
組合名 コード 組合名 コード 組合名 コード

［北海道］ ウリ ２０１４ ［群馬県］ あかぎ ２１４３ ［新潟県］ 糸魚川 ２３６６

7 釧路 ２０２５ 3 群馬県 ２１４６ 10 協栄 ２３６０

札幌中央 ２０１３ ぐんまみらい ２１４９ 興栄 ２３５６

空知商工 ２０１９ 三條 ２３６１

十勝 ２０２４ 塩沢 ２３６５

函館商工 ２０１７ はばたき ２３５７

北央 ２０１１ ［埼玉県］ 熊谷商工 ２１６５ 新潟県 ２３５１

2 埼玉 ２１６７ 新潟鉄道 ２３５４

新潟大栄 ２３６３

［青森県］ 青森県 ２０３０ 巻 ２３６２

1 ［千葉県］ 君津 ２１９０

3 銚子商工 ２１８４

房総 ２１８０

［岩手県］ 杜陵 ２０４５

1 ［山梨県］ 都留 ２３７８

［東京都］ あすか ２０６０ 2 山梨県民 ２３７７

19 朝日新聞 ２５８０

［宮城県］ 石巻商工 ２０６１ 東 ２２２６

3 仙北 ２０６３ 共立 ２２４１ ［長野県］ 長野県 ２３９０

古川 ２０６２ 警視庁職員 ２２７１ 1

江東 ２２２９

七島 ２２４３

青和 ２２３１ ［富山県］ 富山県 ２４０４

［秋田県］ 秋田県 ２０７５ 全東栄 ２２０２ 2 富山県医師 ２４０２

1 第一勧業 ２２５４

大東京 ２２４８

東京厚生 ２２２４ ［石川県］ 石川県医師 ２４１７

［山形県］ 北郡 ２０８３ 東京証券 ２２１５ 2 金沢中央 ２４１１

3 山形第一 ２０８５ 東京消防 ２２７４

山形中央 ２０８４ 東京都職員 ２２７６

東浴 ２２１０ ［福井県］ 福泉 ２４３０

中ノ郷 ２２３５ 1

［福島県］ 会津商工 ２０９６ ハナ ２２７７

4 いわき ２０９２ 文化産業 ２２１１

相双五城 ２０９５ ［愛知県］ 愛知県医師 ２４４７

福島県商工 ２０９０ 6 愛知県警察 ２４４３

［神奈川県］ 小田原第一 ２３１５ 愛知県中央 ２４５１

6 神奈川県医師 ２３０４ 愛知商銀 ２４４２

［茨城県］ 茨城県 ２１０１ 神奈川県歯科医師 ２３０５ 豊橋商工 ２４４８

1 相愛 ２３１８ 名古屋青果物 ２４４４

横浜幸銀 ２３０６

横浜華銀 ２３０７

［栃木県］ 那須 ２１２５ ［岐阜県］ イオ ２４７１

2 真岡 ２１２２ 4 岐阜商工 ２４７０

飛騨 ２４７６

［静岡県］ 益田 ２４８１

0

［三重県］

0
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組合名 コード 組合名 コード 組合名 コード

［滋賀県］ 滋賀県 ２５０５ ［山口県］ 山口県 ２７０３

2 滋賀県民 ２５０４ 1

［京都府］ 京滋 ２５２６ ［香川県］ 香川県 ２７２１

1 1

［大阪府］ 大阪協栄 ２５４３ ［愛媛県］

10 大阪貯蓄 ２５４８ 0

大阪府医師 ２５６０

大阪府警察 ２５６６

近畿産業 ２５６７ ［高知県］ 宿毛商銀 ２７４１

成協 ２５４１ 2 土佐 ２７４０

大同 ２５４０

中央 ２５５６

のぞみ ２５４９ ［福岡県］ 福岡県 ２７７３

ミレ ２５８２ 1

［兵庫県］ 淡陽 ２６１６

5 兵庫県 ２６０６

兵庫県医療 ２６０５

兵庫県警察 ２６０２ ［佐賀県］ 佐賀西 ２８０８

兵庫ひまわり ２６２０ 2 佐賀東 ２８０３

［和歌山県］

0 ［長崎県］ 西海みずき ２８２５

4 長崎医師 ２８２１

長崎三菱 ２８２０

［奈良県］ 福江 ２８３３

0

［熊本県］ 熊本県 ２８４５

1

［島根県］ 島根益田 ２６６１

1

［大分県］ 大分県 ２８７０

1

［岡山県］ 笠岡 ２６７４

2 朝銀西 ２６７２

［宮崎県］ 宮崎県南部 ２８８４

1

［広島県］ 広島県 ２６８１

5 広島市 ２６８０ ［鹿児島県] 奄美 ２８９５

広島商銀 ２６８４ 2 鹿児島興業 ２８９０

備後 ２６９６

両備 ２６９０

［沖縄県］

0
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組合名 コード 組合名 コード 組合名 コード

［北海道］ 北海道 ２９５１

［東北］ 東北 ２９５４

［関東］ 中央 ２９６３

［中部］ 静岡県 ２９６８

東海 ２９７２

長野県 ２９６６

新潟県 ２９６５

北陸 ２９７０

［関西］ 近畿 ２９７８

［中国］ 中国 ２９８４

［四国］ 四国 ２９８７

［九州］ 沖縄県 ２９９７

九州 ２９９０

＜トータルネット＞ご利用金融機関索引（労働金庫編）
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県名 農協名 県名 農協名 県名 農協名 県名 農協名
［北海道］ 信農連 ［神奈川県］ 信農連 ［三重県］ 信農連 ［徳島県］ 信農連

道内農協 県内農協 県内農協 県内農協

［滋賀県］ 信農連 ［香川県］ 信農連

県内農協 県内農協

［青森県］ 信農連 ［山梨県］ 信農連

県内農協 県内農協

［京都府］ 信農連 ［愛媛県］ 信農連

府内農協 県内農協

［岩手県］ 信農連

県内農協

［大阪府］ 信農連 ［高知県］ 信農連

府内農協 県内農協

［宮城県］ 信農連 ［長野県］ 信農連

県内農協 県内農協

［兵庫県］ 信農連

県内農協

［秋田県］ 信農連

県内農協 ［福岡県］ 信農連

［奈良県］ 信農連 県内農協

［新潟県］ 信農連 県内農協

［山形県］ 信農連 県内農協

県内農協 ［佐賀県］ 信農連

［和歌山県］ 信農連 県内農協

［富山県］ 信農連 県内農協

［福島県］ 県内農協 県内農協

［長崎県］ 信農連

県内農協

［茨城県］ 信農連 ［石川県］ 信農連 ［鳥取県］ 信農連

県内農協 県内農協 県内農協

［熊本県］ 信農連

県内農協

［栃木県］ 信農連 ［岐阜県］ 信農連

県内農協 県内農協

［島根県］ 県内農協 ［大分県］ 信農連

県内農協

［群馬県］ 信農連 ［静岡県］ 信農連

県内農協 県内農協

［岡山県］ 信農連 ［宮崎県］ 信農連

県内農協 県内農協

［埼玉県］ 信農連 ［愛知県］ 信農連 以下を除く

県内農協 県内農協 おかやま酪

［鹿児島県］ 信農連

県内農協

［千葉県］ 信農連 ［福井県］ 信農連 ［広島県］ 信農連

県内農協 県内農協 県内農協

［沖縄県］ 信農連

県内農協

［東京都］ 信農連 ［山口県］ 信農連

都内農協 県内農協

2018/3
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金融機関コード 金融機関コード

9450 9483
9453 9484
9456 9485
9461 9486
9475 9487
9477 9489 九州信漁連

9481 9493

金融機関コード 金融機関コード

9454 9469
9455 9474
9458 9476
9459 9478
9460 9482
9464 9492
9465

2022/11

愛媛県信漁連

山口県漁協

広島県信漁連

大分県漁協

　２．ご利用できない 漁業協同組合（漁協）

埼玉県漁協

秋田県漁協 岐阜県漁協

群馬県漁協

京都府信漁連

なぎさ信漁連

ＪＦしまね漁協

宮城県漁協

福島県信漁連

東日本信漁連

　１．ご利用できる 信用漁業協同組合連合会 (信漁連)と 漁業協同組合 (漁協)

　　　　下記の １0信漁連と ４漁協の本所(本店)および支所(支店)に限り、利用可能です。

名　　　　称 名　　　　称

北海道信漁連

西日本信漁連

徳島県信漁連

   　　 下記の漁協は全国銀行協会に未加盟の為、

　　　　また上記 １ に記載のないその他の漁協もご利用できません。

山形県漁協 滋賀県漁協

栃木県漁協 大阪府漁協

漁　　協 漁　　協

奈良県漁協

岡山県漁協

山梨県漁協 熊本県(天草)漁協

長野県漁協
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