
地域 機関名 店名 郵便番号 住所
1 東播磨 なぎさ信用漁業協同組合連合会 本店 673-0883 明石市中崎1丁目2番3号
2 東播磨 兵庫南農業協同組合 加古支店 675-1105 加古郡稲美町加古4767
3 東播磨 但陽信用金庫 稲美支店 675-1115 加古郡稲美町国岡2-10-6
4 東播磨 兵庫県信用組合 稲美支店 675-1115 加古郡稲美町国岡2-6-7
5 東播磨 兵庫南農業協同組合 天満支店 675-1115 加古郡稲美町国岡3丁目24-1
6 東播磨 播州信用金庫 稲美支店 675-1115 加古郡稲美町国岡6丁目191番地
7 東播磨 兵庫南農業協同組合 母里支店 675-1104 加古郡稲美町野寺85-1
8 北播磨 中兵庫信用金庫 西脇支店 677-0043 西脇市下戸田15-7
9 北播磨 みのり農業協同組合 黒田庄支店 679-0311 西脇市黒田庄町喜多187-1

10 北播磨 中兵庫信用金庫 黒田庄支店 679-0315 西脇市黒田庄町津万井137-3
11 北播磨 兵庫県信用組合 西脇支店 677-0015 西脇市西脇273-3
12 北播磨 みのり農業協同組合 西脇支店 677-0015 西脇市西脇885-41
13 北播磨 播州信用金庫 西脇支店 677-0054 西脇市野村町1795番地の186
14 北播磨 みのり農業協同組合 重春支店 677-0054 西脇市野村町243-1
15 北播磨 兵庫みらい農業協同組合 三木市久留美支店 673-0402 三木市加佐38-1
16 北播磨 みのり農業協同組合 吉川支店 673-1114 三木市吉川町吉安250-1
17 北播磨 中兵庫信用金庫 吉川支店 673-1119 三木市吉川町鍛治屋152-5
18 北播磨 兵庫みらい農業協同組合 豊地支店 673-0713 三木市細川町豊地54
19 北播磨 兵庫みらい農業協同組合 広野支店 673-0541 三木市志染町広野1-113
20 北播磨 兵庫みらい農業協同組合 志染支店 673-0511 三木市志染町志染中46
21 北播磨 みのり農業協同組合 えびす駅前店 673-0413 三木市大塚2-5-11
22 北播磨 みのり農業協同組合 別所支店 673-0444 三木市別所町東這田92-1
23 北播磨 みのり農業協同組合 三木支店 673-0431 三木市本町2丁目7-31
24 北播磨 尼崎信用金庫 三木支店 673-0431 三木市本町3-2-10
25 北播磨 兵庫県信用組合 三木支店 673-0403 三木市末広2-305-3
26 北播磨 播州信用金庫 三木支店 673-0403 三木市末広2丁目5番6号
27 北播磨 姫路信用金庫 三木支店 673-0403 三木市末広3丁目14-18
28 北播磨 中兵庫信用金庫 三木支店 673-0403 三木市末広3丁目20-27
29 北播磨 兵庫みらい農業協同組合 緑が丘支店 673-0533 三木市緑が丘町東2丁目9-27
30 北播磨 姫路信用金庫 小野支店 675-1378 小野市王子町883-1
31 北播磨 中兵庫信用金庫 小野支店 675-1371 小野市黒川町1826
32 北播磨 兵庫みらい農業協同組合 河合支店 675-1357 小野市三和町809-1
33 北播磨 兵庫みらい農業協同組合 小野南支店 675-1327 小野市市場町452-1
34 北播磨 兵庫みらい農業協同組合 下東条支店 675-1301 小野市小田町1673-1
35 北播磨 兵庫みらい農業協同組合 小野中央支店 675-1379 小野市上本町195-6
36 北播磨 兵庫県信用組合 小野支店 675-1379 小野市上本町240-1
37 北播磨 播州信用金庫 小野支店 675-1332 小野市中町318番1
38 北播磨 兵庫みらい農業協同組合 本店 679-0107 加西市玉野町1156-1
39 北播磨 兵庫みらい農業協同組合 善防支店 675-2213 加西市西笠原町178-40
40 北播磨 兵庫みらい農業協同組合 加西支店 675-2102 加西市中野町938-2
41 北播磨 兵庫みらい農業協同組合 在田支店 675-2445 加西市殿原町123-4
42 北播磨 播州信用金庫 北条支店 675-2311 加西市北条町横尾1233番地
43 北播磨 兵庫県信用組合 加西支店 675-2311 加西市北条町横尾317-1
44 北播磨 但陽信用金庫 加西支店 675-2311 加西市北条町横尾381-7
45 北播磨 兵庫みらい農業協同組合 北条富田支店 675-2302 加西市北条町栗田12-2
46 北播磨 姫路信用金庫 加西支店 675-2303 加西市北条町古坂1丁目14
47 北播磨 兵庫みらい農業協同組合 多加野支店 675-2423 加西市和泉町1142-5
48 北播磨 姫路信用金庫 加東支店 673-1463 加東市梶原358-1
49 北播磨 中兵庫信用金庫 社支店 673-1431 加東市社1496-2



50 北播磨 みのり農業協同組合 社支店 673-1431 加東市社1777-1
51 北播磨 兵庫県信用組合 社支店 673-1431 加東市社570-2
52 北播磨 みのり農業協同組合 滝野支店 679-0211 加東市上滝野2426
53 北播磨 みのり農業協同組合 東条支店 673-1311 加東市天神277-1
54 北播磨 みのり農業協同組合 加美支店 679-1211 多可郡多可町加美区寺内128
55 北播磨 中兵庫信用金庫 加美町支店 679-1211 多可郡多可町加美区寺内130-1
56 北播磨 兵庫県信用組合 中町支店 679-1113 多可郡多可町中区中村町127-7
57 北播磨 中兵庫信用金庫 中町支店 679-1113 多可郡多可町中区中村町388
58 北播磨 みのり農業協同組合 中町支店 679-1113 多可郡多可町中区中村町81-1
59 北播磨 兵庫県信用組合 八千代支店 677-0121 多可郡多可町八千代区中野間1026-1
60 北播磨 みのり農業協同組合 八千代支店 677-0121 多可郡多可町八千代区中野間303-1
61 中播磨 兵庫西農業協同組合 安富支店 671-2401 姫路市安富町安志1004-1
62 中播磨 西兵庫信用金庫 安富支店 671-2401 姫路市安富町安志1127-4
63 中播磨 なぎさ信用漁業協同組合連合会 家島営業店 672-0102 姫路市家島町宮１１０番地の１
64 中播磨 兵庫信用金庫 家島支店 672-0101 姫路市家島町真浦2137番地
65 中播磨 兵庫信用金庫 家島支店坊勢出張所 672-0103 姫路市家島町坊勢133番地
66 中播磨 なぎさ信用漁業協同組合連合会 坊勢支店 672-0103 姫路市家島町坊勢６９７番地
67 中播磨 但陽信用金庫 溝口支店 679-2161 姫路市香寺町溝口555-4
68 中播磨 兵庫西農業協同組合 中寺支店 679-2161 姫路市香寺町溝口563
69 中播磨 但陽信用金庫 香呂支店 679-2151 姫路市香寺町香呂3
70 中播磨 播州信用金庫 香寺支店 679-2143 姫路市香寺町中仁野307番地1
71 中播磨 兵庫西農業協同組合 香呂支店 679-2153 姫路市香寺町田野28
72 中播磨 兵庫西農業協同組合 菅野南支店 671-2134 姫路市夢前町菅生澗812
73 中播磨 西兵庫信用金庫 夢前支店 671-2103 姫路市夢前町前之庄1173-1
74 中播磨 兵庫西農業協同組合 前之庄支店 671-2103 姫路市夢前町前之庄1296-2
75 中播磨 兵庫西農業協同組合 置塩支店 671-2122 姫路市夢前町置本439-5
76 中播磨 兵庫西農業協同組合 粟賀支店 679-2414 神崎郡神河町粟賀町321-1
77 中播磨 但陽信用金庫 粟賀支店 679-2414 神崎郡神河町粟賀町366
78 中播磨 但陽信用金庫 寺前支店 679-3116 神崎郡神河町寺前219-3
79 中播磨 兵庫西農業協同組合 寺前支店 679-3116 神崎郡神河町寺前43-1
80 中播磨 但陽信用金庫 甘地支店 679-2323 神崎郡市川町甘地834-1
81 中播磨 兵庫西農業協同組合 市川支店 679-2315 神崎郡市川町西川辺625-1
82 中播磨 兵庫西農業協同組合 福崎東支店 679-2204 神崎郡福崎町西田原1277-1
83 中播磨 播州信用金庫 福崎支店 679-2204 神崎郡福崎町西田原1370番地10
84 中播磨 但陽信用金庫 福崎支店 679-2204 神崎郡福崎町西田原1403-1
85 中播磨 姫路信用金庫 福崎支店 679-2203 神崎郡福崎町南田原3132-1
86 中播磨 兵庫西農業協同組合 福崎支店 679-2212 神崎郡福崎町福田267-1
87 西播磨 兵庫信用金庫 相生支店 678-0031 相生市旭1丁目2番地の3
88 西播磨 播州信用金庫 相生支店 678-0031 相生市旭4丁目10番24号
89 西播磨 姫路信用金庫 相生支店 678-0031 相生市旭5丁目14-13
90 西播磨 西兵庫信用金庫 相生支店 678-0023 相生市向陽台6-4
91 西播磨 兵庫西農業協同組合 若狭野支店 678-0082 相生市若狭野町八洞152-1
92 西播磨 相生市農業協同組合 本店 678-0005 相生市大石町19番1号
93 西播磨 兵庫西農業協同組合 矢野支店 678-0091 相生市矢野町上152-3
94 西播磨 兵庫信用金庫 御津支店 671-1341 たつの市御津町釜屋10番地5
95 西播磨 兵庫西農業協同組合 御津支店 671-1341 たつの市御津町釜屋199-1
96 西播磨 兵庫信用金庫 新宮支店 679-4313 たつの市新宮町新宮1040番地13
97 西播磨 兵庫県信用組合 新宮支店 679-4313 たつの市新宮町新宮172-3
98 西播磨 西兵庫信用金庫 新宮支店 679-4313 たつの市新宮町新宮769-1
99 西播磨 兵庫西農業協同組合 新宮支店 679-4313 たつの市新宮町新宮80-114



100 西播磨 兵庫西農業協同組合 神岡支店 679-4106 たつの市神岡町横内276-1
101 西播磨 兵庫西農業協同組合 揖西支店 679-4014 たつの市揖西町竹万97
102 西播磨 兵庫西農業協同組合 揖保川支店 671-1631 たつの市揖保川町山津屋141-1
103 西播磨 播州信用金庫 揖保川支店 671-1643 たつの市揖保川町神戸北山107番地4
104 西播磨 兵庫西農業協同組合 揖保支店 679-4154 たつの市揖保町西構142-1
105 西播磨 播州信用金庫 龍野支店 679-4129 たつの市龍野町堂本11番地15
106 西播磨 兵庫西農業協同組合 龍野誉田支店 679-4129 たつの市龍野町堂本705
107 西播磨 姫路信用金庫 龍野支店 679-4167 たつの市龍野町富永1005-53
108 西播磨 兵庫県信用組合 龍野支店 679-4167 たつの市龍野町富永163-1
109 西播磨 西兵庫信用金庫 龍野支店 679-4167 たつの市龍野町富永491-4
110 西播磨 兵庫信用金庫 赤穂支店尾崎出張所 678-0226 赤穂市さつき町11番地の9
111 西播磨 兵庫信用金庫 赤穂支店 678-0239 赤穂市加里屋50番地の6
112 西播磨 播州信用金庫 赤穂支店 678-0239 赤穂市加里屋67番地6
113 西播磨 淡陽信用組合 赤穂支店 678-0239 赤穂市加里屋駅前町30番地の14 
114 西播磨 兵庫西農業協同組合 赤穂支店 678-0239 赤穂市加里屋駅前町51-1
115 西播磨 備前日生信用金庫 赤穂支店 678-0233 赤穂市加里屋中洲４－３２－４
116 西播磨 兵庫西農業協同組合 塩屋支店 678-0255 赤穂市新田167-2
117 西播磨 兵庫西農業協同組合 尾崎支店 678-0229 赤穂市大橋町1-3
118 西播磨 姫路信用金庫 赤穂支店 678-0232 赤穂市中広55-11
119 西播磨 兵庫西農業協同組合 坂越支店 678-0173 赤穂市浜市468-4
120 西播磨 兵庫西農業協同組合 有年支店 678-1184 赤穂市有年横尾400-1
121 西播磨 西兵庫信用金庫 一宮支店 671-4131 宍粟市一宮町安積1357-7
122 西播磨 ハリマ農業協同組合  一宮営業部 671-4132 宍粟市一宮町東市場440-7
123 西播磨 淡陽信用組合 一宮支店 671-4132 宍粟市一宮町東市場565番地5 
124 西播磨 ハリマ農業協同組合  みかた営業部 671-4114 宍粟市一宮町福野160-2
125 西播磨 兵庫西農業協同組合 山崎支店 671-2573 宍粟市山崎町今宿101-1
126 西播磨 西兵庫信用金庫 本店営業部 671-2595 宍粟市山崎町山崎190
127 西播磨 淡陽信用組合 山崎支店 671-2576 宍粟市山崎町鹿沢57番地の5
128 西播磨 兵庫西農業協同組合 城下支店 671-2544 宍粟市山崎町千本屋229
129 西播磨 ハリマ農業協同組合  ちくさ営業部 671-3202 宍粟市千種町黒土98-1
130 西播磨 西兵庫信用金庫 千種支店 671-3201 宍粟市千種町千草85
131 西播磨 西兵庫信用金庫 上野支店 671-4221 宍粟市波賀町上野208-9
132 西播磨 ハリマ農業協同組合  波賀営業部 671-4221 宍粟市波賀町上野243-1

133 西播磨 姫路信用金庫 太子支店 671-1523 揖保郡太子町東南365-1

134 西播磨 播州信用金庫 太子支店 671-1524 揖保郡太子町東保325番地1

135 西播磨 兵庫西農業協同組合 太子支店 671-1522 揖保郡太子町矢田部72-1

136 西播磨 兵庫信用金庫 太子支店 671-1561 揖保郡太子町鵤1327番地の7

137 西播磨 西兵庫信用金庫 太子支店 671-1561 揖保郡太子町鵤27-1

138 西播磨 兵庫信用金庫 上郡支店 678-1231 赤穂郡上郡町上郡1645番地の81
139 西播磨 兵庫西農業協同組合 上郡支店 678-1233 赤穂郡上郡町大持360
140 西播磨 播州信用金庫 上郡支店 678-1232 赤穂郡上郡町竹万2168番地
141 西播磨 兵庫西農業協同組合 高田支店 678-1216 赤穂郡上郡町中野609-1
142 西播磨 兵庫西農業協同組合 船坂支店 678-1256 赤穂郡上郡町八保甲173-1
143 西播磨 兵庫西農業協同組合 佐用支店 679-5307 佐用郡佐用町円応寺450
144 西播磨 兵庫西農業協同組合 南光支店 679-5211 佐用郡佐用町下徳久888
145 西播磨 西兵庫信用金庫 佐用支店 679-5301 佐用郡佐用町佐用216-1
146 西播磨 淡陽信用組合 佐用支店 679-5301 佐用郡佐用町佐用2904番地18 
147 西播磨 兵庫信用金庫 佐用支店 679-5301 佐用郡佐用町佐用3013番地
148 西播磨 兵庫西農業協同組合 三日月支店 679-5133 佐用郡佐用町三日月1119-18



149 西播磨 兵庫西農業協同組合 上月支店 679-5523 佐用郡佐用町上月584-1
150 但馬 但馬信用金庫 豊岡西支店 668-0064 豊岡市高屋1040-1
151 但馬 兵庫県信用組合 豊岡支店 668-0064 豊岡市高屋992-7
152 但馬 但馬信用金庫 出石支店 668-0234 豊岡市出石町柳63-1
153 但馬 但馬信用金庫 城崎支店 669-6101 豊岡市城崎町湯島278
154 但馬 但馬信用金庫 大開支店 668-0032 豊岡市千代田町8-25
155 但馬 但馬信用金庫 但東支店 668-0313 豊岡市但東町出合81-1
156 但馬 但馬信用金庫 中山支店 668-0345 豊岡市但東町中山552-4
157 但馬 但馬信用金庫 竹野支店 669-6201 豊岡市竹野町竹野1463-1
158 但馬 但馬信用金庫 本店営業部 668-0033 豊岡市中央町17-8
159 但馬 なぎさ信用漁業協同組合連合会 津居山営業店 669-6121 豊岡市津居山２９３番地

160 但馬 但馬信用金庫 日高支店 669-5301 豊岡市日高町江原160-3

161 但馬 但馬信用金庫 関宮支店 667-1105 養父市関宮359-1

162 但馬 但馬信用金庫 広谷支店 667-0101 養父市広谷66-2
163 但馬 但馬信用金庫 大屋支店 667-0315 養父市大屋町加保679-4
164 但馬 但馬信用金庫 八鹿支店 667-0021 養父市八鹿町八鹿1262-5
165 但馬 但馬信用金庫 山東支店 669-5103 朝来市山東町矢名瀬町742-1
166 但馬 但陽信用金庫 朝来支店 679-3431 朝来市新井128-1
167 但馬 兵庫県信用組合 朝来支店 679-3431 朝来市新井68-1
168 但馬 但陽信用金庫 生野支店 679-3301 朝来市生野町口銀谷511
169 但馬 但馬信用金庫 竹田支店 669-5252 朝来市和田山町竹田2486-8
170 但馬 但馬信用金庫 和田山支店 669-5202 朝来市和田山町東谷213-3
171 但馬 但陽信用金庫 和田山支店 669-5261 朝来市和田山町枚田790
172 但馬 なぎさ信用漁業協同組合連合会 柴山営業店 669-6433 美方郡香美町香住区沖浦９１１番地の８
173 但馬 但馬信用金庫 香住支店 669-6544 美方郡香美町香住区香住1626-11
174 但馬 なぎさ信用漁業協同組合連合会 但馬支店 669-6543 美方郡香美町香住区若松７４７番地
175 但馬 但馬信用金庫 村岡支店 667-1311 美方郡香美町村岡区村岡2323-1
176 但馬 なぎさ信用漁業協同組合連合会 浜坂営業店 669-6702 美方郡新温泉町浜坂１４７８番地の１
177 丹波 丹波ひかみ農業協同組合 柏原支店 669-3309 丹波市柏原町柏原1079-22
178 丹波 丹波ひかみ農業協同組合 生郷店 669-3464 丹波市氷上町石生701
179 丹波 丹波ひかみ農業協同組合 山南支店 669-3144 丹波市山南町奥188
180 丹波 中兵庫信用金庫 谷川支店 669-3131 丹波市山南町谷川2017
181 丹波 丹波ひかみ農業協同組合 久下店 669-3125 丹波市山南町池谷117
182 丹波 丹波ひかみ農業協同組合 市島支店 669-4321 丹波市市島町上垣1077
183 丹波 中兵庫信用金庫 市島支店 669-4322 丹波市市島町上田496-2
184 丹波 中兵庫信用金庫 春日支店 669-4141 丹波市春日町黒井1320-1
185 丹波 丹波ひかみ農業協同組合 春日支店 669-4141 丹波市春日町黒井1570-1
186 丹波 丹波ひかみ農業協同組合 青垣支店 669-3811 丹波市青垣町佐治114-1
187 丹波 中兵庫信用金庫 青垣支店 669-3811 丹波市青垣町佐治615-1
188 丹波 兵庫県信用組合 柏原支店 669-3309 丹波市柏原町柏原2646-1
189 丹波 中兵庫信用金庫 柏原支店 669-3309 丹波市柏原町柏原269-1
190 丹波 丹波ひかみ農業協同組合 幸世店 669-3641 丹波市氷上町絹山614
191 丹波 中兵庫信用金庫 本店営業部 669-3693 丹波市氷上町成松226-1
192 丹波 丹波ひかみ農業協同組合 氷上支店 669-3601 丹波市氷上町成松51-1
193 丹波 中兵庫信用金庫 石生支店 669-3464 丹波市氷上町石生715-16
194 丹波 丹波ささやま農業協同組合 西紀大山支店 669-2734 丹波篠山市宮田240
195 丹波 中兵庫信用金庫 古市支店 669-2123 丹波篠山市古市256-4
196 丹波 中兵庫信用金庫 篠山支店 669-2321 丹波篠山市黒岡185-1
197 丹波 丹波ささやま農業協同組合 篠山支店 669-2321 丹波篠山市黒岡725-1
198 丹波 丹波ささやま農業協同組合 今田支店 669-2153 丹波篠山市今田町今田新田14-1



199 丹波 丹波ささやま農業協同組合 多紀支店 669-2542 丹波篠山市細工所121
200 丹波 丹波ささやま農業協同組合 本店 669-2212 丹波篠山市大沢438-1
201 丹波 丹波ささやま農業協同組合 丹南支店 669-2212 丹波篠山市大沢438-1
202 丹波 中兵庫信用金庫 城東支店 669-2441 丹波篠山市日置412-6
203 丹波 丹波ささやま農業協同組合 城東八上支店 669-2446 丹波篠山市八上上700
204 丹波 中兵庫信用金庫 丹南支店 669-2214 丹波篠山市味間新95-5
205 丹波 兵庫県信用組合 篠山支店 669-2323 丹波篠山市立町111-1
206 淡路 淡路信用金庫 阿万支店 656-0544 南あわじ市阿万下町458番地2
207 淡路 淡陽信用組合 阿万支店 656-0544 南あわじ市阿万下町546番地の5 
208 淡路 淡路信用金庫 掃守支店 656-0428 南あわじ市榎列掃守319番地11
209 淡路 淡陽信用組合 広田支店 656-0122 南あわじ市広田広田373番地の5
210 淡路 淡路信用金庫 広田支店 656-0122 南あわじ市広田広田410番地15
211 淡路 淡路信用金庫 市支店 656-0462 南あわじ市市青木110番地9
212 淡路 淡陽信用組合 市支店 656-0478 南あわじ市市福永420番地の4
213 淡路 なぎさ信用漁業協同組合連合会 沼島営業店 656-0961 南あわじ市沼島２３６７番地の２
214 淡路 淡路信用金庫 津井支店 656-0341 南あわじ市津井2277番地15
215 淡路 淡陽信用組合 福良支店 656-0501 南あわじ市福良甲1327番地
216 淡路 淡路信用金庫 福良支店 656-0501 南あわじ市福良甲1526番地3
217 淡路 淡路信用金庫 湊支店 656-0332 南あわじ市湊16番地1
218 淡路 淡陽信用組合 湊支店 656-0332 南あわじ市湊55番地の1
219 淡路 なぎさ信用漁業協同組合連合会 津名営業店 656-2223 淡路市生穂1553番地の7
220 淡路 なぎさ信用漁業協同組合連合会 淡路島支店 656-1602 淡路市育波１４８番地の３番
221 淡路 淡路信用金庫 室津支店 656-1602 淡路市育波590番地3
222 淡路 淡路日の出農業協同組合 東浦淡路支店 656-2305 淡路市浦164―1
223 淡路 淡路信用金庫 岩屋支店 656-2401 淡路市岩屋1361番地
224 淡路 淡陽信用組合 岩屋支店 656-2401 淡路市岩屋988番地の3
225 淡路 淡陽信用組合 仮屋支店 656-2311 淡路市久留麻1786番地の3
226 淡路 淡路信用金庫 仮屋支店 656-2311 淡路市久留麻1997番地
227 淡路 淡路日の出農業協同組合 一宮支店 656-1511 淡路市郡家124―2
228 淡路 淡路信用金庫 郡家支店 656-1511 淡路市郡家148番地8
229 淡路 淡陽信用組合 郡家支店 656-1511 淡路市郡家84番地の1
230 淡路 淡路日の出農業協同組合 津名支店 656-2131 淡路市志筑2944―2
231 淡路 淡路日の出農業協同組合 本店 656-2131 淡路市志筑3112―14
232 淡路 淡路信用金庫 志筑支店 656-2131 淡路市志筑3117番地12
233 淡路 淡陽信用組合 志筑支店 656-2131 淡路市志筑3120番地の1
234 淡路 淡陽信用組合 北淡支店 656-1606 淡路市室津2429番地の7
235 淡路 淡路信用金庫 富島支店 656-1711 淡路市富島1377番地
236 淡路 淡路日の出農業協同組合 北淡支店 656-1711 淡路市富島208
237 淡路 淡路信用金庫 本店 656-0012 洲本市宇山3丁目5番25号
238 淡路 淡路信用金庫 本店営業部 656-0012 洲本市宇山3丁目5番25号
239 淡路 淡陽信用組合 本店営業部 656-8666 洲本市栄町1丁目3番17号 
240 淡路 淡陽信用組合 下加茂支店 656-0013 洲本市下加茂1丁目4番11号
241 淡路 淡路日の出農業協同組合 五色支店 656-1337 洲本市五色町下堺962
242 淡路 淡路信用金庫 都志支店 656-1301 洲本市五色町都志171番地3
243 淡路 淡陽信用組合 都志支店 656-1301 洲本市五色町都志276番地の9
244 淡路 淡路日の出農業協同組合 洲本支店 656-0051 洲本市物部3ー5ー27
245 淡路 淡路信用金庫 物部支店 656-0051 洲本市物部3丁目3番54号
246 淡路 淡路信用金庫 本町支店 656-0025 洲本市本町7丁目3番1号
247 淡路 淡路信用金庫 由良支店 656-2541 洲本市由良3丁目2番22号
248 淡路 淡陽信用組合 由良支店 656-2541 洲本市由良3丁目9番15号


