井原町532-3 (0866) 62-0501
笠岡市 笠岡中央支店 笠岡市五番町1-10 (0865) 62-3311

山口県 岩国市 西岩国支店 岩国市岩国2-17-28 (0827) 41-0101
柳井市 柳井支店 柳井市中央2-15-8 (0820) 22-0730
下松市 下松支店 下松市大字西豊井字小路口801-5 (0833) 43-2345
防府市 防府支店 防府市栄町1-5-1 (0835) 22-2460
宇部市 宇部支店 宇部市常盤町1-6-32 (0836) 21-4151

愛媛県 西条市 伊予西条支店 西条市本町5 (0897) 55-2003
新居浜市 新居浜支店 新居浜市西町1-7 (0897) 37-0121
四国中央市 三島支店 四国中央市三島中央1-7-34 (0896) 24-4410

川之江支店 四国中央市川之江町2030-1 (0896) 58-3340
島根県 松江支店 松江市朝日町字宮ノ沖590-5 (0852) 26-5151
福岡県 福岡支店 福岡市博多区博多駅前1-4-4JPR博多ビル5階 (092) 472-4141

北九州支店 北九州市小倉北区紺屋町5-2 (093) 541-3431
兵庫県 神戸支店 神戸市中央区栄町通3-3-11 (078) 331-1221

姫路支店 姫路市綿町128 (079) 281-3366
大阪府 大阪支店 大阪市中央区久太郎町2-5-28久太郎町恒和ビル3階 (06) 6202-5221
愛知県 名古屋支店 名古屋市中区錦3-2-1新・名古屋信愛ビル2階 (052) 971-3636
東京都 東京支店 中央区京橋2-7-19京橋イーストビル6階 (03) 6228-7755

＜個人ローンセンター＞
センター名 窓口営業時間 住所  電 話 番 号

広島県 広島市東区 広島東個人ローンセンター 広島市東区温品1-3-2 （082）280-5600
尾道市 尾道個人ローンセンター 尾道市東御所町1-15 （0848）24-1010
岡山市 岡山個人ローンセンター 岡山市北区大供1-3-3 （086）226-5456

平日　9:00～12:30　13:30～15:00

平日　9:00～12:00　13:00～15:00

平日　9:00～11:30　12:30～15:00

昼休業を導入している店舗一覧

地域

平日　9:00～11:00　12:00～15:00

平日・日曜  9:00～11:30　12:30～16:30

（※）広島空港出張所の開始時間は当面の間9：00からとなります。

平日　9:00～11:30　12:30～15:00

平日　9:00～11:30　12:30～15:00

平日　9:00～11:30　12:30～15:00

地域

平日　9:00～11:30　12:30～15:00

（2020年10月1日現在）


