店舗移転のお知らせ
以下の通り店舗を移転させていただきます。
お客さまにはご不便をおかけいたしますが、ご了承いただきますようお願いいたします。
移転(予定)日
H31年1月〜2月予定

店番号

移設店名
移転後新住所

602 尾道支店

電話番号
(0848)22‑2151

移転日・住所等詳細につきましては、あらためてご案内いたします。

H30.7.17

（火） 949 少路支店(移転後、東豊中支店と同じ窓口で営業)

(06)6855‑4880

〒560‑0003 大阪府豊中市東豊中町4‑1‑1

H30.6.11

（月） 222 成城支店

(03)3416‑2151

〒157‑0066 東京都世田谷区成城2‑41‑3

H30.5.21

（月） 221 新宿支店

(03)3356‑5201

〒160‑0022 東京都新宿区新宿3‑24‑1

H30.4.23

（月） 952 センター南支店

H30.4.16

（月） 273 高田馬場支店

H30.3.12

（月） 122 船場支店(移転後、御堂筋支店と同じ窓口で営業)

H30.3.12

（月） 216 新橋支店(移転後、日比谷支店・霞が関支店と同じ窓口で営業)

H30.3.12

（月） 020 矢向支店(移転後、川崎支店と同じ窓口で営業)

H30.3.5

（月） 443 大阪西支店(移転後、立売堀支店と同じ窓口で営業)

(045)949‑8421

〒224‑0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央1‑2

(03)3367‑1201

〒169‑0075 東京都新宿区高田馬場3‑3‑3

(06)6251‑3723

〒541‑0056 大阪府大阪市中央区久太郎町3‑5‑19

(03)3502‑8951

〒105‑0003 東京都港区西新橋1‑3‑1

(044)244‑5481

〒210‑0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1‑8‑1

(06)6534‑2651

〒550‑0012 大阪府大阪市西区立売堀4‑1‑20

H30.3.5

（月） 706 池下支店(移転後、本山支店と同じ窓口で営業)

(052)764‑6201

〒464‑0821 愛知県名古屋市千種区末盛通5‑9

H30.2.26

（月） 748 いりなか支店(移転後、八事支店と同じ窓口で営業)

(052)837‑4151

〒467‑0031 愛知県名古屋市瑞穂区弥富町字緑ヶ岡1

H30.2.19

（月） 245 丸ノ内支店

(03)3216‑0442

〒100‑0005 東京都千代田区丸の内3‑4‑2

H30.2.19

（月） 219 神田支店(移転後、神保町支店と同じ窓口で営業)

(03)3292‑3731

〒101‑0052 東京都千代田区神田小川町3‑12

H30.2.19

（月） 717 天神町支店

(092)771‑1131

〒810‑0001 福岡県福岡市中央区天神2‑11‑1

H30.2.13

（火） 103 備後町支店(移転後、大阪本店営業部と同じ窓口で営業)

(06)6227‑2124

〒541‑0041 大阪府大阪市中央区北浜4‑6‑5

H30.2.13

（火） 266 高島平支店

(03)3935‑2714

〒175‑0082 東京都板橋区高島平1‑83‑1

H30.2.5

（月） 961 光明池支店(移転後、泉北とが支店と同じ窓口で営業)

H30.2.5

（月） 105 今里支店(移転後、鶴橋支店と同じ窓口で営業)

H30.1.15

（月） 332 静岡支店

H30.1.15

（月） 720 熊本支店

(072)291‑8460

〒590‑0132 大阪府堺市南区原山台2‑4‑1

(06)6971‑0631

〒537‑0024 大阪府大阪市東成区東小橋3‑12‑18

(054)253‑0125

〒420‑0853 静岡県静岡市葵区追手町1‑6

(096)356‑6111

〒860‑0803 熊本県熊本市中央区新市街1‑1

H29.12.18 （月） 518 堂島支店(移転後、梅田支店と同じ窓口で営業)

(06)6361‑0151

〒530‑0017 大阪府大阪市北区角田町8‑47

H29.12.18 （月） 825 赤坂支店
〒107‑0052 東京都港区赤坂2‑5‑1

(03)3586‑2731

移転(予定)日

移設店名
移転後新住所
H29.12.11 （月） 131 天満橋支店(移転後、大阪中央支店と同じ窓口で営業)
店番号

電話番号
(06)6201‑0771

〒541‑0043 大阪府大阪市中央区高麗橋1‑8‑13

H29.12.11 （月） 508 鹿児島支店

(099)222‑2111

〒892‑0842 鹿児島県鹿児島市東千石町1‑38

H29.12.4

（月） 625 築地支店

(03)3541‑5531

〒104‑0045 東京都中央区築地1‑12‑22

H29.11.20 （月） 639 霞が関支店(移転後、日比谷支店と同じ窓口で営業)

(03)3581‑6931

〒105‑0003 東京都港区西新橋1‑3‑1

H29.11.13 （月） 175 貝塚支店(市の住居表示変更によるもの)

(072)431‑2301

〒597‑0083 大阪府貝塚市海塚1‑1‑10

H29.11.13 （月） 839 五反野支店(移転後、千住支店と同じ窓口で営業)

(03)3888‑3161

〒120‑0034 東京都足立区千住2‑55

H29.9.11

（月） 814 中野坂上支店（移転後、個人のお客さま専用店舗として営業）

H29.8.21

（月） 921 笹塚支店（移転後、個人のお客さま専用店舗として営業）

H29.7.24

（月） 258 青山支店

H29.7.18

（火） 637 京橋支店

H29.4.17

（月） 026 銀座支店

(03)3373‑3771

〒164‑0012 東京都中野区本町2‑46‑1

(03)3320‑3101

〒151‑0073 東京都渋谷区笹塚2‑1‑6

(03)3406‑3621

〒107‑0062 東京都港区南青山5‑9‑12

(03)3561‑3191

〒104‑0031 東京都中央区京橋2‑8‑7

(03)3574‑6511

〒104‑0061 東京都中央区銀座6‑10‑1

H29.3.6

（月） 821 江戸川支店(移転後、本八幡支店と同じ窓口で営業)

(047)333‑3701

〒272‑0021 千葉県市川市八幡2‑16‑7

H29.2.20

（月） 904 千川支店(移転後、池袋支店と同じ窓口で営業)

(03)3984‑5356

〒171‑0021 東京都豊島区西池袋1‑21‑7

H29.2.13

（月） 031 氷川台支店(移転後、練馬支店と同じ窓口で営業)

(03)3992‑1137

〒176‑0012 東京都練馬区豊玉北5‑17‑14

H29.1.23

（月） 097 蒲田西支店(移転後、蒲田支店と同じ窓口で営業)

(03)3732‑3811

〒144‑0052 東京都大田区蒲田5‑41‑8

H29.1.16

（月） 855 新所沢支店(移転後、所沢支店と同じ窓口で営業)

(04)2923‑7132

〒359‑1123 埼玉県所沢市日吉町11‑5

H28.11.21 （月） 755 川崎支店

(044)222‑7391

〒210‑0006 神奈川県川崎市川崎区砂子1‑8‑1

H28.10.17 （月） 239 蒲田支店

(03)3732‑0101

〒144‑0052 東京都大田区蒲田5‑41‑8

H28.9.20

（火） 655 自由が丘支店

(03)3723‑3131

〒152‑0035 東京都目黒区自由が丘2‑11‑12

H28.9.5

（月） 356 川西支店

(072)759‑2645

〒666‑0015 兵庫県川西市小花1‑7‑9

H27.12.7

（月） 632 日比谷支店

(03)3591‑8431

〒105‑0003 東京都港区西新橋1‑3‑1

H27.11.24 （火） 015 東京中央支店

(03)3274‑3311

〒103‑6001 東京都中央区日本橋2‑7‑1

H27.4.20

（月） 221 新宿支店

(03)3356‑5201

〒160‑0022 東京都新宿区新宿3‑17‑5

H27.3.9

（月） 234 渋谷駅前支店

(03)3463‑7111

〒150‑0043 東京都渋谷区道玄坂1‑7‑4

H27.2.16

（月） 568 二俣川支店
〒241‑0821 神奈川県横浜市旭区二俣川1‑3‑2

(045)363‑1921

移転(予定)日
H26.12.8

店番号

移設店名
移転後新住所

（月） 755 川崎支店

電話番号
(044)222‑7391

〒210‑0015 神奈川県川崎市川崎区南町1‑1

H26.11.25 （火） 858 東林間支店（移転と同時に相模大野支店へ名称変更）

(042)746‑3121

〒252‑0303 神奈川県相模原市南区相模大野3‑1‑2

H26.11.17 （月） 696 三井物産ビル支店(移転後、本店営業部・東京営業部と同じ窓口で営業)

(03)3212‑3751

〒100‑0005 東京都千代田区丸の内1‑1‑2

H26.10.20 （月） 298 緑園都市出張所（移転と同時に緑園都市支店へ昇格）

(045)813‑2011

〒245‑0002 神奈川県横浜市泉区緑園3‑2‑8

H26.10.14 （火） 348 鈴蘭台支店

(078)591‑2291

〒651‑1111 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町1‑8‑15

H26.6.23

（月） 242 いずみ野支店

(045)801‑1111

〒245‑0016 神奈川県横浜市泉区和泉町6214‑1

H25.11.18 （月） 356 川西支店

(072)759‑2645

〒666‑0015 兵庫県川西市小花1‑11‑14

H25.6.17

（月） 026 銀座支店

(03)3574‑6511

〒104‑0061 東京都中央区銀座5‑8‑10

H25.6.10

（月） 375 西宮北口支店

H25.5.27

（月） 929 武蔵小杉支店

(0798)66‑2374

〒663‑8204 兵庫県西宮市高松町11‑6

(044)433‑2091

〒211‑0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東3‑1200

H25.4.22

（月） 218 麹町支店

(03)3230‑0701

〒102‑0083 東京都千代田区麹町6‑2‑6

H25.3.18

（月） 161 八尾支店

(072)997‑0001

〒581‑0803 大阪府八尾市光町1‑39‑1

H25.3.4

（月） 334 たまプラーザ支店

(045)913‑5691

〒225‑0003 神奈川県横浜市青葉区新石川2‑1‑15

H25.2.18

（月） 759 阪急曽根支店

(06)6854‑8280

〒561‑0802 大阪府豊中市曽根東町1‑9‑23

H24.12.17 （月） 965 SMBC八千代緑が丘コンサルティングオフィス（移転と同時に八千代緑が丘支店へ昇格 (047)458‑3231
〒276‑0049 千葉県八千代市緑が丘1‑2‑1

H24.12.10 （月） 374 夙川支店

(0798)72‑0951

〒662‑0063 兵庫県西宮市相生町7‑5

H24.10.15 （月） 001 千代田営業部（移転と同時に神保町支店へ名称変更）

(03)3292‑8161

〒101‑0052 東京都千代田区神田小川町3‑12

H24.9.18

（火） 422 園田支店

H24.7.23

（月） 032 太田支店

(06)6491‑3661

〒661‑0953 兵庫県尼崎市東園田町9‑18‑9

(0276)45‑4141

〒373‑0851 群馬県太田市飯田町1386

H24.7.9

（月） 906 高尾出張所（移転と同時に出張所から支店へ昇格）

(042)665‑3911

〒193‑0845 東京都八王子市初沢町1299‑17

H24.5.28

（月） 793 宮崎台支店

(044)854‑8881

〒216‑0033 神奈川県川崎市宮前区宮崎2‑2‑22

H24.3.19

（月） 007 新潟支店

(025)222‑3211

〒951‑8061 新潟県新潟市中央区西堀通6‑867‑2

H24.1.23

（月） 216 新橋支店

(03)3572‑8411

〒105‑0004 東京都港区新橋1‑10‑6

H24.1.16

（月） 162 藤井寺支店
〒583‑0027 大阪府藤井寺市岡2‑9‑22

(072)953‑8421

移転(予定)日

店番号

H23.12.19 （月） 290

移設店名
移転後新住所
広尾ガーデンヒルズ出張所

電話番号
(03)5424‑9521

（移転と同時に支店化・名称変更し、広尾支店を開設）

〒150‑0012 東京都渋谷区広尾5‑4‑3

H23.10.17 （月） 355 伊丹支店

(072)772‑5151

〒664‑0851 兵庫県伊丹市中央3‑5‑23

東京営業部

H23.4.18

（月） 211

H23.1.17

（月） 217 柿生支店

H22.11.8

（月） 131 天満橋支店

(03)3282‑5111

(移転後、本店営業部と同じ窓口で営業)

〒100‑0005 東京都千代田区丸の内1‑1‑2

（044）987‑1111

〒215‑0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生5‑40‑1

（06）6944‑1451

〒540‑0008 大阪府大阪市中央区大手前1‑7‑31

H22.10.18 （月） 200

本店営業部
(平成23年4月18日東京営業部の移転後、東京営業部と同じ窓口で営業)

(03)3282‑1111

〒100‑0005 東京都千代田区丸の内1‑1‑2

H22.5.10

（月） 791 戸塚支店

（045）881‑1231

〒244‑0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16‑1

H22.4.12

（月） 639 霞が関支店

(03)3581‑6931

〒100‑0013 東京都千代田区霞が関3‑8‑1

H22.2.8

（月） 486 刈谷支店

(0566)21‑0770

〒448‑0027 愛知県刈谷市相生町1‑1‑1

H22.1.18

（月） 268 北野支店

(042)644‑3651

〒192‑0911 東京都八王子市打越町335‑1

H21.12.7

（月）

― SMBC若葉台コンサルティングオフィス（移転と同時に若葉台支店へ昇格）
〒206‑0824 東京都稲城市若葉台2‑1‑1

(042)350‑1211

（移転後店番号：940）

H21.11.16 （月） 355 伊丹支店

(072)772‑5151

〒664‑0851 兵庫県伊丹市中央4‑2‑2

H21.11.9

（月） 180 鳳支店

(072)272‑3331

〒593‑8324 大阪府堺市西区鳳東町1‑67‑5

H21.10.19 （月） 081 千葉ニュータウン出張所（移転と同時に出張所から支店へ昇格）

（0476）46‑1211

〒270‑1350 千葉県印西市中央北1‑469‑2

H21.9.14

（月） 015 東京中央支店

(03)3274‑3311

〒103‑0027 東京都中央区日本橋2‑1‑10

H21.9.7

（月） 192 東豊中出張所

(06)6852‑2221

〒560‑0003 大阪府豊中市東豊中町4‑1‑1

H21.6.29

（月）

― SMBC和泉中央コンサルティングオフィス（移転と同時に和泉中央支店へ昇格）
〒594‑0041 大阪府和泉市いぶき野5‑1‑2

H21.6.15

(0725)57‑3960

（移転後店番号：945）

（月） 703 岡崎支店 （移転と同時に個人のお客さま向け相談業務も開始）

（0564）25‑1031

〒444‑0059 愛知県岡崎市康生通西2‑9‑1

H21.3.16

（月） 637 京橋支店

(03)3561‑3191

〒104‑0031 東京都中央区京橋2‑12‑6

H20.11.25 （火） 178 堺支店

(072)238‑0361

〒590‑0048 大阪府堺市堺区一条通20‑5

H20.11.17 （月） 717 天神町支店

(092)771‑1131

〒810‑0001 福岡県福岡市中央区天神2‑7‑21

H20.10.14 （火） 258 青山支店

(03)3404‑2112

〒107‑0062 東京都港区南青山3‑8‑38

H20.7.14

（月） 868 伊勢原支店 （店舗建替に伴う元位置復帰）

(0463)94‑0621

〒259‑1132 神奈川県伊勢原市桜台1‑2‑34

H20.2.25

（月） 836 恋ケ窪支店（移転と同時に国分寺支店へ名称変更）
〒185‑0021 東京都国分寺市南町3‑18‑14

(042）325‑8164

移転(予定)日
H20.2.18

店番号

移設店名
移転後新住所

（月） 694 目黒支店

電話番号
（03）3491‑3121

〒141‑0021 東京都品川区上大崎4‑1‑5

H19.10.15 （月） 029 大谷田支店（移転と同時に亀有支店へ名称変更）

（03）3601‑3281

〒125‑0061 東京都葛飾区亀有3‑26‑1

H19.7.23

（月） 757 香里支店

（072）832‑0291

〒572‑0085 大阪府寝屋川市香里新町31‑18

H19.6.18

（月） 868 伊勢原支店

（0463）94‑0621

〒259‑1132 神奈川県伊勢原市桜台1‑20‑11

H18.11.20 （月） 905 鎌ヶ谷出張所（移転と同時に出張所から支店へ昇格）

(047)445‑8311

〒273‑0121 千葉県鎌ヶ谷市初富928‑2225 区画内35‑1

H17.9.5

（月） 346 藤沢支店

(0466)26‑3411

〒251‑0052 神奈川県藤沢市藤沢438‑1

H16.11.22 （月） 788 世田谷支店

(03)5430‑5311

〒154‑0004 東京都世田谷区太子堂4‑1‑1

H16.11.15 （月） 008 長野支店

(026)232‑4161

〒380‑0834 長野県長野市問御所町1167‑2

H16.10.18 （月） 300 みなとみらい支店

(045)683‑3651

〒231‑0062 神奈川県横浜市中区桜木町1‑1‑8

H15.12.8

（月） 566 上大岡支店

(045)841‑3131

〒233‑0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西1‑15‑1

H15.10.14 （火） 302 灘支店
〒657‑0037 兵庫県神戸市灘区備後町5‑3‑1‑102

(078)811‑1231

