
　別紙２

スポーツ振興くじｔｏｔｏ(トト)販売・払戻店について

【都道府県別販売・払戻店数】

（平成１３年３月予定）

都道府県名 販売店舗数 払戻店舗数 都道府県名 販売店舗数 払戻店舗数

北海道 327 89 三重県 94 30

青森県 36 17 滋賀県 21 13

岩手県 56 20 京都府 117 53

宮城県 112 37 大阪府 363 273

秋田県 51 27 兵庫県 205 108

山形県 66 17 奈良県 43 16

福島県 87 32 和歌山県 35 16

茨城県 195 63 鳥取県 39 17

栃木県 109 28 島根県 38 11

群馬県 119 30 岡山県 104 35

埼玉県 398 132 広島県 186 54

千葉県 306 116 山口県 75 21

東京都 617 375 徳島県 42 11

神奈川県 386 202 香川県 44 10

新潟県 152 33 愛媛県 56 21

富山県 58 28 高知県 30 5

石川県 56 23 福岡県 202 66

福井県 39 15 佐賀県 34 9

山梨県 63 17 長崎県 34 14

長野県 120 30 熊本県 67 24

岐阜県 91 28 大分県 64 24

静岡県 397 87 宮崎県 41 17

愛知県 341 136 鹿児島県 89 25

沖縄県 17 15

合計 6,222 2,470
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　　　　　　　　　※個別の販売・払戻店についてはtotoオフィシャルサイト（http://www.toto-dream.com)でご確認ください。
　　　　　　　　　※一部の販売店では販売準備の関係で販売開始が遅れる可能性があります。
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【販売店本部一覧表】 （販売店数順）

平成１３年３月予定

販売店本部名 本社所在地 販売店数 販売店の業種等

㈱ジャパンエナジー 東京都港区 1,679 ガソリンスタンド

㈱ディ－ディ－アイ 東京都千代田区 1,185 携帯電話販売

㈱イエローハット 東京都大田区 451 自動車用品販売

㈱ほっかほっか亭 東京都千代田区 437 弁当販売

ぴあ㈱　 東京都千代田区 354 チケット販売

㈱アイ信 東京都豊島区 168 ＭＰＳ（マルチパッケージストアー）

シダックス㈱　 東京都新宿区 150 レストランカラオケ

ヨシダロッタリーサービス㈱ 東京都千代田区 95 宝くじ販売

㈱文教堂　 神奈川県川崎市 92 書籍販売

鈴与商事㈱ 静岡県静岡市 72 ガソリンスタンド

日本スポーツ用品協同組合
連合会　　（ＪＳＲ） 東京都台東区 68 スポーツ用品販売

㈱ライズ 神奈川県横浜市 67 弁当販売

日本チケット商協同組合 東京都港区 46 各種チケット販売

㈱大黒屋 東京都中央区 37 各種チケット販売

東武トラベル㈱ 東京都墨田区 35 旅行業

つくば商業都市開発㈱　 茨城県土浦市 34 ホームセンター・宝くじ販売

4,970小　　計
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以下の販売店本部は３０店舗未満で販売実施(50音順）
平成１３年３月予定

販売店本部名 所在地

明石たばこ販売協同組合 兵庫県明石市

秋田ふれあい信用金庫　 秋田県大曲市

朝日信用金庫　 東京都千代田区

伊予鉄観光開発㈱　 愛媛県松山市

磐田信用金庫　 静岡県磐田市

㈱エイデン 愛知県名古屋市

㈱江ノ電ツーリスト 神奈川県藤沢市

愛媛信用金庫　 愛媛県松山市

大分バス㈱ 大分県大分市

大分みらい信用金庫 大分県大分市

㈱オークコーポレーション　 大阪府大阪市

大阪市信用金庫　 大阪府大阪市

渡島信用金庫　 北海道茅部郡森町

鹿島たばこ販売協同組合 茨城県鹿島市

鹿島臨海鉄道㈱ 茨城県東茨城郡大洗町

㈱カテリーナデメディチアジア 東京都港区

㈱ノジマ 神奈川県相模原市

㈱啓文社 広島県尾道市

㈱椎名 千葉県松戸市

㈱ヤマコー 山形県山形市

㈱ファースト 広島県広島市

関友商事㈱　 茨城県土浦市

北伊勢信用金庫　 三重県四日市市

北大阪急行電鉄㈱ 大阪府豊中市

きのくに信用金庫　 和歌山県和歌山市

岐阜たばこ販売協同組合　 岐阜県岐阜市

九州キヨスク㈱ 福岡県北九州市

九州産業交通㈱ 熊本県熊本市

近鉄サービスネット㈱ 大阪府大阪市

熊本電気鉄道㈱ 熊本県熊本市

呉信用金庫　 広島県呉市

㈱クレディセゾン　 東京都豊島区

京王地下駐車場㈱　 東京都新宿区

京急観光㈱ 東京都港区

京成トラベルサービス㈱ 東京都葛飾区

㈱京阪共同印刷所　 大阪府寝屋川市

㈱京阪交通社 大阪府大阪市

京福電気鉄道㈱ 京都府京都市

㈱高知銀行 高知県高知市

㈱ジェイティービートラベランド 東京都豊島区

㈲甲南チケット 兵庫県神戸市

神戸電鉄㈱　 兵庫県神戸市

㈱ゴトー 静岡県沼津市

㈱コンプマート 神奈川県藤沢市

(財)新東京国際空港振興協会 千葉県成田市成田空港内

喫茶店

デジタル販売

販売店の業種等

たばこ販売

駅売店

運輸サービス

金融

書籍販売

新聞販売店

旅行業

ドラッグストア

金融・宝くじ販売

金融

定期券販売、駅売店

金融

たばこ販売

駅売店

宝くじ販売

旅行業、鉄道関連商品の企画・販売

ＤＰＥ

金融

クレジットカードサービスカウンター

宝くじ販売

駅売店

旅行業

宝くじ販売

旅行業

駅売店

金融

旅行業

各種チケット販売

駅売店

紳士服販売

情報商品小売

宝くじ販売

金融

各種チケット販売

金融

金融

金融

家電・情報

旅行業

たばこ販売

金融

金融

宝くじ販売
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平成１３年３月予定

販売店本部名 所在地 販売店の業種等

埼玉縣信用金庫　 埼玉県熊谷市

札幌信用金庫　 北海道札幌市

㈱さとう 京都府福知山市

サンサービス㈱ 兵庫県神戸市

㈱サンコー 茨城県水戸市

㈱山陽フレンズ 兵庫県明石市

㈱サンルート　 東京都渋谷区

㈱ＪＲサービスネット岡山 岡山県岡山市

㈱ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本ﾃﾞｲﾘｰｻｰﾋﾞｽﾈｯﾄ　 大阪府大阪市

㈱ジェイリーグエンタープライズ 東京都港区

静岡たばこ販売協同組合　 静岡県静岡市

渋谷地下街㈱　 東京都渋谷区

上新電機㈱ 大阪府大阪市

湘南信用金庫　 神奈川県横須賀市

㈲松柏堂　 北海道函館市

㈱スターツ　 東京都江戸川区

㈱すみや 静岡県静岡市

西武商事㈱　 埼玉県所沢市

摂津信用金庫　 大阪府茨木市

泉鉄産業㈱ 大阪府和泉市

相鉄観光㈱ 神奈川県横浜市

宝くじ神社㈱ 岩手県盛岡市

㈱谷弥　 福岡県直方市

㈱タビックスジャパン 東京都中央区

但陽信用金庫　 兵庫県加古川市

㈱地下鉄トラベルサービス 東京都千代田区

(財)地方行政総合研究センター 大阪府大阪市

銚子信用金庫　 千葉県銚子市

つるや㈱ 大阪府大阪市

㈱ＴＶＫサービス 神奈川県横浜市

㈱デオデオ 広島県廿日市市

東海たばこ販売協同組合連合会　 愛知県名古屋市

（財）道路サービス機構 東京都文京区

鳥取信用金庫　 鳥取県鳥取市

富山信用金庫　 富山県富山市

中兵庫信用金庫　 兵庫県氷上郡氷上町

㈱奈良交通観光社 奈良県奈良市

南海電気鉄道㈱ 大阪府大阪市

南国交通㈱ 鹿児島県鹿児島市

南国殖産㈱ 鹿児島県鹿児島市

新潟交通㈱ 新潟県新潟市

西鉄旅行㈱ 福岡県福岡市

㈱ニッポン放送 東京都港区

㈱ジェイティービー 東京都千代田区

沼津たばこ販売協同組合　 静岡県沼津市

浜松たばこ販売協同組合　 静岡県浜松市

金融

金融

総合小売業

売店・くじ販売

弁当販売

駅売店

ホテル業

駅売店

駅売店

Ｊリーグ関連グッズ販売

たばこ販売

ＤＰＥ

家電・情報

金融

プレイガイド・そば店経営

不動産業

音楽映像ソフト販売

ＤＰＥ

金融

宝くじ販売

入場券販売

宝くじ販売

不動産管理・賃貸業

旅行業

旅客自動車運輸業、旅行業業務

金融

金融

旅客運輸業

スポーツジム

くじ・チケット販売、放送業

旅行業

たばこ販売

たばこ販売

各種チケット販売

旅行業

家電販売

たばこ販売

高速道路サービスエリア

金融

ガソリンスタンド

金融

ゴルフ用品販売

ＤＰＥ・サッカーショップ

金融

駅売店

地方自治振興、宝くじ販売
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平成１３年３月予定

販売店本部名 所在地 販売店の業種等

日立電鉄㈱ 茨城県日立市

㈱日立ライフ　 千葉県柏市

ひまわり信用金庫 福島県いわき市

平塚信用金庫 神奈川県平塚

広島信用金庫　 広島県広島市

福知山信用金庫　 京都府福知山市

藤枝たばこ販売協同組合　 静岡県藤枝市

富士たばこ販売協同組合 静岡県富士市

㈱フソウトラベル 大阪府大阪市

㈱フタバ図書 広島県西区観音本町

㈱ベスト電器 福岡県福岡市

北陸鉄道㈱ 石川県金沢市

北海道空港情報サービス㈱ 北海道千歳市

ミズノアルファーサービス㈱　 東京都千代田区

宮交タクシー㈱ 宮崎県宮崎市

㈱明治薬品 鹿児島県鹿児島市

名鉄観光サービス㈱ 愛知県名古屋市

名鉄産業㈱ 愛知県名古屋市

㈱メガネスーパー 神奈川県小田原市

ランドジャパン㈱ 新潟県新潟市

職域販売他

合計（３月販売開始予定）

金融

たばこ販売

たばこ販売

旅行業

書籍販売

家電製品販売

駅売店

宝くじ販売

時計・眼鏡等小売

小計（３０店舗未満）

レンタカー、旅行業

日立製作所工場内売店他

金融

金融

駅売店

金融

6,222

1,252

フットサル施設

ショッピングセンター

旅行業

医薬品販売、宝くじ販売

旅行業
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【払戻取扱信用金庫一覧】（信用金庫コード順）

平成１３年３月予定

信用金庫名 払戻
取扱店数 所　在　地 信用金庫名 払戻

取扱店数 所　在　地

札幌信用金庫 17 北海道札幌市 宮古信用金庫 3 岩手県宮古市

道央信用金庫 6 北海道札幌市 一関信用金庫 4 岩手県一関市

室蘭信用金庫 3 北海道室蘭市 北上信用金庫 1 岩手県北上市

空知信用金庫 2 北海道岩見沢市 花巻信用金庫 1 岩手県花巻市

苫小牧信用金庫 2 北海道苫小牧市 水沢信用金庫 2 岩手県水沢市

石狩中央信用金庫 4 北海道江別市 二戸信用金庫 1 岩手県二戸市

北門信用金庫 3 北海道滝川市 仙台信用金庫 13 宮城県仙台市

伊達信用金庫 1 北海道伊達市 宮城第一信用金庫 7 宮城県仙台市

北空知信用金庫 1 北海道深川市 石巻信用金庫 4 宮城県石巻市

日高信用金庫 2 北海道浦河郡浦河町 塩釜信用金庫 4 宮城県塩釜市

函館信用金庫 5 北海道函館市 仙南信用金庫 7 宮城県白石市

渡島信用金庫 13 北海道茅部郡森町 気仙沼信用金庫 1 宮城県気仙沼市

江差信用金庫 1 北海道檜山郡江差町 会津信用金庫 2 福島県会津若松市

小樽信用金庫 1 北海道小樽市 郡山信用金庫 6 福島県郡山市

北海信用金庫　 3 北海道余市郡余市町 白河信用金庫 3 福島県白河市

旭川信用金庫 5 北海道旭川市 須賀川信用金庫 1 福島県須賀川市

稚内信用金庫 1 北海道稚内市 ひまわり信用金庫 10 福島県いわき市

留萌信用金庫 1 北海道留萌市 あぶくま信用金庫 3 福島県原町市

士別信用金庫 1 北海道士別市 二本松信用金庫 2 福島県二本松市

名寄信用金庫 1 北海道名寄市 福島信用金庫 6 福島県福島市

富良野信用金庫 1 北海道富良野市 群馬中央信用金庫 6 群馬県前橋市

帯広信用金庫 5 北海道帯広市 高崎信用金庫 3 群馬県高崎市

釧路信用金庫 2 北海道釧路市 桐生信用金庫 2 群馬県桐生市

根室信用金庫 2 北海道根室市 伊勢崎信用金庫 4 群馬県伊勢崎市

厚岸信用金庫 2 北海道厚岸郡厚岸町 太田信用金庫　 2 群馬県太田市

北見信用金庫 1 北海道北見市 利根郡信用金庫 1 群馬県沼田市

網走信用金庫 1 北海道網走市 館林信用金庫 1 群馬県館林市

紋別信用金庫 1 北海道紋別市 北群馬信用金庫 1 群馬県渋川市

遠軽信用金庫 1 北海道紋別郡遠軽町 かんら信用金庫 5 群馬県富岡市

あおもり信用金庫 5 青森県青森市 多野信用金庫 3 群馬県藤岡市

東奥信用金庫 6 青森県弘前市 大栄信用金庫 3 群馬県勢多郡大胡町

八戸信用金庫 3 青森県八戸市 宇都宮信用金庫 6 栃木県宇都宮市

十和田信用金庫 2 青森県十和田市 足利信用金庫 3 栃木県足利市

下北信用金庫 1 青森県むつ市 栃木信用金庫　 3 栃木県栃木市

秋田信用金庫 5 秋田県秋田市 鹿沼相互信用金庫 3 栃木県鹿沼市

羽後信用金庫 3 秋田県本荘市 佐野信用金庫 3 栃木県佐野市

秋田ふれあい信用金庫 15 秋田県大曲市 大田原信用金庫 2 栃木県大田原市

五城目信用金庫 3 秋田県南秋田郡五城目町 小山信用金庫 4 栃木県小山市

角館信用金庫 1 秋田県仙北郡角館町 烏山信用金庫 4 栃木県那須郡烏山町

山形信用金庫 6 山形県山形市 水戸信用金庫 34 茨城県水戸市

米沢信用金庫 5 山形県米沢市 土浦信用金庫 6 茨城県土浦市

鶴岡信用金庫 2 山形県鶴岡市 結城信用金庫 14 茨城県結城市

新庄信用金庫 3 山形県新庄市 石岡信用金庫　 6 茨城県石岡市

酒田信用金庫 1 山形県酒田市 埼玉縣信用金庫 58 埼玉県熊谷市

盛岡信用金庫 9 岩手県盛岡市 川口信用金庫 23 埼玉県川口市
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青木信用金庫 8 埼玉県川口市 八王子信用金庫 20 東京都八王子市

飯能信用金庫 23 埼玉県飯能市 青梅信用金庫 19 東京都青梅市

千葉信用金庫 29 千葉県千葉市 太平信用金庫 12 東京都武蔵野市

銚子信用金庫 14 千葉県銚子市 多摩中央信用金庫 44 東京都立川市

東京ベイ信用金庫 18 千葉県市川市 新潟信用金庫 8 新潟県新潟市

船橋信用金庫 12 千葉県船橋市 長岡信用金庫 4 新潟県長岡市

館山信用金庫 3 千葉県館山市 高田信用金庫 2 新潟県上越市

木更津信用金庫 9 千葉県木更津市 三条信用金庫 6 新潟県三条市

松戸信用金庫 7 千葉県松戸市 新発田信用金庫 4 新潟県新発田市

成田信用金庫 9 千葉県成田市 柏崎信用金庫 2 新潟県柏崎市

旭信用金庫 7 千葉県旭市 直江津信用金庫 2 新潟県上越市

横浜信用金庫 45 神奈川県横浜市 新井信用金庫 1 新潟県新井市

三浦藤沢信用金庫　 20 神奈川県横須賀市 村上信用金庫 1 新潟県村上市

湘南信用金庫 36 神奈川県横須賀市 加茂信用金庫 3 新潟県加茂市

川崎信用金庫 40 神奈川県川崎市 甲府信用金庫　 5 山梨県甲府市

平塚信用金庫 21 神奈川県平塚市 甲府商工信用金庫 8 山梨県甲府市

さがみ信用金庫 14 神奈川県小田原市 大月信用金庫　 9 山梨県大月市

中栄信用金庫 5 神奈川県秦野市 長野信用金庫 10 長野県長野市

中南信用金庫 7 神奈川県中郡大磯町 松本信用金庫 9 長野県松本市

朝日信用金庫 16 東京都台東区 上田信用金庫 4 長野県上田市

文京信用金庫 5 東京都文京区 諏訪信用金庫 4 長野県岡谷市

興産信用金庫 14 東京都千代田区 飯田信用金庫 1 長野県飯田市

共積信用金庫 1 東京都台東区 伊那信用金庫 1 長野県伊那市

同栄信用金庫 28 東京都港区 赤穂信用金庫 1 長野県駒ケ根市

東京シティ信用金庫 21 東京都中央区 富山信用金庫 14 富山県富山市

わかば信用金庫 1 東京都中央区 高岡信用金庫 2 富山県高岡市

港信用金庫 14 東京都港区 新湊信用金庫 2 富山県新湊市

芝信用金庫 22 東京都港区 新川水橋信用金庫 3 富山県魚津市

東京東信用金庫 26 東京都墨田区 滑川信用金庫 1 富山県滑川市

東栄信用金庫 2 東京都葛飾区 射水信用金庫 1 富山県射水郡小杉町

亀有信用金庫 7 東京都葛飾区 上市信用金庫 2 富山県中新川郡上市町

小岩信用金庫 2 東京都江戸川区 砺波信用金庫 1 富山県東砺波郡福野町

小松川信用金庫　 2 東京都江戸川区 石動信用金庫 1 富山県小矢部市

足立信用金庫 6 東京都足立区 福光信用金庫 1 富山県西砺波郡福光町

江戸川信用金庫 7 東京都江戸川区 金沢信用金庫 8 石川県金沢市

西京信用金庫 21 東京都新宿区 共栄信用金庫 2 石川県金沢市

平成信用金庫 24 東京都渋谷区 能登信用金庫 3 石川県七尾市

目黒信用金庫 10 東京都目黒区 北陸信用金庫 4 石川県金沢市

東調布信用金庫 19 東京都大田区 鶴来信用金庫 2 石川県石川郡鶴来町

東京信用金庫 19 東京都豊島区 興能信用金庫 4 石川県鳳至郡能都町

日興信用金庫 9 東京都荒川区 福井信用金庫 5 福井県福井市

王子信用金庫 14 東京都北区 敦賀信用金庫 2 福井県敦賀市

瀧野川信用金庫 8 東京都北区 武生信用金庫 1 福井県武生市

太陽信用金庫 13 東京都荒川区 小浜信用金庫 1 福井県小浜市

荒川信用金庫 7 東京都荒川区 鯖江信用金庫 1 福井県鯖江市
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越前信用金庫 1 福井県大野市 紀北信用金庫 1 三重県尾鷲市

福井中央信用金庫 4 福井県坂井郡三国町 長島信用金庫 1 三重県北牟婁郡紀伊長島町

しずおか信用金庫 10 静岡県静岡市 彦根信用金庫 2 滋賀県彦根市

静清信用金庫 14 静岡県静岡市 長浜信用金庫 2 滋賀県長浜市

浜松信用金庫 11 静岡県浜松市 湖東信用金庫 3 滋賀県八日市市

沼津信用金庫 4 静岡県沼津市 近江八幡信用金庫 4 滋賀県近江八幡市

三島信用金庫 4 静岡県三島市 京都中央信用金庫 40 京都府京都市

富士宮信用金庫 2 静岡県富士宮市 福知山信用金庫 11 京都府福知山市

伊豆信用金庫 2 静岡県伊東市 東舞鶴信用金庫 1 京都府舞鶴市

島田信用金庫 4 静岡県島田市 舞鶴信用金庫 1 京都府舞鶴市

磐田信用金庫 11 静岡県磐田市 綾部信用金庫 1 京都府綾部市

焼津信用金庫 7 静岡県焼津市 京都北都信用金庫 1 京都府宮津市

掛川信用金庫 2 静岡県掛川市 大阪信用金庫 22 大阪府大阪市

駿河信用金庫 2 静岡県御殿場市 大阪第一信用金庫 8 大阪府大阪市

富士信用金庫 6 静岡県富士市 大阪厚生信用金庫 8 大阪府大阪市

下田信用金庫 1 静岡県下田市 大阪市信用金庫 36 大阪府大阪市

遠州信用金庫 7 静岡県浜松市 相互信用金庫　 21 大阪府大阪市

岐阜信用金庫 11 岐阜県岐阜市 永和信用金庫 11 大阪府大阪市

大垣信用金庫 3 岐阜県大垣市 十三信用金庫 14 大阪府大阪市

高山信用金庫 4 岐阜県高山市 泉州信用金庫 15 大阪府岸和田市

東濃信用金庫 7 岐阜県多治見市 八光信用金庫 27 大阪府八尾市

関信用金庫 1 岐阜県関市 泉陽信用金庫 19 大阪府堺市

八幡信用金庫 1 岐阜県郡上郡八幡町 水都信用金庫 23 大阪府豊中市

西濃信用金庫 3 岐阜県揖斐郡大野町 阪奈信用金庫 14 大阪府東大阪市

愛知信用金庫 11 愛知県名古屋市 枚方信用金庫 16 大阪府枚方市

豊橋信用金庫 5 愛知県豊橋市 摂津信用金庫 25 大阪府茨木市

岡崎信用金庫 19 愛知県岡崎市 奈良信用金庫 5 奈良県大和郡山市

一宮信用金庫 8 愛知県一宮市 大和信用金庫 7 奈良県桜井市

瀬戸信用金庫 20 愛知県瀬戸市 奈良中央信用金庫 4 奈良県磯城郡田原本町

半田信用金庫 5 愛知県半田市 新宮信用金庫 2 和歌山県新宮市

知多信用金庫 6 愛知県半田市 きのくに信用金庫 13 和歌山県和歌山市

豊川信用金庫 6 愛知県豊川市 湯浅信用金庫 1 和歌山県有田郡湯浅町

津島信用金庫 2 愛知県津島市 神戸信用金庫 9 兵庫県神戸市

豊田信用金庫 3 愛知県豊田市 関西西宮信用金庫 9 兵庫県神戸市

碧海信用金庫 14 愛知県安城市 神栄信用金庫 2 兵庫県神戸市

西尾信用金庫　 5 愛知県西尾市 姫路信用金庫 6 兵庫県姫路市

蒲郡信用金庫　 4 愛知県蒲郡市 播州信用金庫 6 兵庫県姫路市

尾西信用金庫 4 愛知県尾西市 兵庫信用金庫 6 兵庫県姫路市

愛北信用金庫 5 愛知県岩倉市 尼崎信用金庫 32 兵庫県尼崎市

中日信用金庫 7 愛知県名古屋市 日新信用金庫 8 兵庫県明石市

東春信用金庫 9 愛知県小牧市 淡路信用金庫 3 兵庫県洲本市

北伊勢信用金庫 12 三重県四日市市 但馬信用金庫 5 兵庫県豊岡市

三重信用金庫 9 三重県松阪市 西兵庫信用金庫 5 兵庫県宍粟郡山崎町

桑名信用金庫 6 三重県桑名市 中兵庫信用金庫 10 兵庫県氷上郡氷上町

上野信用金庫 2 三重県上野市 但陽信用金庫 19 兵庫県加古川市
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鳥取信用金庫 14 鳥取県鳥取市 若松信用金庫 3 福岡県北九州市

米子信用金庫 3 鳥取県米子市 新北九州信用金庫 8 福岡県北九州市

倉吉信用金庫 1 鳥取県倉吉市 門司信用金庫 2 福岡県北九州市

しまね信用金庫 5 島根県松江市 大牟田信用金庫 1 福岡県大牟田市

日本海信用金庫 3 島根県浜田市 筑後信用金庫 9 福岡県久留米市

島根中央信用金庫 2 島根県大田市 飯塚信用金庫 4 福岡県飯塚市

津和野信用金庫　 1 島根県鹿足郡津和野町 直方信用金庫 2 福岡県直方市

おかやま信用金庫 18 岡山県岡山市 柳川信用金庫 1 福岡県柳川市

倉敷信用金庫 2 岡山県倉敷市 田川信用金庫 1 福岡県田川市

水島信用金庫 3 岡山県倉敷市 大川信用金庫 1 福岡県大川市

津山信用金庫 3 岡山県津山市 築上信用金庫 1 福岡県豊前市

玉島信用金庫 2 岡山県倉敷市 遠賀信用金庫 7 福岡県遠賀郡岡垣町

備北信用金庫 2 岡山県高梁市 唐津信用金庫 1 佐賀県唐津市

吉備信用金庫 1 岡山県総社市 佐賀信用金庫 4 佐賀県佐賀市

日生信用金庫 3 岡山県和気郡日生町 伊万里信用金庫 1 佐賀県伊万里市

備前信用金庫 2 岡山県備前市 杵島信用金庫 3 佐賀県武雄市

広島信用金庫 25 広島県広島市 西九州信用金庫 4 長崎県佐世保市

呉信用金庫　 12 広島県呉市 たちばな信用金庫 10 長崎県諫早市

福鞆信用金庫 8 広島県福山市 熊本信用金庫 6 熊本県熊本市

かもめ信用金庫 6 広島県三原市 熊本第一信用金庫 10 熊本県熊本市

大竹信用金庫 1 広島県大竹市 熊本中央信用金庫 7 熊本県熊本市

広島みどり信用金庫 2 広島県庄原市 天草信用金庫 1 熊本県本渡市

山口信用金庫 3 山口県山口市 大分信用金庫 4 大分県大分市

下関信用金庫 4 山口県下関市 大分みらい信用金庫 12 大分県別府市

豊浦信用金庫 1 山口県下関市 中津信用金庫 2 大分県中津市

防府信用金庫 1 山口県防府市 佐伯信用金庫 1 大分県佐伯市

宇部信用金庫 2 山口県宇部市 臼杵信用金庫 2 大分県臼杵市

萩信用金庫 2 山口県萩市 杵築信用金庫 1 大分県杵築市

岩国信用金庫 1 山口県岩国市 日田信用金庫 1 大分県日田市

東山口信用金庫 5 山口県柳井市 佐賀関信用金庫 1 大分県北海部郡佐賀関町

吉南信用金庫 2 山口県吉敷郡小郡町 宮崎信用金庫 4 宮崎県宮崎市

徳島信用金庫 8 徳島県徳島市 都城信用金庫 1 宮崎県都城市

鳴門信用金庫 2 徳島県鳴門市 延岡信用金庫 2 宮崎県延岡市

阿南信用金庫　 1 徳島県阿南市 西諸信用金庫 2 宮崎県小林市

高松信用金庫 2 香川県高松市 高鍋信用金庫 5 宮崎県児湯郡高鍋町

さぬき信用金庫 6 香川県丸亀市 南郷信用金庫 3 宮崎県南那珂郡南郷町

観音寺信用金庫 2 香川県観音寺市 鹿児島信用金庫 11 鹿児島県鹿児島市

愛媛信用金庫 13 愛媛県松山市 鹿児島相互信用金庫 12 鹿児島県鹿児島市

三津浜信用金庫 1 愛媛県松山市 川内信用金庫 1 鹿児島県川内市

宇和島信用金庫 1 愛媛県宇和島市 奄美大島信用金庫　 1 鹿児島県名瀬市

東予信用金庫 5 愛媛県新居浜市 沖縄信用金庫 6 沖縄県那覇市

川之江信用金庫 1 愛媛県川之江市 コザ信用金庫 9 沖縄県沖縄市

幡多信用金庫 5 高知県中村市 合  計

福岡信用金庫 17 福岡県福岡市

北九州八幡信用金庫 9 福岡県北九州市

2,470
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