
合　併　後　の　店　舗　一　覧　表

＜　青い森信用金庫　＞

金庫
ｺｰﾄﾞ

金庫名 ｶﾅｺｰﾄﾞ 郵便番号 所在地 電話番号
金庫
ｺｰﾄﾞ

所在地 電話番号

1105 八戸市大字八日町18 0178-44-2121

1102 あおもり信用金庫 青森市橋本2-12-3 017-732-2222

1110 むつ市柳町1-4-3 0175-22-8188

店舗
ｺｰﾄﾞ

店舗名 ｶﾅｺｰﾄﾞ 郵便番号 所在地 電話番号
店舗
ｺｰﾄﾞ

所在地 電話番号

001 八戸信用金庫 本部 八戸市根城5-2-1 0178-44-2117

＊055 あおもり信用金庫 本部 青森市橋本2-12-3 017-732-2233

＊088 下北信用金庫 本部 むつ市柳町1-4-3 0175-22-8185

002 本店営業部 ﾎﾝﾃﾝ 031-0086 八戸市大字八日町18 0178-44-3321 002 本店営業部 八戸市大字八日町18 0178-44-3321

003 湊支店 ﾐﾅﾄ 031-0802 八戸市小中野8-12-26 0178-22-1151 003 湊支店 八戸市小中野8-12-26 0178-22-1151

004 鍛冶町支店 ｶｼﾞﾁｮｳ 031-0001 八戸市大字類家字縄手下1 0178-22-1161 004 鍛冶町支店 八戸市大字類家字縄手下1 0178-22-1161

005 白銀支店 ｼﾛｶﾞﾈ 031-0822 八戸市大字白銀町字三島上26-1 0178-33-1511 005 白銀支店 八戸市大字白銀町字三島上26-1 0178-33-1511

006 鮫支店 ｻﾒ 031-0841 八戸市大字鮫町字住吉町13-1 0178-33-1521 006 鮫支店 八戸市大字鮫町字住吉町13-1 0178-33-1521

007 廿三日町支店 ﾆｼﾞｭｳｻﾝﾆﾁﾏﾁ 031-0041 八戸市大字廿三日町40-2 0178-22-6165 007 廿三日町支店 八戸市大字廿三日町40-2 0178-22-6165

008 五戸支店 ｺﾞﾉﾍ 039-1533 三戸郡五戸町字上大町37-5 0178-62-3131 008 五戸支店 三戸郡五戸町字上大町37-5 0178-62-3131

009 むつ湊支店 ﾑﾂﾐﾅﾄ 031-0812 八戸市大字湊町字久保43-5 0178-33-2111 009 むつ湊支店 八戸市大字湊町字久保43-5 0178-33-2111

010 *八戸桔梗野支店 ﾊﾁﾉﾍｷｷｮｳﾉ 039-2241 八戸市大字市川町字桔梗野35-65 0178-28-3231 010 ＊桔梗野支店 八戸市大字市川町字桔梗野35-65 0178-28-3231

012 類家支店 ﾙｲｹ 031-0802 八戸市小中野2-8-21 0178-43-7211 012 類家支店 八戸市小中野2-8-21 0178-43-7211

013 沼館支店 ﾇﾏﾀﾞﾃ 031-0071 八戸市沼館1-3-37 0178-44-5131 013 沼館支店 八戸市沼館1-3-37 0178-44-5131

014 根城支店 ﾈｼﾞｮｳ 039-1166 八戸市根城5-2-1 0178-44-5001 014 根城支店 八戸市根城5-2-1 0178-44-5001

015 八戸駅通支店 ﾊﾁﾉﾍｴｷﾄﾞｵﾘ 039-1101 八戸市大字尻内町字八百刈12-1 0178-27-0511 015 八戸駅通支店 八戸市大字尻内町字八百刈12-1 0178-27-0511

016 河原木支店 ｶﾜﾗｷﾞ 039-1164 八戸市下長4-10-3 0178-20-2121 016 河原木支店 八戸市下長4-10-3 0178-20-2121

018 中居林支店 ﾅｶｲﾊﾞﾔｼ 031-0002 八戸市大字中居林字平4-3 0178-96-5041 018 中居林支店 八戸市大字中居林字平4-3 0178-96-5041

020 新井田支店 ﾆｲﾀﾞ 031-0813 八戸市大字新井田字山道19-1 0178-25-2151 020 新井田支店 八戸市大字新井田字山道19-1 0178-25-2151

021 大杉平支店 ｵｵｽｷﾞﾀｲ 031-0022 八戸市大字糠塚字大杉平6-1 0178-44-2100 021 大杉平支店 八戸市大字糠塚字大杉平6-1 0178-44-2100

022 大久保支店 ｵｵｸﾎﾞ 031-0833 八戸市大字大久保字沢目8-10 0178-33-7551 022 大久保支店 八戸市大字大久保字沢目8-10 0178-33-7551

023 本八駅前支店 ﾎﾝﾊﾟﾁｴｷﾏｴ 031-0072 八戸市城下1-1-9 0178-47-1000 023 本八駅前支店 八戸市城下1-1-9 0178-47-1000

025 湊高台支店 ﾐﾅﾄﾀｶﾀﾞｲ 031-0823 八戸市湊高台5-2-1 0178-35-6611 025 湊高台支店 八戸市湊高台5-2-1 0178-35-6611

026 南類家支店 ﾐﾅﾐﾙｲｹ 031-0004 八戸市南類家2-2-2 0178-44-7007 026 南類家支店 八戸市南類家2-2-2 0178-44-7007

八戸信用金庫

（合併日：平成21年11月9日）

合　　併　　後

合　　併　　後

金庫名

八戸信用金庫

下北信用金庫

合　　併　　前

合　　併　　前

（＊印は店舗名及び店舗コード変更箇所）

1105

金庫名および店舗名

001 本部 ｾﾝﾀｰ 039-1166 八戸市根城5-2-1 0178-44-2117

青い森信用金庫 ｱｵｲﾓﾘｼﾝｷﾝ 031-0086 八戸市大字八日町18 0178-44-2121



合　併　後　の　店　舗　一　覧　表

＜　青い森信用金庫　＞

合　　併　　後 合　　併　　前
027 下長支店 ｼﾓﾅｶﾞ 039-1103 八戸市長苗代2-17-11 0178-20-6681 027 下長支店 八戸市長苗代2-17-11 0178-20-6681

028 十和田営業部 ﾄﾜﾀﾞ 034-0083 十和田市西三番町1-10 0176-23-3111 028 十和田営業部 十和田市西三番町1-10 0176-23-3111

029 三沢支店 ﾐｻﾜ 033-0031 三沢市桜町1-2-7 0176-53-4131 029 三沢支店 三沢市桜町1-2-7 0176-53-4131

030 七戸支店 ｼﾁﾉﾍ 039-2525 上北郡七戸町字七戸123-23 0176-62-2171 030 七戸支店 上北郡七戸町字七戸123-23 0176-62-2171

031 野辺地支店 ﾉﾍｼﾞ 039-3131 上北郡野辺地町字野辺地107-4 0175-64-2141 031 野辺地支店 上北郡野辺地町字野辺地107-4 0175-64-2141

032 六戸支店 ﾛｸﾉﾍ 039-2371 上北郡六戸町大字犬落瀬字後田50-5 0176-55-3131 032 六戸支店 上北郡六戸町大字犬落瀬字後田50-5 0176-55-3131

033 東北町支店 ﾄｳﾎｸﾁｮｳ 039-2661 上北郡東北町字上笹橋17-2 0175-63-2411 033 東北町支店 上北郡東北町字上笹橋17-2 0175-63-2411

034 十和田湖町支店 ﾄﾜﾀﾞｺﾏﾁ 034-0301 十和田市大字奥瀬字中平67-3 0176-72-2121 034 十和田湖町支店 十和田市大字奥瀬字中平67-3 0176-72-2121

035 北園支店 ｷﾀｿﾞﾉ 034-0092 十和田市西一番町23-9 0176-22-3331 035 北園支店 十和田市西一番町23-9 0176-22-3331

036 穂並支店 ﾎﾅﾐ 034-0084 十和田市西四番町2-2 0176-22-1110 036 穂並支店 十和田市西四番町2-2 0176-22-1110

037 大学通支店 ﾀﾞｲｶﾞｸﾄﾞｵﾘ 034-0016 十和田市東十二番町21-16 0176-22-8711 037 大学通支店 十和田市東十二番町21-16 0176-22-8711

038 おいらせ支店 ｵｲﾗｾ 039-2136 上北郡おいらせ町中下田135-11 0178-56-2880 038 おいらせ支店 上北郡おいらせ町中下田135-11 0178-56-2880

039 青葉支店 ｱｵﾊﾞ 039-2189 上北郡おいらせ町青葉5-50-2199 0176-52-2400 039 青葉支店 上北郡おいらせ町青葉5-50-2199 0176-52-2400

＊001 ＊本店営業部 青森市橋本2-12-3 017-732-2223

＊015 ＊うとう橋支店 青森市青柳2-9-30 017-777-1431

＊052 ＊妙見支店 青森市妙見2-2-1 017-738-2882

＊041 古川支店 ﾌﾙｶﾜ 030-0862 青森市古川1-15-11 017-723-1531 ＊002 古川支店 青森市古川1-15-11 017-723-1531

＊042 浪打支店 ﾅﾐｳﾁ 030-0961 青森市浪打1-15-7 017-742-2821 ＊003 浪打支店 青森市浪打1-15-7 017-742-2821

＊043 筒井支店 ﾂﾂｲ 030-0841 青森市奥野2-26-8 017-723-1435 ＊005 筒井支店 青森市奥野2-26-8 017-723-1435

＊006 浪岡支店 青森市浪岡大字浪岡字若松70-1 0172-62-3121

＊008 ＊七和支店 五所川原市大字高野字広野43-1 0173-29-2020

＊045 常盤支店 ﾄｷﾜ 038-1214 南津軽郡藤崎町大字常盤字一西田3-10 0172-65-3131 ＊007 常盤支店 南津軽郡藤崎町大字常盤字一西田3-10 0172-65-3131

＊046 黒石支店 ｸﾛｲｼ 036-0302 黒石市大字油横丁7-1 0172-52-2227 ＊009 黒石支店 黒石市大字油横丁7-1 0172-52-2227

＊047 弘前支店 ﾋﾛｻｷ 036-8035 弘前市大字百石町1-1 0172-32-3421 ＊011 弘前支店 弘前市大字百石町1-1 0172-32-3421

＊048 碇ヶ関支店 ｲｶﾘｶﾞｾｷ 038-0101 平川市碇ヶ関80-1 0172-45-2021 ＊012 碇ヶ関支店 平川市碇ヶ関80-1 0172-45-2021

＊049 弘前駅前支店 ﾋﾛｻｷｴｷﾏｴ 036-8002 弘前市大字駅前3-1-2 0172-33-3133 ＊013 弘前駅前支店 弘前市大字駅前3-1-2 0172-33-3133

＊050 松原通り支店 ﾏﾂﾊﾞﾗﾄﾞｵﾘ 036-8141 弘前市大字松原東1-2-1 0172-34-5141 ＊016 松原通り支店 弘前市大字松原東1-2-1 0172-34-5141

＊051 *弘前桔梗野支店 ﾋﾛｻｷｷｷｮｳﾉ 036-8227 弘前市大字桔梗野1-2-2 0172-33-6620 ＊017 ＊桔梗野支店 弘前市大字桔梗野1-2-2 0172-33-6620

＊052 油川支店 ｱﾌﾞﾗｶﾜ 038-0059 青森市大字油川字大浜109-27 017-788-2592 ＊018 油川支店 青森市大字油川字大浜109-27 017-788-2592

＊053 八重田支店 ﾔｴﾀﾞ 030-0912 青森市八重田4-1-10 017-736-7888 ＊019 八重田支店 青森市八重田4-1-10 017-736-7888

＊054 城東支店 ｼﾞｮｳﾄｳ 036-8093 弘前市大字城東中央3-1-1 0172-26-1600 ＊022 城東支店 弘前市大字城東中央3-1-1 0172-26-1600

＊055 三内支店 ｻﾝﾅｲ 038-0031 青森市大字三内字稲元134-1 017-781-1560 ＊023 三内支店 青森市大字三内字稲元134-1 017-781-1560

＊056 神田支店 ｶﾝﾀﾞ 036-8061 弘前市大字神田2-5-9 0172-31-5521 ＊024 神田支店 弘前市大字神田2-5-9 0172-31-5521

八戸信用金庫

あおもり信用金庫

＊044 浪岡支店 ﾅﾐｵｶ 038-1311 青森市浪岡大字浪岡字若松70-1 0172-62-3121

＊040 *青森営業部 ｱｵﾓﾘ 030-0823 青森市橋本2-12-3 017-732-2223



合　併　後　の　店　舗　一　覧　表

＜　青い森信用金庫　＞

合　　併　　後 合　　併　　前
＊057 大野支店 ｵｵﾉ 030-0852 青森市大字大野字若宮141-3 017-762-3075 ＊025 大野支店 青森市大字大野字若宮141-3 017-762-3075

＊058 金沢支店 ｶﾅｻﾞﾜ 030-0852 青森市大字大野字金沢5-48 017-762-2100 ＊026 金沢支店 青森市大字大野字金沢5-48 017-762-2100

＊059 安原支店 ﾔｽﾊﾗ 036-8164 弘前市大字泉野1-5-2 0172-87-0600 ＊027 安原支店 弘前市大字泉野1-5-2 0172-87-0600

＊060 佃支店 ﾂｸﾀﾞ 030-0963 青森市中佃2-19-34 017-743-1231 ＊029 佃支店 青森市中佃2-19-34 017-743-1231

＊061 篠田支店 ｼﾉﾀﾞ 038-0011 青森市篠田2-19-31 017-781-2862 ＊046 篠田支店 青森市篠田2-19-31 017-781-2862

＊062 小湊支店 ｺﾐﾅﾄ 039-3321 東津軽郡平内町大字小湊字小湊60 017-755-2309 ＊048 小湊支店 東津軽郡平内町大字小湊字小湊60 017-755-2309

＊063 久須志支店 ｸｽｼ 038-0013 青森市久須志4-1-16 017-782-6515 ＊049 久須志支店 青森市久須志4-1-16 017-782-6515

＊064 板柳支店 ｲﾀﾔﾅｷﾞ 038-3662 北津軽郡板柳町大字板柳字土井108-1 0172-73-2211 ＊082 板柳支店 北津軽郡板柳町大字板柳字土井108-1 0172-73-2211

＊083 鶴田支店 北津軽郡鶴田町大字鶴田字生松79-2 0173-22-3138

＊010 ＊梅沢支店 北津軽郡鶴田町大字横萢字五反田1-1 0173-28-2034

＊066 五所川原支店 ｺﾞｼｮｶﾞﾜﾗ 037-0071 五所川原市字本町38-1 0173-35-2323 ＊084 五所川原支店 五所川原市字本町38-1 0173-35-2323

＊067 金木支店 ｶﾅｷﾞ 037-0202 五所川原市金木町朝日山195-3 0173-53-2125 ＊085 金木支店 五所川原市金木町朝日山195-3 0173-53-2125

＊068 木造支店 ｷﾂﾞｸﾘ 038-3145 つがる市木造千代町37-7 0173-42-2170 ＊086 木造支店 つがる市木造千代町37-7 0173-42-2170

＊069 鰺ケ沢支店 ｱｼﾞｶﾞｻﾜ 038-2761 西津軽郡鰺ケ沢町大字舞戸町字上富田63-1 0173-72-2467 ＊087 鯵ケ沢支店 西津軽郡鰺ケ沢町大字舞戸町字上富田63-1 0173-72-2467

＊070 中里支店 ﾅｶｻﾄ 037-0305 北津軽郡中泊町大字中里字亀山443 0173-57-2326 ＊088 中里支店 北津軽郡中泊町大字中里字亀山443 0173-57-2326

＊071 桜ケ丘支店 ｻｸﾗｶﾞｵｶ 036-8247 弘前市大字大開1-7-2 0172-88-2181 ＊090 桜ケ丘支店 弘前市大字大開1-7-2 0172-88-2181

＊072 ＊下北営業部 ｼﾓｷﾀ 035-0031 むつ市柳町1-4-3 0175-22-8181 ＊002 ＊本店営業部 むつ市柳町1-4-3 0175-22-8181

＊073 大畑支店 ｵｵﾊﾀ 039-4401 むつ市大畑町新町77-1 0175-34-2341 ＊001 大畑支店 むつ市大畑町新町77-1 0175-34-2341

＊074 大湊支店 ｵｵﾐﾅﾄ 035-0085 むつ市大湊浜町8-4 0175-24-1151 ＊003 大湊支店 むつ市大湊浜町8-4 0175-24-1151

＊075 大間支店 ｵｵﾏ 039-4601 下北郡大間町大字大間字冷水3-7 0175-37-2228 ＊004 大間支店 下北郡大間町大字大間字冷水3-7 0175-37-2228

＊076 佐井支店 ｻｲ 039-4711 下北郡佐井村大字佐井字大佐井114-1 0175-38-2221 ＊005 佐井支店 下北郡佐井村大字佐井字大佐井114-1 0175-38-2221

＊077 風間浦支店 ｶｻﾞﾏｳﾗ 039-4502 下北郡風間浦村大字易国間字易国間58-1 0175-35-2231 ＊006 風間浦支店 下北郡風間浦村大字易国間字易国間58-1 0175-35-2231

＊078 川内支店 ｶﾜｳﾁ 039-5201 むつ市川内町川内129 0175-42-3141 ＊007 川内支店 むつ市川内町川内129 0175-42-3141

＊079 横浜支店 ﾖｺﾊﾏ 039-4136 上北郡横浜町字横浜20 0175-78-2521 ＊008 横浜支店 上北郡横浜町字横浜20 0175-78-2521

※ファームバンキング、インターネットバンキング等でお振込をされる場合の金庫・店舗名称は、本表のカナコードをご参照ください。
　なお、カナコード欄には小文字で表記しておりますが、上記サービスをご利用の際には、大文字（例 ｬ→ﾔ）に読み替えてご利用くださいますようお願い致します。

注１
　注２
 　　○合併後の平成21年11月24日（火）

 ・あおもり信用金庫の七和支店（008）は浪岡支店（044）に統合後、合併する。

 ・あおもり信用金庫の梅沢支店（010）は鶴田支店（065）に統合後、合併する。 　注３
 　　○合併後の平成21年12月21日（月）

 　　・青い森信用金庫の中居林支店（018）が移転する。

 ・八戸信用金庫の桔梗野支店（010）は、八戸桔梗野支店に店舗名を変更する。

 ・あおもり信用金庫の桔梗野支店(051)は、弘前桔梗野支店に店舗名を変更する。
  　　 新住所　八戸市大字中居林字蓋名池３－３　（ 旧 八戸市大字中居林字平4-3 )

 ○平成21年11月9日（月）合併

 　　・青い森信用金庫の十和田湖町支店（034）は十和田営業部（028）と統合する。

 ・あおもり信用金庫、下北信用金庫の本部は八戸信用金庫の本部に統合する。

 ・あおもり信用金庫のうとう橋支店（015）と妙見支店（052）は青森営業部（040）に統合後、合併する。

下北信用金庫

あおもり信用金庫
＊065 鶴田支店 ﾂﾙﾀ 038-3503 北津軽郡鶴田町大字鶴田字生松79-2 0173-22-3138


