
【別添】

列1 信用金庫名 HP 取扱開始日

1 稚内信用金庫 https://www.wakashin.co.jp/ 2019/10/1
2 米沢信用金庫 https://www.shinkin.co.jp/yonezawa/index.html 2019/10/1
3 桐生信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/kiryu/index.html 2019/10/1
4 千葉信用金庫 https://www.shinkin.co.jp/chibaskb/index.htm 2019/10/1
5 川崎信用金庫 https://www.kawashin.co.jp/index.html 2019/10/1
6 新井信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/arai/ 2019/10/1
7 金沢信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/kanazawa/index.html 2019/10/1
8 小浜信用金庫 https://www.shinkin.co.jp/obama/index.html 2019/10/1
9 静清信用金庫 https://www.seishin-shinkin.co.jp/ 2019/10/1
10 大垣西濃信用金庫 https://www.ogakiseino-shinkin.co.jp/index.html 2019/10/1
11 桑名三重信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/kuwanamie/index.htm 2019/10/1
12 京都信用金庫 https://www.kyoto-shinkin.co.jp/ 2019/10/1
13 京都中央信用金庫　 https://www.chushin.co.jp/ 2019/10/1
14 姫路信用金庫 https://www.shinkin.co.jp/himeshin/ 2019/10/1
15 尼崎信用金庫 https://www.amashin.co.jp/index.html 2019/10/1
16 但馬信用金庫 https://www.tanshin.co.jp/index.php 2019/10/1
17 西兵庫信用金庫 https://www.shinkin.co.jp/nisisin/index.html 2019/10/1
18 倉吉信用金庫 https://www.kurashin.co.jp/ 2019/10/1
19 呉信用金庫 https://www.kure-shinkin.jp/index.shtml 2019/10/1
20 阿南信用金庫 http://www.anan-shinkin.jp/ 2019/10/1
21 伊達信用金庫 https://www.shinkin.co.jp/dateshin/ 2020/1/1
22 中南信用金庫 http://www.chunan-shinkin.co.jp/ 2020/1/1
23 柏崎信用金庫 https://www.ksbank.jp/index.html 2020/1/1
24 浜松磐田信用金庫 https://hamamatsu-iwata.jp/ 2020/1/1
25 知多信用金庫 https://www.chitashin.co.jp/ 2020/1/1
26 蒲郡信用金庫 https://www.gamashin.co.jp/ 2020/1/1
27 京都北都信用金庫 http://www.hokuto-shinkin.co.jp/index.shtml 2020/1/1
28 北おおさか信用金庫 https://www.kitaosaka-shinkin.co.jp/index.html 2020/1/1
29 播州信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/banshin/index.html 2020/1/1
30 西中国信用金庫 http://www.nishichugoku.co.jp/ 2020/1/1
31 鹿児島信用金庫 http://kashin.co.jp/ 2020/1/1
32 さがみ信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/sagami/index.shtml 2020/4/1
33 室蘭信用金庫 http://www.muroshin.co.jp/ 2020/4/1
34 あぶくま信用金庫 http://www.abukuma.co.jp/index.html 2020/4/1
35 平塚信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/hiratuka/ 2020/4/1
36 きのくに信用金庫 https://www.kinokuni-shinkin.jp/ 2020/4/1
37 愛媛信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/ehime/ 2020/4/1
38 瀬戸信用金庫 https://www.setoshin.co.jp/ 2020/4/1
39 備前日生信用金庫 https://www.shinkin.co.jp/bizenhinase/ 2020/4/1
40 空知信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/sorachi/ 2020/4/1
41 但陽信用金庫 https://www.tanyo-shinkin.co.jp/index.php 2020/4/1
42 のと共栄信用金庫 https://www.shinkin.co.jp/notoshin/ 2020/4/1
43 日新信用金庫 https://www.nisshin-shinkin.co.jp/ 2020/4/1
44 砺波信用金庫 https://www.tonami-shinkin.co.jp/ 2020/4/1
45 津山信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/tsuyama/index.html 2020/4/1
46 帯広信用金庫 https://www.shinkin.co.jp/obishin/ 2020/4/1
47 天草信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/amakusa/index.php 2020/4/1
48 郡山信用金庫 https://gunshin.co.jp/ 2020/4/1
49 中日信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/chunichi/index.html 2020/4/1
50 大阪信用金庫 https://www.osaka-shinkin.co.jp/index.html 2020/4/1
51 米子信用金庫 https://www.shinkin.co.jp/yonago/ 2020/4/1
52 北伊勢上野信用金庫 http://www.kitaiseueno-shinkin.jp/ 2020/4/1
53 三条信用金庫 https://www.shinkin.co.jp/sanshin/ 2020/4/1
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54 飯能信用金庫 https://www.shinkin.co.jp/hanno/ 2020/7/1
55 城北信用金庫 https://www.shinkin.co.jp/johoku/index.html 2020/7/1
56 豊田信用金庫 https://www.toyoshin.co.jp/ 2020/7/1
57 永和信用金庫 http://www.eiwa-shinkin.co.jp/index.html 2020/7/1
58 北門信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/hokumon/ 2020/7/1
59 旭川信用金庫 http://www.asahikawa-shinkin.co.jp/ 2020/7/1
60 釧路信用金庫 https://www.shinkin.co.jp/kushiro/ 2020/7/1
61 かながわ信用金庫 https://www.shinkin.co.jp/kanagawa/ 2020/7/1
62 石動信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/isurugi/index.html 2020/7/1
63 大分みらい信用金庫 http://www.oitamirai.co.jp/ 2020/7/1
64 高崎信用金庫 http://www.takashin-net.co.jp/index.html 2020/10/1
65 長野信用金庫 http://www.nagano-shinkin.jp/index.shtml 2020/10/1
66 アルプス中央信用金庫 http://www.alupuschuo-shinkin.jp/ 2020/10/1
67 萩山口信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/hagiyamaguchi/ 2020/10/1
68 東山口信用金庫 https://www.higashiyamaguchi-shinkin.co.jp/ 2020/10/1
69 北海道信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/hokkaido/ 2021/1/1
70 敦賀信用金庫 https://www.shinkin.co.jp/tsuruga/ 2021/1/1
71 大分信用金庫 https://www.shinkin.co.jp/oitashinkin/ 2021/1/1
72 アイオー信用金庫 http://www.io-web.jp/ 2021/4/1
73 しののめ信用金庫 http://www.shinonome-shinkin.jp/ 2021/4/1
74 諏訪信用金庫 http://www.suwashinkin.co.jp/index.php 2021/4/1
75 越前信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/echishin/index.html 2021/4/1
76 しまなみ信用金庫 http://www.shimanami-shinkin.jp/ 2021/4/1
77 北見信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/kitami/index.html 2021/4/1
78 館林信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/tateshin/index.html 2021/4/1
79 玉島信用金庫 https://www.tamashin.co.jp/ 2021/4/1
80 観音寺信用金庫 http://www.kanshin.co.jp/index.php 2021/4/1
81 松本信用金庫 https://www.matsumoto-shinkin.jp/ 2021/7/1
82 徳島信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/tokusima/index.html 2021/7/1
83 佐賀信用金庫 http://www.sagashin.co.jp/index.html 2021/7/1
84 伊万里信用金庫 http://www.imarishinkin.co.jp/index.html 2021/7/1
85 山梨信用金庫 https://www.yamasin.jp/ 2021/10/1
86 北群馬信用金庫 https://www.shinkin.co.jp/kitashin1210/ 2022/4/1
87 利根郡信用金庫 http://www.toneshin.co.jp/ 2022/4/1
88 館山信用金庫 https://www.shinkin.co.jp/tateyama/index.html 2022/7/1
89 唐津信用金庫 https://www.karashin.co.jp/ 2022/7/1
90 銚子信用金庫 https://www.choshi-shinkin.co.jp/ 2022/10/1
91 滋賀中央信用金庫 https://www.shigachushin.jp/ 2023/1/1
92 広島みどり信用金庫 https://www.shinkin.co.jp/midori/ 2023/4/1
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