
 

 

 

 

 

⻘森銀⾏　店名変更対象店⼀覧

店番 店名 店名 フリガナ

404 浪岡⽀店 浪岡中央⽀店 ナミオカチュウオウ

201 弘前⽀店 親⽅町⽀店 オヤカタマチ

205 松森町⽀店 弘前南⽀店 ヒロサキミナミ

208 城東⽀店 弘前東⽀店 ヒロサキヒガシ

211 堅⽥⽀店 北⼤通⽀店 キタオオドオリ

214 松原⽀店 松原東⽀店 マツバラヒガシ

505 ⾦⽊⽀店 ⾦⽊中央⽀店 カナギチュウオウ

603 七⼾⽀店 七⼾中央⽀店 シチノヘチュウオウ

609 六ケ所⽀店 六ケ所中央⽀店 ロッカショチュウオウ

704 ⼤畑出張所 むつ⼤畑出張所 ムツオオハタ

901 ⼤館⽀店 ⼤館中央⽀店 オオダテチュウオウ

903 能代⽀店 能代中央⽀店 ノシロチュウオウ

911 函館⽀店 梁川町⽀店 ヤナガワチョウ

912 札幌⽀店 札幌中央⽀店 サッポロチュウオウ

941 盛岡⽀店 盛岡中央⽀店 モリオカチュウオウ

971 あおぎんネット⽀店 あおもりネツト⽀店 アオモリネット

105 栄町⽀店 ⻘森東⽀店 アオモリヒガシ

108 沖舘⽀店 篠⽥⽀店 シノダ

112 ⽯江⽀店 ⻘森⻄⽀店 アオモリニシ

115 浪打⽀店 浪打中央⽀店 ナミウチチュウオウ

116 浪館通⽀店 浪館⽀店 ナミダテ

120 佃⽀店 中佃⽀店 ナカツクダ

129 ⼋重⽥⽀店 東造道⽀店 ヒガシツクリミチ

131 ⼩湊⽀店 平内⽀店 ヒラナイ

309 城下⽀店 城下中央⽀店 シロシタチュウオウ

310 ⽩銀⽀店 鮫⽩銀⽀店 サメシロガネ

312 旭ヶ丘⽀店 旭ヶ丘中央⽀店 アサヒガオカチュウオウ

320 類家⽀店 南類家⽀店 ミナミルイケ

322 ⼋⼾駅前⽀店 ⼋⼾⻄⽀店 ハチノヘニシ

506 ⽊造⽀店 つがる⽀店 ツガル
以上30カ店

変更⽇
現在 変更後

2023年3⽉13⽇（⽉）

2022年11⽉14⽇（⽉）



 

みちのく銀⾏　店番店名変更対象店⼀覧

店番 店名 店番 店名 フリガナ
019 ⻘森南⽀店 152 － －
044 桜川⽀店 154 桜川通り⽀店 サクラガワドオリ
123 筒井⽀店 160 桜川筒井⽀店 サクラガワツツイ
014 本店営業部 － ⻘森中央営業部 アオモリチュウオウ
029 浅⾍⽀店 － 浅⾍温泉⽀店 アサムシオンセン
039 深浦⽀店 － 深浦北⽀店 フカウラキタ
042 古川⽀店 － ⻘森古川⽀店 アオモリフルカワ
051 むつ⽀店 － むつ中央⽀店 ムツチュウオウ
054 野辺地⽀店 － 野辺地中央⽀店 ノヘジチュウオウ
056 ⼗和⽥⽀店 － ⼗和⽥中央⽀店 トワダチュウオウ
058 五⼾⽀店 － 五⼾中央⽀店 ゴノヘチュウオウ
059 三⼾⽀店 － 三⼾南部⽀店 サンノヘナンブ
060 ⼋⼾営業部 － ⼋⼾中央⽀店 ハチノヘチュウオウ
077 南部⽀店 － 南部中央⽀店 ナンブチュウオウ
095 仙台⽀店 － 仙台⼀番町⽀店 センダイイチバンチョウ
098 東京⽀店 － 東京中央⽀店 トウキョウチュウオウ
134 ⼋⼾ニュータウン出張所 － ⽩⼭台出張所 ハクサンダイ
012 上⼟⼿町⽀店 221 － －
017 ⻲甲町⽀店 223 弘前公園前⽀店 ヒロサキコウエンマエ
018 栄町⽀店 151 － －
023 平賀⽀店 411 － －
030 五所川原⽀店 520 五所川原中央⽀店 ゴショガワラチュウオウ
035 ⼩泊⽀店 523 － －
036 岩⽊⽀店 225 － －
038 鰺ヶ沢⽀店 524 鰺ヶ沢東⽀店 アジガサワヒガシ
047 横浜⽀店 620 － －
055 三沢⽀店 621 三沢中央⽀店 ミサワチュウオウ
061 柳町⽀店 330 － －
083 岡三沢⽀店 622 － －
092 ⻲⽥⽀店 953 － －
105 ⼾⼭⽀店 156 ⼾⼭団地⽀店 トヤマダンチ
107 松森町⽀店 228 － －
108 ⽯渡⽀店 229 － －
111 ⼩湊⽀店 157 － －
112 美原⽀店 954 － －
113 新城⽀店 158 ⽯江新城⽀店 イシエシンジョウ
124 根城⽀店 333 売市⽀店 ウルイチ
125 湯川⽀店 955 － －
127 問屋町⽀店 161 第⼆問屋町⽀店 ダイニトンヤマチ
011 下⼟⼿町⽀店 220 － －
013 城東⽀店 222 － －
016 国道⽀店 150 － －
022 ⼤鰐⽀店 410 城東⼤鰐⽀店 ジョウトウオオワニ
024 ⿊⽯⽀店 412 ⿊⽯内町⽀店 クロイシウチマチ
025 ⻄弘前⽀店 224 － －
027 沖館⽀店 153 － －
031 板柳⽀店 521 板柳南⽀店 イタヤナギミナミ
032 鶴⽥⽀店 522 鶴⽥駅前通り⽀店 ツルタエキマエドオリ
046 松原⽀店 226 － －
065 ⽩銀⽀店 331 － －
067 類家⽀店 332 － －
081 ⼤館⽀店 950 － －
082 ⽐内⽀店 951 － －
091 函館営業部 952 － －
101 ⾦沢⽀店 155 － －
102 松島⽀店 525 － －
106 堅⽥⽀店 227 － －
122 佃⽀店 159 － －
131 ききょう⽀店 956 － －

以上59カ店

2023年6⽉19⽇（⽉）

2023年1⽉10⽇（⽕）

変更後

2023年1⽉23⽇（⽉）

2023年3⽉20⽇（⽉）

2022年12⽉19⽇（⽉）

変更⽇ 現在


