
（2022年7月25日時点）

店番号 店名 ＦＡＸ番号 店番号 店名 ＦＡＸ番号

100 本店営業部 （089）946-9118 151 松山水産物市場出張所 （089）953-2647
101 本町支店 （089）923-4071 152 小栗支店 （089）943-1417
102 松山駅前支店 （089）933-8304 153 川内支店 （089）966-5709
103 湊町支店 （089）945-4383 155 宮西出張所 （089）933-8304
104 立花支店 （089）921-2356 156 緑台支店 （089）943-4083
105 新立支店 （089）931-8840 157 粟井支店 （089）994-0612
107 大街道支店 （089）932-0476 158 垣生支店 （089）965-3526
108 愛媛県庁支店 （089）932-8468 200 今治支店 （0898）32-3011
109 一万支店 （089）931-6942 201 中浜支店 （0898）32-3011
110 道後支店 （089）943-4083 202 日吉支店 （0898）32-3077
111 三津浜支店 （089）952-5714 203 波止浜支店 （0898）41-6150
112 堀江支店 （089）979-1386 204 桜井支店 （0898）47-3872
113 森松支店 （089）958-1689 205 菊間支店 （0898）54-4136
114 北条支店 （089）993-1081 206 大島支店 （0897）84-4184
115 中島支店 （089）952-5714 208 伯方支店 （0897）72-2361
116 横河原支店 （089）964-9126 209 宮浦支店 （0897）82-1215
117 郡中支店 （089）983-3393 210 今治南支店 （0898）32-3023
118 砥部支店 （089）962-6439 211 亀岡出張所 （0898）54-4136
119 松前支店 （089）984-9370 214 今治市役所出張所 （0898）33-0301
120 中山支店 （089）983-3393 216 近見支店 （0898）32-3011
121 久万支店 （0892）21-2854 217 富田支店 （0898）48-0062
122 小田支店 （0892）52-2381 218 日高支店 （0898）22-8971
123 松山北支店 （089）923-1508 230 鳥生支店 （0898）32-3080
124 空港通支店 （089）973-5265 752 大西支店 （0898）53-4396
125 小野支店 （089）976-2242 250 新居浜支店 （0897）33-2350
126 上灘支店 （089）983-3393 251 角野支店 （0897）43-6170
129 和気支店 （089）979-1479 252 新居浜東支店 （0897）45-3544
130 松山市役所支店 （089）943-4052 253 三島支店 （0896）24-5735
131 松山中央市場出張所 （089）925-2320 254 川之江支店 （0896）58-3529
132 東野支店 （089）977-3605 255 西条支店 （0897）55-1741
134 福音寺支店 （089）976-2297 256 大町支店 （0897）55-1741
135 余戸支店 （089）971-9636 257 三芳支店 （0898）64-3902
136 石井支店 （089）933-9806 258 壬生川支店 （0898）64-3902
137 椿支店 （089）958-2294 259 丹原支店 （0898）68-4774
138 久米支店 （089）976-2259 260 小松支店 （0898）72-5842
139 味生支店 （089）953-2633 261 登道支店 （0897）33-2350
140 高岡支店 （089）973-9740 262 土居支店 （0896）74-7819
141 牛渕支店 （089）964-9842 263 中萩支店 （0897）40-0444
142 古川支店 （089）958-2295 264 中之庄支店 （0896）24-5735
143 原町支店 （089）958-1689 265 飯岡支店 （0897）55-1741
144 岡田支店 （089）984-9370 266 船木支店 （0897）43-6170
146 三津東支店 （089）951-0345 267 喜多川支店 （0897）53-1905
147 桑原支店 （089）934-1885 270 新居浜市役所出張所 （0897）37-3539
148 エミフルMASAKI支店 （089）984-1466 271 金生支店 （0896）58-3529
149 山越支店 （089）923-4071 272 高津支店 （0897）32-3213
150 城北支店 （089）925-5317
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300 八幡浜支店 （0894）22-3253 400 大分支店 （097）538-2139
301 矢野町支店 （0894）22-3253 401 別府支店 （0977）24-4370
304 大洲本町支店 （0893）23-3387 403 臼杵支店 （0972）63-3107
305 大洲支店 （0893）23-3387 404 津久見支店 （0972）82-8567
306 長浜支店 （0893）52-0334 405 佐伯支店 （0972）23-0564
307 五十崎支店 （0893）43-0204 408 大分東支店 （097）552-3788
308 内子支店 （0893）43-0204 410 北九州支店 （093）511-1568
309 川之石支店 （0894）36-2970 411 福岡支店 （092）431-8212
310 伊方支店 （0894）38-1670 500 高松支店 （087）822-0895
311 三崎支店 （0894）54-2186 501 坂出支店 （0877）46-0655
312 三瓶支店 （0894）33-0090 502 丸亀支店 （0877）24-0407
316 三机出張所 （0894）38-1670 503 高松東支店 （087）834-0251
350 宇和島支店 （0895）25-9371 504 観音寺支店 （0875）23-0059
351 追手支店 （0895）25-9371 510 高知支店 （088）873-0710
352 城南支店 （0895）25-3048 520 徳島支店 （088）654-7473
353 和霊町支店 （0895）24-4002 600 広島支店 （082）246-4652
354 卯之町支店 （0894）62-5073 601 呉支店 （0823）75-1411
355 野村支店 （0894）72-3114 602 尾道支店 （0848）22-3457
356 高山支店 （0894）64-1552 603 福山支店 （084）925-4639
357 吉田支店 （0895）52-1589 605 五日市支店 （082）921-4679
359 近永支店 （0895）45-2082 610 岡山支店 （086）226-2854
360 松丸支店 （0895）45-2082 611 岡山南支店 （086）245-5830
361 岩松支店 （0895）32-4254 612 倉敷支店 （086）427-6155
362 愛南支店 （0895）72-3189 620 徳山支店 （0834）32-2938

700 神戸支店 （078）391-7689
701 姫路支店 （0792）88-3694
710 大阪支店 （06）6252-2550
711 大阪北支店 （06）6309-0474
712 堺支店 （072）227-1488
720 名古屋支店 （052）201-5760
730 東京支店 （03）3277-2701
731 新宿支店 （03）3354-1495
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