
（北海道）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０１１－２４１－２１２２

８：４５～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：３０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０１４３－２２－１５１１
８：４５～１７：３０

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：３０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０１２６－２２－１１５０

８:４５～１７:３０

以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：２０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０１４４－３４－２１７１

２４時間
２１時から翌日８時までは「しんきんサー
ビスセンター」へ転送されます。

土・日・祝日 ２４時間

２１時から翌日８時までは「しんきんサー
ビスセンター」へ転送されます。
１２月３１日２１時から１月４日８時まで
は「しんきんサービスセンター」へ転送さ
れます。

８：４５～１８：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０１２５－２２－１１１１

土・日・祝日

８：４０～１７：４０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０１４２－２３－３５３５

８：４０～１７：４０
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１８：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０１６４－２２－１２１２

８：４５～１８：００
以外の時間帯

土･日･祝日 ２４時間

８：３０～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０１４６－２２－４１１１

８：３０～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：３０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０１３７４－２－２０２４

８：４５～１７：３０
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０１３９－５２－１０３６

９：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０１６６－２６－１１６１

７：４５～９：００
１７：００～２１：００

土・日・祝日  ７：４５～２０：００

８：３０～１８：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０１６２－２３－５１３１

８：３０～１８：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０１６４－４２－１２５０

７：００～９：００
１７：００～２２：００

土・日・祝日 ８：００～２０：００

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０１６５４－２－１１１１

９：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０１５５－２４－３１７１

９：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０１５４－２３－０１１１

９：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝 ２４時間

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０１５３－２４－４１０１

７：００～９：００
１７：００～２２：００

土・日・祝日 ８：００～２０：００

２４時間

０１１－２７２－０６６６

しんきんサービスセンター ０１１－２７２－０６６６

しんきんサービスセンター

しんきんサービスセンター ０１１－２７２－０６６６

０１１－２７２－０６６６

０１１－２７２－０６６６

平日

０１１－２７２－０６６６

ＡＴＭ監視センター ０１２０－６７１－６８１

自動機集中監視センター

しんきんサービスセンター ０１１－２７２－０６６６

しんきんサービスセンター

しんきんサービスセンター

しんきんサービスセンター

しんきんサービスセンター

しんきんサービスセンター

平日

平日

平日

自動機サービスセンター

しんきんサービスセンター

平日

渡島

０１６６－２６－１１６７

大地みらい

北星

０１１－２７２－０６６６

平日

０１１－２７２－０６６６

カード・通帳をなくされたときや預金が不正に引き出されたときなどの連絡先

北空知
平日

北門
平日

０１１－２７２－０６６６

旭川

０１１－２７２－０６６６

しんきんサービスセンター
道南うみ街

しんきんサービスセンター

平日

０１１－２７２－０６６６

伊達

しんきんサービスセンター

（平成３１年２月２５日現在）

０１１－２７２－０６６６

しんきんサービスセンター ０１１－２７２－０６６６

北海道

室蘭
平日

平日

０１１－２７２－０６６６

平日

苫小牧

平日

空知
平日

日高

留萌

 平日

平日

釧路

稚内
平日

帯広
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信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０１５７－２４－７５３１

７：００～８：４５
１７：００～２２：００

土・日・祝日 ８：００～２０：００

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０１５２－４３－３１１１

７：００～９：００
１７:００～２２:００

土・日・祝日 ８:００～２０:００
祝日には、正月３が日及び年末休業日を含
みます。

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０１５８－４２－２１４１

９：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

（青森県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

８：４５～１７：１５ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０１７２－３４－８４０６

８：４５～１７：１５
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０１７８－４４－３３２１

９：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

（秋田県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０１８－８２３－５１１６
９：００～１７：００

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０１８４－２３－３００１

９：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

（山形県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０２３－６４１－９１６５

９：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間
８：３０～１７：３０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０２３８－２２－３４３０
８：３０～１７：３０

以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：４０～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０２３５－２２－２３５０

８：４０～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：４５ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０２３３－２２－４２２２

８：４５～１７：４５
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

（岩手県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

８：４０～１７：１０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０１９－６２３－２２２１

８：４０～１７：１０
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０１９３－６２－１０２１

９：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０１９１－２３－６１１１

９：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０１９７－６３－２３０７

９：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０１９８－２３－５３１１

９：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：３０～１７：３０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０１９７-２３-５１９１

８：３０～１７：３０
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

㈱しんきん総合サービス
自動機監視センター

㈱しんきん総合サービス
自動機監視センター

０２２－２６１－４８１１

カード通帳盗難紛失
受付センター

０２２－２６１－４８１１

㈱しんきん総合サービス
自動機監視センター

０２２－２６１－４８１１

㈱しんきん総合サービス
自動機監視センター

０２２－２６１－４８１１

０２２－２６１－４８１１

㈱しんきん総合サービス
自動機監視センター

０２２－２６１－４８１１

０２２－２６１－４８１１

㈱しんきん総合サービス
自動機監視センター

０２２－２６１－４８１１

㈱しんきん総合サービス
自動機監視センター

０２２－２６１－４８１１

０２２－２６１－４８１１

㈱しんきん総合サービス
自動機監視センター

０２２－２６１－４８１１

㈱しんきん総合サービス
自動機監視センター

０２２－２６１－４８１１

しんきんサービスセンター ０１１－２７２－０６６６

０２２－２６１－４８１１

㈱しんきん総合サービス
自動機監視センター

０２２－２６１－４８１１

しんきんサービスセンター ０１１－２７２－０６６６

しんきんサービスセンター ０１１－２７２－０６６６

㈱しんきん総合サービス
自動機監視センター

平日

平日

㈱しんきん総合サービス
自動機監視センター

平日

平日

平日

㈱しんきん総合サービス
自動機監視センター

平日

平日

平日

平日

平日

平日

平日

花巻

北上

宮古

水沢

平日

米沢

盛岡

新庄

鶴岡

一関

秋田

山形

羽後
平日

平日

網走

東奥
平日

遠軽

北見

平日
青い森

（フリーダイヤル）
０１２０－７９３－７１４

（フリーダイヤル）
０１２０－７９３－７１４

（フリーダイヤル）
０１２０－７９３－７１４

（フリーダイヤル）
０１２０－７９３－７１４

（フリーダイヤル）
０１２０－７９３－７１４

（フリーダイヤル）
０１２０－７９３－７１４

（フリーダイヤル）
０１２０－７９３－７１４

（フリーダイヤル）
０１２０－７９３－７１４

（フリーダイヤル）
０１２０－７９３－７１４

（フリーダイヤル）
０１２０－７９３－７１４

（フリーダイヤル）
０１２０－７９３－７１４

（フリーダイヤル）
０１２０－７９３－７１４

（フリーダイヤル）
０１２０－７９３－７１４

（フリーダイヤル）
０１２０－７９３－７１４
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（宮城県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

８：３０～１７：２０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０２２－２２２－６０１０

８：３０～１７：２０
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０２２－２２１－２１７１

８：４５～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：１５ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０２２５－９５－４１１１

８：４５～１７：１５
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０２２４－２５－３１７１

９：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間
９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０２２６－２２－６８３０
９：００～１７：００

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

（福島県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

８：４０～１７：４０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０２４２－２２－７５５１
８：４０～１７：４０

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

８：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０２４－９３２－２２３０
８：００～１７：００

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０２４８－２２－３１７１

９：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：３０～１７：３０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０２４８－７５－３１７１

８：３０～１７：３０
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：３０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本部：０２４６－２３－８５００

８：４５～１７：３０
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：３０～１７：３０ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０２４４－２３－５１３２

８：３０～１７：３０
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０２４３－２３－１２１５

８：４５～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０２４－５２２－８１５１

９：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

０２２－２６１－４８１１

㈱しんきん総合サービス
自動機監視センター

平日

㈱しんきん総合サービス
自動機監視センター

㈱しんきん総合サービス
自動機監視センター

福島

須賀川
平日

白河

二本松
平日

ひまわり

あぶくま

平日

平日

石巻

仙南

郡山
平日

平日

気仙沼

会津

平日

平日

平日

宮城第一
平日

平日
杜の都

０２２－２６１－４８１１

０２２－２６１－４８１１
㈱しんきん総合サービス
自動機監視センター

０２２－２６１－４８１１

㈱しんきん総合サービス
自動機監視センター

㈱しんきん総合サービス
自動機監視センター

０２２－２６１－４８１１

０２２－２６１－４８１１

（株）しんきん総合サービス
自動機監視センター

平日

㈱しんきん総合サービス
自動機監視センター

０２２－２６１－４８１１

０２２－２６１－４８１１

０２２－２６１－４８１１

㈱しんきん総合サービス
自動機監視センター

０２２－２６１－４８１１
㈱しんきん総合サービス
自動機監視センター

㈱しんきん総合サービス
自動機監視センター

㈱しんきん総合サービス
自動機監視センター

０２２－２６１－４８１１

０２２－２６１－４８１１

０１２０－２４０－１４５
フリーダイヤルから㈱しんきん総合サービ
ス自動機監視センター（０２２－２６１－
４８１１）に転送

（フリーダイヤル）
０１２０－７９３－７１４

福島信用金庫カード紛失連絡先

（フリーダイヤル）
０１２０－７９３－７１４

（フリーダイヤル）
０１２０－７９３－７１４

（フリーダイヤル）
０１２０－７９３－７１４

（フリーダイヤル）
０１２０－７９３－７１４

（フリーダイヤル）
０１２０－７９３－７１４

（フリーダイヤル）
０１２０－７９３－７１４

（フリーダイヤル）
０１２０－７９３－７１４

（フリーダイヤル）
０１２０－７９３－７１４

（フリーダイヤル）
０１２０－７９３－７１４

（フリーダイヤル）
０１２０－７９３－７１４

（フリーダイヤル）
０１２０－７９３－７１４
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（群馬県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

８：３０～１７：３０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０２７－３６０－３１１１

８：３０～１７：３０
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

毎 日 ２４時間
高崎信用金庫キャッシュカード

紛失・盗難受付係
０２７－３６２－１７５６

平日９：００～１７：３０以外の時間帯・
土・日・祝日は、自動的に「しんきんサー
ビスセンター」に転送となります。

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０２７７－４４－８１８１

９：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０２７０－２３－１１１１

９：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：３０～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０２７８－２３－４５１１

８：３０～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０２７６-７２-５５１１

９：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日

毎日
館林信用金庫

カード紛失・盗難受付センター
０２７６－７０－１３１３

平日９：００～１７：００以外の時間帯お
よび土・日・祝日は「しんきんサービスセ
ンター」へ自動転送させていただきます。

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０２７９－２２－３１１６

９：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０２７４－６２－３１１１

８：４５～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

（栃木県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０２８４－２１－８１０２
９：００～１７：００

以外の時間
土・日・祝日 ２４時間

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０２８２－２３－７１１１

９：００～１７：００
以外の時間

土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０２８９－６４－６２８５

８：４５～１７：００
以外の時間

土・日・祝日 ２４時間

８：４０～１７：２０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０２８３－２２－３３７７

８：４０～１７：２０
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０２８７－２２－３１３０

９：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０２８７－８４－１５１１

８：４５～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

（茨城県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

８：４０～１８：００ 各お取引店 各お取引店電話番号

８：００～８：４０
１８：００～２１：００

事故受付センター ０２９－２５４－７１８５

９：００～１７：００ 本店営業部 ０２９－２２２－３３１２

１７：００～１９：００ 事故受付センター ０２９－２５４－７１８５

９：００～１７：３０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０２９６－３２－２１１１

９：００～１７：３０
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

きりしん時間外コールセンター

平日

しんきんサービスセンター

平日

平日

結城

水戸

北群馬

しののめ

足利小山

土・日・祝日

平日

平日

佐野
平日

大田原

烏山

桐生

アイオー

利根郡

平日

平日

栃木

鹿沼相互

平日

平日

館林

平 日

平日

平日

平日

平日

高崎

しんきんサービスセンター

しんきんサービスセンター ０３－６４３３－０４１９
各お取引店の留守番電話により「しんきん
サービスセンター」の電話番号をご案内し
ます。

０３－３７４０－３０８０

０２７７－４４－００１０

０３－３７４０－３０８０

しんきんサービスセンター ０３－３７４０－３０８０

２４時間

しんきんサービスセンター ０３－３７４０－３０８０

しんきんサービスセンター ０３－３７４０－３０８０

０３－３７４０－３０８０

０３－６４３３－０６３６

しんきんサービスセンター ０３－３７４０－３０８０

しんきんサービスセンター ０３－３７４０－３０８０

しんきんサービスセンター ０３－３７４０－３０８０

しんきんサービスセンター

しんきんサービスセンター ０３－３７４０－３０８０

しんきんサービスセンター ０３－３７４０－３０８０

しんきんサービスセンター

１月１日～３日、５月３日～５日（ただ
し、日曜と重なる場合を除く）は完全休業
とさせていただきます。

各お取引店の留守番電話により「しんきん
サービスセンター」の電話番号をご案内し
ます。
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（埼玉県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本部：０４８－５２６－１１１１

土・日・祝日

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０４８－２５３－３３３３

９：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：３０～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０４８－２５１－５８８０

８：３０～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０４２－９７２－８１１１

９：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

（千葉県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引先電話番号 （例）本店：０４３－２２５－１１１１

９：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０４７９－２５－２１１１

９：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０４７－３２６－１１１１

８：４５～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１８：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０４７０－２２－８１１１

８：４５～１８：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０４７８－５４－２１２０

９：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

（神奈川県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０４５－６５１－１４５１

８：４５～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０４６－８２５－１５１５

８：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

９：００～１７：３０ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
   ０４６－８２５－１２１２（代）

土・日・祝日

９：００～１６：００ 各口座開設店 各口座開設店電話番号 （例）本店：０４４－２２２－７５８１

９：００～１６：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

９：００～１７：００ 平塚信用金庫ローンセンター ０１２０－４８７－６０７

９：００～１７：００ 各お取引店舗 各お取引店電話番号 （例）本店：０４６３－２３－１２３４

９：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０４６５－２２－３１２１

９：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０４６３－８１－１８５１

８：４５～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０４６３－６１－７２００

８：４５～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

２４時間

平日

平日

平日

さがみ

中栄

中南
平日

平日

平日

横浜

かながわ

湘南

平塚

川崎

平日

平日

佐原

千葉

銚子

東京ベイ

館山
平日

平日

平日

平日

平日

平日

平日

平日

埼玉縣

川口

青木

飯能

平日

２４時間

ＡＴＭサービスセンター

しんきんサービスセンター

０４８－５２６－７５３２

しんきんサービスセンター ０３－３７４０－３０８０

事務センター ０４８－２５３－５１２３

０３－６４３３－１４９０

０３－３７４０－３０８０

しんきんサービスセンター ０３－３７４０－３０８０

しんきんサービスセンター ０３－３７４０－３０８０

０３－６４３３－０９１３

０３－６４３３－０９３５しんきんサービスセンター

しんきんサービスセンター

０１２０－２２５－２０１
川崎信用金庫

 カードお問合せセンター

ＡＴＭ監視センター

しんきんサービスセンター ０３－３７４０－３０８０

０３－３７４０－３０８０

しんきんサービスセンター

年中無休

０３－６４３３－１４０７

しんきんサービスセンター

しんきんサービスセンター ０３－６４３３－１０７３

０３－３７４０－３０８０

０３－３７４０－３０８０しんきんサービスセンター

しんきんサービスセンター

しんきんサービスセンター

０１２０－１５４－０７０
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（東京都）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０３－３８３３－０２５１

８：４５～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０３－３２５４－３３３５

８：４５～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０３－３４４４－１１１２

８：４５～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：４０～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０３－３２７９－４３２１

８：４０～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０３－３４３２－３２５１

８：４５～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０３－３６１１－０１３１

８：４５～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０３－３６５３－３１１１

９：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：４０～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０３－３６０３－０１７１

８：４０～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０３－３６１７－１２０１

９：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０３－３８８２－０１４１

９：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０３－３２００－７１２１

９：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

平日

平日

足立成和
平日

東京三協
平日

小松川
平日

東京東
平日

平日

朝日

興産

さわやか
平日

芝

亀有

東栄

平日

平日

しんきんサービスセンター

０３－６４３３－１６０７

しんきんサービスセンター

０３－３７４０－３０８０

０３－３７４０－３０８０

しんきんサービスセンター ０３－３７４０－３０８０

０３－６４３３－１９７９しんきんサービスセンター

しんきんサービスセンター

しんきんサービスセンター ０３－３７４０－３０８０

０３－３６２６－２４３１

しんきんサービスセンター ０３－６４３３－１９２３

０３－３７４０－３０８０

ＡＴＭサービスセンター

０３－３７４０－３０８０

しんきんサービスセンター

しんきんサービスセンター

しんきんサービスセンター ０３－３７４０－３０８０
東京シティ

平日
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信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

９：００～１７：１５ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０３－３３５６－７１１１

９：００～１７：１５
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：３０～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０３－３３８４－６１１１

６：００～８：３０
１７：００～２４：００

土・日・祝日 ６：００～２４：００

８：３０～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０３－３４９３－８１１１

８：３０～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：４０～１７：１０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０３－３４２２－６１８１

８：４０～１７：１０
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０３－３７１９－０１１１

８：４５～１７：１０
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０３－３４２９－１１５１

９：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０３－３９８４－９１１１

９：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０３－３８９１－２１１１

９：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０３-３８９３-６１５１

９：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
   ０３－３９１８－１１３２（代）

９：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０４２８－２４－１１１１

９：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

６：５０～８：３０
１７：００～２２：００

事務センター ０４２－５２４－８４１１

８：３０～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０４２－５２６－１１１１

土・日・祝日 ６：５０～２２：００ 事務センター ０４２－５２４－８４１１

（新潟県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０２５－２２２－３１１１

８：４５～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０２５８－３６－４３４３

８：４５～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：４０～１７：２０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店 ０２５６－３４－３３１１

８：４０～１７：２０
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０２５４－２４－５１０１

９：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０２５７－２２－２１０１

８：４５～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日
１２月３１日
正月３が日

２４時間

８：３０～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０２５－５４３－３１８４

８：３０～１７：００
以外の時間帯

カードお問合せセンター ０２５－５４４－８９１１
しんきんサービスセンター（０３－３７４
０－３０８０）に転送します。

土・日・祝日 ２４時間 しんきんサービスセンター ０３－３７４０－３０８０

平日

しんきんサービスセンターへの自動転送を
行います。

８：４５～１７：１０

平日

三条

平日

柏崎

上越

巣鴨

青梅

多摩

平日

平日

新発田

新潟

平日

平日

長岡

城北
平日

瀧野川
平日

世田谷
平日

東京
平日

城南
平日

昭和

目黒

平日

平日

西武
平日

西京
平日

平日

平日

しんきんサービスセンター

しんきんサービスセンター

しんきんサービスセンター

しんきんサービスセンター

しんきんサービスセンター

ＡＴＭサービスセンター

しんきんサービスセンター
０１２０－５６１－６３３

または
０３－６４３３－２０６２

しんきんサービスセンター

しんきんサービスセンター ０３－３７４０－３０８０

０３－３７４０－３０８０

０４２８－２４－５１８１

しんきんサービスセンター

あおしんキャッシュ
サービスセンター

しんきんサービスセンター ０３－３７４０－３０８０

０３－３７４０－３０８０

０３－３７４０－３０８０

０３－３７４０－３０８０

営業時間外緊急連絡先 ０３－３７００－８９９９

しんきんサービスセンター

０１２０－８８０－４６４

０３－６４３３－２０４９

しんきんサービスセンター ０３－３７４０－３０８０

０３－３７４０－３０８０

０３－３７４０－３０８０

０３－６４３３－２４５３

０３－３７４０－３０８０

しんきんサービスセンター
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信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

８：２０～１７：２０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０２５５－７２－３１０１

７：００～８：２０
１７：２０～２３：００

土・日・祝日 ８：００～２１：００

本店（留守番電話）

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０２５４－５３－２１８１

８：４５～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：３０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０２５６－５３－２２１１

８：４５～１７：３０
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

（山梨県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０５５－２２２－３３２２

９：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：３０～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 本部：０５５－２３５－０３１１

８：３０～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

（長野県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０２６－２２５－０２２５

８：４５～１７：００
以外の時間帯

しんきんサービスセンターへの自動転送を
行います。

土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０２６３－３５－０００１

８：４５～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：４０～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 本部:０２６８－２２－６２６０

８：４０～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０２６６－２３－４５６７

８：４５～１７：００
以外の時間帯

しんきんサービスセンター ０３－６４３３－２９０４

８：３０～１７：００ ㈱諏訪しんきんサービス ０２６６－２３－１９１４

８：３０～１７：００
以外の時間帯

しんきんサービスセンター ０３－６４３３－２９０４

８：３０～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０２６５－２２－１７０１

８：３０～１７：００
以外の時間帯

しんきんサービスセンター ０３－６４３３－２９１０

土・日・祝日 ２４時間 事務センター
０２６５－５２－０２１１
０１２０ー５８ー０２１１
（フリーダイヤル）

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０２６５－７２－４１７１

８：４５～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

飯田

村上

平日

松本

しんきんサービスセンター

平日

平日

山梨

長野

上田

加茂

平日

平日

平日

甲府

諏訪

アルプス
中央

平日

上記以外

新井

平日

土・日・祝日

平日

平日

平日

本店

しんきんサービスセンター

しんきんサービスセンター

０３－３７４０－３０８０

０３－３７４０－３０８０

０２５５－７２－３１０１

０３－６４３３－２６９２

しんきんサービスセンター ０３－３７４０－３０８０

しんきんサービスセンター

０１２０－１０７－９５４
０３－６４３３－２８５６

０３－３７４０－３０８０

長野信用金庫
時間外カード紛失・盗難受付

０２６－２２８－０２１１

しんきんサービスセンター

０３－６４３３－２９３７しんきんサービスセンター
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（富山県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０７６－４９２－７３００

６：３０～８：４５
１７：００～２２：００

しんきんＡＴＭ監視センター

２２：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２２：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

７：３０～２１：００ しんきんＡＴＭ監視センター

２１：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２１：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

８：４５～１７：００ お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０７６６－２３－１２２１

６：３０～８：４５
１７：００～２２：００

しんきんＡＴＭ監視センター

２２：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２２：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

７：３０～２１：００ しんきんＡＴＭ監視センター

２１：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２１：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０７６６－８２－８６１１

６：３０～８：４５
１７：００～２２：００

しんきんＡＴＭ監視センター

２２：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２２：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

７：３０～２１：００ しんきんＡＴＭ監視センター

２１：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２１：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０７６５―２４―１１５５
６：３０～８：４５

１７：００～２２：００
しんきんＡＴＭ監視センター

２２：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２２：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

７：３０～２１：００ しんきんＡＴＭ監視センター

２１：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２１：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０７６６－７２－４１４１

６：３０～８：４５
１７：００～２２：００

しんきんＡＴＭ監視センター

２２：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２２：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

７：３０～２１：００ しんきんＡＴＭ監視センター

２１：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２１：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０７６３－２２－２１１１

６：３０～８：４５
１７：００～２２：００

しんきんＡＴＭ監視センター

２２：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２２：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

７：３０～２１：００ しんきんＡＴＭ監視センター

２１：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２１：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０７６６－６７－１０２０

０:００～８：４５
１７：００～２４：００

土・日・祝日 ２４時間

平日

平日

平日

にいかわ

土・日・祝日

土・日・祝日

新湊

土・日・祝日

高岡

富山

平日

氷見伏木

砺波

石動

平日

土・日・祝日

平日

しんきんＡＴＭ監視センター

０６－６４５４－６６３１

０６－６４５４－６６３１

０６－６４５４－６６３１

０６－６４５４－６６３１

０６－６４５４－６６３１

０６－６４５４－６６３１

０６－６４５４－６６３１

平日

土・日・祝日

土・日・祝日
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（石川県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考  

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号

土・日・祝日

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０７６７－５２－３４５０

６：３０～８：４５
１７：００～２２：００

しんきんＡＴＭ監視センター

２２：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２２：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

７：３０～２１：００ しんきんＡＴＭ監視センター

２１：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２１：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店：
   ０７６－２３３－１１８８（代）

６：３０～８：４５
１７：００～２２：００

しんきんＡＴＭ監視センター

２２：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２２：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

７：３０～２１：００ しんきんＡＴＭ監視センター

２１：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２１：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 業務部：０７６－２２３－３３２６

６：３０～８：４５
１７：００～２２：００

しんきんＡＴＭ監視センター

２２：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２２：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

７：３０～２１：００ しんきんＡＴＭ監視センター

２１：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２１：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０７６８－６２－１１２２

６：３０～８：４５
１７：００～２２：００

しんきんＡＴＭ監視センター

２２：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２２：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

７：３０～２１：００ しんきんＡＴＭ監視センター

２１：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２１：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

（福井県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０７７６－２２－５４００

６：３０～８：４５
１７：００～２２：００

しんきんＡＴＭ監視センター

２２：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２２：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

７：３０～２１：００ しんきんＡＴＭ監視センター

２１：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２１：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０７７０－２２－３５００

６：３０～８：４５
１７：００～２２：００

しんきんＡＴＭ監視センター

２２：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２２：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード紛失
共同受付センター

７：３０～２１：００ しんきんＡＴＭ監視センター

２１：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２１：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード紛失
共同受付センター

平日

土・日・祝日

平日

土・日・祝日

２４時間

平日

平日

土・日・祝日

平日

北陸

敦賀

土・日・祝日

興能

金沢

鶴来

福井

土・日・祝日

土・日・祝日

のと共栄

ＡＴＭサービスセンター

０６－６４５４－６６３１

０６－６４５４－６６３１

０６－６４５４－６６３１

０１２０－０３３－６３０

０６－６４５４－６６３１

０６－６４５４－６６３１

平日

平日

０１２０－８８９－２５９
または

０６－６４５４－６６３１

０１２０－８８９－２５９
または

０６－６４５４－６６３１
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信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０７７０-５３-２１１１

６：３０～８：４５
１７：００～２３：００

しんきんＡＴＭ監視センター

６：３０～２３：００
以外の時間帯

キャッシュカード紛失
共同受付センター

６：３０～２２：００ しんきんＡＴＭ監視センター

６：３０～２２：００
以外の時間帯

キャッシュカード紛失
共同受付センター

７：３０～２２：００ しんきんＡＴＭ監視センター

７：３０～２２：００
以外の時間帯

キャッシュカード紛失
共同受付センター

６：３０～２２：００ しんきんＡＴＭ監視センター

６：３０～２２：００
以外の時間帯

キャッシュカード紛失
共同受付センター

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０７７９－６６－１３１３

６：３０～８：４５
１７：００～２２：００

しんきんＡＴＭ監視センター

２２：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２２：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

７：３０～２１：００ しんきんＡＴＭ監視センター

２１：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２１：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

（静岡県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

８：２５～１７：１０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０５４－２４７－１１５２

８：２５～１７：１０
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間
８：３０～１７：２０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０５４－２５４－５５３３
８：３０～１７：２０

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

８：３０～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０５３－４５４－６１４１
８：３０～１７：００

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：３０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０５５－９６２－５６００
８：４５～１７：３０

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

８：３０～１７：００ 各本支店 各本支店電話番号
８：３０～１７：００

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

８：３５～１７：３０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０５４４-２３-３１１１
８：３５～１７：３０

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

８：３０～１７：３０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０５４７－３５－６５１１
８：３０～１７：３０

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

８：３０～１７：３０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０５４－６２８－８１７１
８：３０～１７：３０

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：２０ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０５３７－２２－６１１１

８：４５～１７：２０
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間
８：３０～１７：３０ 各お取扱店 各お取扱店電話番号 （例）本店：０５４５－５３－２００２
８：３０～１７：３０

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

８：２５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０５３－４７２－２１１５

８：２５～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

信金監視センター

日曜日

０６―６４５４―６６３１

０５２－２０３－８２９９

０５３－４７４－２０４９

平日

信金監視センター

０５２－２０３－８２９９

信金監視センタ－

信金監視センター

０１２０－８４８－９２５

土・日・祝日

信金監視センター

信金監視センター ０５２－２０３－８２９９

土曜日

三島
平日

小浜

沼津

静清

浜松いわた
平日

富士
平日

掛川

平日

平日平日

平日

信金監視センター

信金監視センタ－

平日

焼津

遠州

島田

祝日

平日

信金監視センター
（自動転送）

平日

平日
     静岡     

平日

富士宮

越前

信金監視センター

０５２－２０３－８２９９信金監視センター

０５２－２３９－５５３３

０５２－２０３－８２９９

０５２－２０３－８２９９

０５２－２０３－８２９９

０５２－２０３－８２９９

平日

０５２－２０３－８２９９
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（岐阜県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

８：４５～１７：１５ 各お取引店 各お取引店電話番号
ダイレクトバンキングセンター
ムーミン支店：０１２０－６３８８－０３

８：４５～１７：１５
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店 （例）本店：０５８４－７５－６１１２
８：００～９：００

１７：００～２１：００
土・日・祝日 ８：００～２１：００

８：４５～１８：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０５７７－３２－８２００
８：００～８：４５

１８：００～２１：００
土・日・祝日 ９：００～１９：００ 正月３が日は９：００～１７：００

平日 ８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０５７２－２２－１１５１
８:４５～１７:００
以外の時間帯

８：３０～１７：１５ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０５７５－２１－１０２０

８：３０～１７：１５
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間
８：４５～１７：３０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０５７５－６５－３１２１
８：４５～１７：３０

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

（愛知県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

８：４５～１７：３０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０５２－９５１－９４４１

８：４５～１７：３０
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：３０ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０５３２－５２－０３２１

８：４５～１７：３０
以外の時間帯

信金監視センター

土・日・祝日 ２４時間対応
各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０５６４－２１－６１１１

ＡＴＭ監視センター ０１２０－７０１－３２４
８：４５～１７：３０

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

 ８：４０～１７：４０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０５８６－７５－６２００
８：４０～１７：４０

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：２０ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０５６１－８２－５１８８

８：４５～１７：２０
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間
８：４０～１７：４０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０５６９－２１－２４１１
８：４０～１７：４０

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

８：３０～１７：３０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０５６９－２３－３２１１
８：３０～１７：３０

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：３０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０５３３－８９－２３００
８：４５～１７：３０

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：００
（但し、杁ヶ池支店、

米野木支店は
８：４５～１９：００）

各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０５６５－３１－１６１６

８：４５～１７：００
以外の時間帯

（但し、杁ヶ池支店、
米野木支店は

８：４５～１９：００
以外の時間帯）

土・日・祝日 ２４時間

平日

ＡＴＭ監視センターに電話すると信金監視
センター宛に自動転送されます

平日

平日
高山

平日

平日

平日

八幡

東濃

８：４５～１７：３０

平日

監視センター

０５２－２０３－８２９９

信金監視センター ０５２－２０３－８２９９

０１２０－１５１－６７８

大垣西濃

平日
岐阜

平日

関

岡崎

いちい

豊田

瀬戸

半田

知多

豊川

土・日・祝日

愛知

平日

平日

平日

豊橋

平日

平日

０５８４－７５－６１０１

監視センター

八幡信用金庫（はちしん）キャッ
シュカードの紛失・盗難・偽造等の

連絡窓口

本部ＡＴＭ監視センター

信金監視センター ０１２０－０５７－２３９

０５７７－３２－２２０１

０５２－２０３－８２９９

０５２－２０３－８２９９

０１２０－７１４－７７０

０５２－２０３－８２９９

０１２０－７８５－５７７

０５２－２０３－８２９９

０５８－２６５－２５７８０５８－２６５－２５７８

信金監視センター

０５２－２０３－８２９９

豊川信用金庫ＡＴＭ監視センター

信金監視センター

信金監視センタ－

０５８－２６５－１１５１

信金監視センター

信金監視センタ－

信金監視センタ－

ＡＴＭ監視センター

信金監視センターに自動転送されます。
２４時間
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信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

平日 ８：４０～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０５６６－７７－８１１１

毎日 ２４時間
音声自動案内フリーダイヤル

相談窓口番号①
０１２０－５５２－７７３

８：４５～１７：３０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０５６３－５６－７１１２
８：４５～１７：３０

以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：３０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０５３３－６８－２１２１

８：４５～１７：３０
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間
８：４５～１７：３０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０５８６－４５－１１１０
８：４５～１７：３０

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：３０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０５２－９１３－９１１１
８：４５～１７：３０

以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間
８：４５～１７：４０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０５６８－７２－２１８８
８：４５～１７：４０

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

（三重県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

８：００～１６：３０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０５９－２２７－６１１１

８：００～１６：３０
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間
８：４５～１７：１５ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０５９－３５２－３２２２
８：４５～１７：１５

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０５９４－２１－７１１１
８：４５～１７：００

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：３０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０５９７－２２－１４１１
８：４５～１７：３０

以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

信金監視センター

平日

平日

平日

平日

０５２－２０３－８２９９信金監視センタ－

信金監視センタ－

０５２－２０３－８２９９

北伊勢上野

平日

平日

紀北

中日

東春

碧海

尾西

平日

平日

西尾

蒲郡

桑名三重

津

０５２－２０３－８２９９

０５２－２０３－８２９９

信金監視センタ－

平日

信金監視センタ－

信金監視センタ－

信金監視センタ－

０５２－２０３－８２９９

０５２－２０３－８２９９

０５２－２０３－８２９９

０５２－２０３－８２９９

信金監視センタ－

信金監視センター

０５２－２０３－８２９９
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（滋賀県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０７４８－３４－７７６６

６：３０～８：４５
１７：００～２２：００

しんきんＡＴＭ監視センター

２２：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２２：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

７：３０～２１：００ しんきんＡＴＭ監視センター

２１：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２１：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０７４９－６３－３３２１

６：３０～８：４５
１７：００～２２：００

しんきんＡＴＭ監視センター

２２：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２２：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

７：３０～２１：００ しんきんＡＴＭ監視センター

２１：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２１：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０７４８－２２－２０２０

６：３０～８：４５
１７：００～２２：００

しんきんＡＴＭ監視センター     

２２：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２２：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

７：３０～２１：００ しんきんＡＴＭ監視センター

２１：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２１：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

（京都府）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０７５－２１１－２１１１

７：４５～９：００
１７：００～２１：００

土・日・祝日 ７：４５～２１：００
８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０７５－２２３－２５２５

９：００～２１：００ ダイレクトセンター
０１２０－６６４－６００
０７５－６９４－２７２２

土・日・祝日

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０７７２－２２－５１２２

６：３０～８：４５
１７：００～２２：００

しんきんＡＴＭ監視センター

２２：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２２：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

７：３０～２１：００ しんきんＡＴＭ監視センター

２１：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２１：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

ＡＴＭセンター

平日

平日

土・日・祝日

２４時間

０６－６４５４－６６３１

平日

平日

ＡＴＭ監視センター

平日

長浜

京都北都

滋賀中央

京都中央

０６－６４５４－６６３１

０６－６４５４－６６３１

０１２０－４８３－６００

０６－６４５４－６６３１

０１２０－８４－６９００

平日平日

京都

土・日・祝日

湖東

土・日・祝日

土・日・祝日
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（大阪府）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０６－６７７２－１５２１

９：００～２１：００ テレホンバンキングセンター
０１２０－０９－１６３０
０６－６５３０－０５３１

上段は一般電話
下段は携帯・ＰＨＳ用

６：３０～８：４５
１７：００～２２：００

しんきんＡＴＭ監視センター

２２：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２２：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

９：００～１７：００ テレホンバンキングセンター
０１２０－０９－１６３０
０６－６５３０－０５３１

上段は一般電話
下段は携帯・ＰＨＳ用

７：３０～２１：００ しんきんＡＴＭ監視センター

２１：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２１：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

平日 ８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０６－６６４３－２１５５

９：００～２１：００ テレホンバンキングセンター
０１２０－２７－１６３３
０６－６４３０－０５３３

６：３０～８：４５
１７：００～２２：００

しんきんＡＴＭ監視センター

２２：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２２：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

９：００～１７：００ テレホンバンキングセンター
０１２０－２７－１６３３
０６－６４３０－０５３３

７：３０～２１：００ しんきんＡＴＭ監視センター

２１：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２１：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０６－６２０１－２８８１
６：３０～８：４５

１７：００～２２：００
しんきんＡＴＭ監視センター

２２：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２２：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

７：３０～２１：００ しんきんＡＴＭ監視センター

２１：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２１：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０６－６７６３－１２１４

１７：００～２１：００ テレホンバンキングセンター

０１２０－０３－１６３６
（無料）

０６－６５３０－０５３４
（有料）

上段は一般電話、下段は携帯・ＰＨＳ用

６：３０～８：４５
１７：００～２２：００

しんきんＡＴＭ監視センター

２２：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２２：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

９：００～１７：００ テレホンバンキングセンター

０１２０－０３－１６３６
（無料）

０６－６５３０－０５３４
（有料）

上段は一般電話、下段は携帯・ＰＨＳ用

７：３０～２１：００ しんきんＡＴＭ監視センター

２１：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２１：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

平日

土・日・祝日

平日

土・日・祝日

０６－６４５４－６６３１

０６－６４５４－６６３１

０６－６４５４－６６３１

０６－６４５４－６６３１

大阪商工

大阪

０６－６４５４－６６３１

０６－６４５４－６６３１

０６－６４５４－６６３１
土・日・祝日

大阪シティ

土・日・祝日

大阪厚生

平日
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信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 事務部：０６－６６３３－１１８６
６：３０～８：４５

１７：００～２２：００
しんきんＡＴＭ監視センター

２２：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２２：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

７：３０～２１：００ しんきんＡＴＭ監視センター

２１：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２１：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０７２－６２３－４９８１

６：３０～８：４５
１７：００～２２：００

しんきんＡＴＭ監視センター

２２：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２２：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

７：３０～２１：００ しんきんＡＴＭ監視センター

２１：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２１：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０７２－８４１－１１７１
６：３０～８：４５

１７：００～２２：００
しんきんＡＴＭ監視センター

２２：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２２：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

７：３０～２１：００ しんきんＡＴＭ監視センター

２１：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２１：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

（奈良県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０７４３－５４－３１１１
６：３０～８：４５

１７：００～２２：００
しんきんＡＴＭ監視センター

２２：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２２：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

７：３０～２１：００ しんきんＡＴＭ監視センター

２１：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２１：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０７４４－４２－９００１
６：３０～８：４５

１７：００～２２：００
しんきんＡＴＭ監視センター

２２：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２２：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

７：３０～２１：００ しんきんＡＴＭ監視センター

２１：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２１：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０７４４－３３－３３１５
６：３０～８：４５

１７：００～２２：００
しんきんＡＴＭ監視センター

２２：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２２：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

７：３０～２１：００ しんきんＡＴＭ監視センター

２１：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２１：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

土・日・祝日

０６－６４５４－６６３１

平日

土・日・祝日

平日

奈良中央

平日

永和

土・日・祝日

奈良

北おおさか

０６－６４５４－６６３１

０６－６４５４－６６３１

０６－６４５４－６６３１

０６－６４５４－６６３１

０６－６４５４－６６３１

土・日・祝日

土・日・祝日

枚方

大和

平日

平日

土・日・祝日

平日
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（和歌山県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０７３５－２２－６１９１
６：３０～８：４５

１７：００～２２：００
しんきんＡＴＭ監視センター

２２：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２２：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

７：３０～２１：００ しんきんＡＴＭ監視センター

２１：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２１：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０７３－４３２－５０００

８：４５～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

（兵庫県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０７８－３２１－７７１１

８：４５～１７：００
キャッシュカード
紛失等受付センター

６：３０～８：４５
１７：００～２２：００

しんきんＡＴＭ監視センター

６：３０～２２：００
以外の時間帯

キャッシュカード
紛失等受付センター

７：３０～２１：００ しんきんＡＴＭ監視センター

７：３０～２１：００
以外の時間帯

キャッシュカード
紛失等受付センター

９：００～１７：１５ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部:
      ０７９－２８８－１１２１

上記時間帯以外

土・日・祝日 ２４時間

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０７９－２８１－３９３９
９：００～１７：００

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０７９－２８２－１２５５
７：４５～８：４５

１７：００～２１：００
土・日・祝日 ７：４５～２１：００

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０６－６４１２－５４５４

８：４５～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間
８：４５～１８：００ 各お取引店 各お取引店電話番号
８：４５～１８：００

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０７９９－２４－１０２０
６：３０～８：４５

１７：００～２２：００
しんきんＡＴＭ監視センター

２２：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２２：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

７：３０～２１：００ しんきんＡＴＭ監視センター

２１：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２１：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

８：４０～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）０７９６－２３－１２００
８：４０～１７：００

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０７９０－６２－２０２０
６：３０～８：４５

１７：００～２２：００
しんきんＡＴＭ監視センター

２２：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２２：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

７：３０～２１：００ しんきんＡＴＭ監視センター

２１：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２１：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

きのくに

平日

平日

土・日・祝日

０６－６４５４－６６３１

平日

平日

平日

カード紛失・盗難受付センター

平日

兵庫

新宮

神戸

土・日・祝日

平日

平日

姫路

淡路

西兵庫

但馬

尼崎

平日

日新

土・日・祝日

時間外受付センター

あましん事務センター

０７９－２２３－８３５１

カード通帳盗難紛失受付センター

０６－６４５４－６６３１

０６－６４５４－６６３１

０１２０－１６－８０９８

０１２０－１０７－５４３

０１２０－７００－１７２

０６－６４５４－６６３１

０６－６４５４－６６３１

０６－６４８７－１５０６

しんきんＡＴＭ監視センター

受付時間に応じて「しんきんＡＴＭ監視セ
ンター」または「キャッシュカード紛失共
同受付センター」に自動転送されます。

播州

土・日・祝日

平日

しんきんＡＴＭ監視センター ０６－６４５４－６６３１

しんきんＡＴＭ監視センター
（キャッシュカード紛失
共同受付センター）

平日
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信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０７９５－８２－１３１０
６：３０～８：４５

１７：００～２２：００
しんきんＡＴＭ監視センター

２２：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２２：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

７：３０～２１：００ しんきんＡＴＭ監視センター

２１：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２１：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０７９－４２２－７７１１

カード盗難等緊急連絡窓口 ０１２０－３８－０００５
８:４５～１７:００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

（鳥取県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０８５７－２７－２６００

９：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：５０～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０８５９－３３－１２４５

１７：００～１９：００

８：５０～１９：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間
９:００～１７:００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本部：０８５８－２２－１１１１

９:００～１７:００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

（島根県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０８５２－２３－２５００
１７：００～翌８：４５

土・日・祝日 終日（２４時間）
９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０８５５－２２－１８５０
９：００～１７：００

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０８５３－２１－１７５０

９：００～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

（岡山県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

８：４５～１８：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０８６－２２３－７７２１
８：４５～１８：００

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０８６－４４６－２２２９
９：００～１７：００

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

８：３０～１７：３０ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０８６８－２２－４１２１

８：３０～１７：３０
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間
８：４５～１７：４０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０８６－５２３－２１１１
８：４５～１７：４０

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

平日

０８５７－２２－３２１０

米子
平日

０８２－２５２－６８７５

０８５９－３３－１２４９

０６－６４５４－６６３１

鳥取 しんきんサービスセンター（０８２－２５
２－６８７５）へ自動転送される場合があ
ります。

島根中央しんきん
サービスセンター

水島しんきんサービスセンター

０８２－２５２－６８７５
０１２０－５６４－０７７

０８２－２５２－６８７５

津山しんきんサービスセンター

平日

しまねしんきんサービスセンター

土・日・祝日

平日

とりしんビジネスサービス（株）

平日

玉島しんきんサービスセンター

米子信用金庫

おかやましんきんサービスセンター

しんきんＡＴＭ監視センター

津山

おかやま

しまね

玉島

島根中央

日本海

水島

但陽

倉吉

平日

中兵庫

平日

平日

平日

平日

平日

平日

日本海しんきんサービスセンター

８：４５～１７：００

倉吉しんきんサービスセンター

０８２－２５２－６８７５

０６－６４５４－６６３１

０８２－２５２－６８７５

０８２－２５２－６８７５

０８２－２５２－６８７５

０８２－２５２－６８７５

㈱中国しんきん総合サービス（０８２－２
５２－６８７５）へ自動転送されます。
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信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

８：４５～１８：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０８６６－２２－２１９１
７：００～８：４５

１８：００～２３：００
土曜日 ７：００～２２：００
日・祝日 ８：００～２２：００

８：４０～１７：３０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０８６６－９２－２１３６
８：００～８：４０

１７：３０～２２：００
土・日・祝日 ８：００～２２：００

８：４５～１７：４５ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０８６９－７２－１１５１
８：４５～１７：４５

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

９：００～１８：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０８６９－６４－４１１１
７：００～９：００

１８：００～２３：００
土曜日 ７：００～２２：００
日・祝日 ８：００～２２：００

（広島県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

８：４０～１７：３０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０８２－２４５－０３３０
８：４０～１７：３０

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

８：４０～１７：３０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０８２３－２５－６８２３
８：４０～１７：３０

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：１５ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０８４８－６２－７３１１
８：４５～１７：１５

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：３０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０１２０－３０１－８６５
８：４５～１７：３０

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

（山口県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

９：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０８３－９２２－２７１２
９：００～１７：００

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：４５ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０８３２－２３－４９３９

８：４５～１７：４５ お客様相談センター ０１２０－２６－３５２１
７：００～８：４５

１７：４５～２３：００
土曜日 ７：００～２２：００
日・祝日 ８：００～２２：００

８：４５～１７：４０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０８３５－２３－２３２９
８：４５～１７：４０

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

（徳島県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０８８-６２２－３１９２
６：３０～８：４５

１７：００～２２：００
しんきんＡＴＭ監視センター

２２：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２２：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

７：３０～２１：００ しんきんＡＴＭ監視センター

２１：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２１：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０８８４-２２－１２２６
６：３０～８：４５

１７：００～２２：００
しんきんＡＴＭ監視センター

２２：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２２：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

７：３０～２１：００ しんきんＡＴＭ監視センター

２１：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２１：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

平日

備前しんきんサービスセンター

０８２－２５２－６８７５

広島しんきんサービスセンター

東山口

阿南

吉備

平日

平日 

広島みどり

平日

徳島

平日

日生

広島

平日

平日

平日

平日

土・日・祝日

西中国

呉

萩山口

しまなみ

備北

備前
平日

平日

平日

土・日・祝日

呉しんきんサービスセンター

日生しんきんサービスセンター

０８２－２５２－６８７５

西中国しんきんサービスセンター

０６－６４５４－６６３１

０８２－２５２－６８７５

０６－６４５４－６６３１

０８２－２５２－６８７５

０８２－２５２－６８７５

０８２－２５２－６８７５

０８２－２５２－６８７５

０８２－２５２－６８７５

０８２－２５２－６８７５

萩山口しんきんサービスセンター

平日

０８２－２５２－６８７５

０８２－２５２－６８７５

広島みどり
しんきんサービスセンター

東山口しんきんサービスセンター

備北しんきんサービスセンター

きびしんきんサービスセンター

しまなみしんきんサービスセンター
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（香川県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０８７－８６１－０１１１
６：３０～８：４５

１７：００～２２：００

２２：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２２：００～７：３０
（翌日が休日の場合）
７：３０～２１：００

２１：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２１：００～７：３０
（翌日が休日の場合）
８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０８７５－２５－２１８１
６：３０～８：４５

１７：００～２２：００
しんきんＡＴＭ監視センター

２２：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２２：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

７：３０～２１：００ しんきんＡＴＭ監視センター

２１：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２１：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

（愛媛県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０８９－９４６－１２０５
７：４５～８：４５

１７：００～２１：００
土・日・祝日 ８：３０～２１：００

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号  本部：０８９５－２３－７０００
６：３０～８：４５

１７：００～２２：００
しんきんＡＴＭ監視センター

２２：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２２：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

７：３０～２１：００ しんきんＡＴＭ監視センター

２１：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２１：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０８９７－３７－０１２４
６：３０～８：４５

１７：００～２２：００
しんきんＡＴＭ監視センター

２２：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２２：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

７：３０～２１：００ しんきんＡＴＭ監視センター

２１：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２１：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０８９６－５８－１３００
６：３０～８：４５

１７：００～２２：００
しんきんＡＴＭ監視センター

２２：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２２：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

７：３０～２１：００ しんきんＡＴＭ監視センター

２１：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２１：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

（高知県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

８：４５～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０８８０－３４－２１２１
６：３０～８：４５

１７：００～２２：００
しんきんＡＴＭ監視センター

２２：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２２：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

７：３０～２１：００ しんきんＡＴＭ監視センター

２１：００～６：３０
（翌日が平日の場合）
２１：００～７：３０
（翌日が休日の場合）

キャッシュカード
紛失共同受付センター

８：４５～１８：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０８８ー８８２－２５２５
７：３０～２１：００

土・日・祝日 ８：３０～１９：００ １月１日から３日は除く

０６－６４５４－６６３１

土・日・祝日

平日

平日

０８９－９４６－１１１５

０６－６４５４－６６３１

平日

愛媛

平日

土・日・祝日

川之江

土・日・祝日

平日

土・日・祝日

土・日・祝日

平日

土・日・祝日

高松

宇和島

幡多

高知

東予

観音寺

０６－６４５４－６６３１

本店(代表電話) ０８８ー８８２－２５２５

平日

０６－６４５４－６６３１

０６－６４５４－６６３１

０６－６４５４－６６３１

しんきんＡＴＭ監視センター

平日

あいしんビジネスサービス㈱
監視センター

20



（福岡県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

８：３０～１７：３０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０９２－７５１－４７３１
８：３０～１７：３０

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

８：３０～１７：３０ 各お取引店 各お取引店電話番号
一部のお取引店は８時４０分～１７時もし
くは８時４０分～１７時３０分

８：３０～１７：３０
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１８：００ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０９４４－５２－３３０５

８：４５～１８：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間
８：４５～１７：３５ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０９４２―３３―２１０１
８：４５～１７：３５

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

８：００～１８：００ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０９４８－２２－３３００

８：００～１８：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間
８：３０～１７：４０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０９４７－４２－４０４０
８：３０～１７：４０

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

８：４０～１８：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本部：０９４４－８６－５１３１
８：４０～１８：００

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

平日 ８：３０～１７：４５ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０９３－２０１－００３４

信金事故届け受付センター ０１２０－００－９８０４

（佐賀県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

８：３０～１８：００ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０９５５－７３－２１０５

８：３０～１８：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

佐賀 毎日 ２４時間
佐賀信用金庫カード通帳
盗難紛失受付センター

０１２０－８９－５５４６

８：３０～１８：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０９５５－２３－３１５１
８：３０～１８：００

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

９：００～１８：００ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０９５４－２３-１１８１

９：００～１８：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

（長崎県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

８：３０～１７：３０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０９５７－２２－１３７７
８：３０～１７：３０

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

（熊本県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

平 日 ８：４５～１７：３０ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０９６－３２６－２２１１

土・日・祝日 ９：００～１７：００ ローンセンター ０９６－３５９－８７８７ 正月３が日は除く
受付センター ０９２－４１１－１５９１

８：４５～１７：３０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０９６－３５５－６１１１
８：４５～１７：３０

以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

８：４５～１７：３０ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０９６－３６６－１１１２

８：４５～１７：３０
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間
８：４５～１７：３０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０９６９－２４－１１７７
８：４５～１７：３０

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

０１２０－０６２－１１４信用金庫事故届け受付センター

平日

唐津

平日

平日

平日

熊本

平日

たちばな

天草

熊本中央

平日

上記以外

伊万里

平日

福岡

筑後

平日

遠賀

大川

田川

飯塚

福岡ひびき

大牟田柳川

唐津信金事故届け受付センター

０９６－３１９－１４３０

信金事故届け受付センター

休日・時間外受付専用
紛失盗難受付センター

信金事故届け受付センター

信金事故届け受付センター

平日

平日

０１２０－３３－２１０５

平日

０９２－４７５－９７５７

０１２０－２３－３１８７

０１２０－８６－５１５２

天草信用金庫
事故届受付センター

０１２０－２５１－８９４信金事故届受付センター

㈱九州しんきん情報サービス

０１２０－２３－１９８１

０１２０－５０６－４９４

０１２０－１６８－２２７

ひぜしん事故届受付センター

事故届受付センター

０９５７－２１－５０９９

０１２０－１１１－８６７

０１２０－７３－２１０８

０９６９－２４－１７３６

平日

平日

九州ひぜん

熊本第一

平日

上記以外

信金事故届け受付センター

事故届受付センター

伊万里信用金庫
事故届け受付センター
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（大分県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

大分 毎日 ２４時間
大分信用金庫

紛失・盗難受付センター
０１２０－０３８－４８２

８：３０～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店営業部：
      ０９７７－２５-７７１０

８：３０～１７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間
８：３０～１７：３０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０９７３－２３－３１７７
８：３０～１７：３０

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

（宮崎県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

８：３０～１７：３０ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）宮崎都城信用金庫 (本部)
      ０９８５－２２－５１１１

８：３０～１７：３０
以外の時間帯

九州しんきん情報サービスへの自動転送を
行います。

土・日・祝日 ２４時間
８：３０～１８：００ （例）本店：０９８２－３３－５２２１

プッシュ回線ご利用の方は九州信金共同事
務センターに転送となります。

本部 ０９８２－３３－９４３６
ダイヤル回線の方はこの電話番号におかけ
ください。九州信金共同事務センターに転
送となります。

各お取引店 各お取引店電話番号
プッシュ回線ご利用の方は九州信金共同事
務センターに転送となります。

本部 ０９８２－３３－９４３６
ダイヤル回線の方はこの電話番号におかけ
ください。九州信金共同事務センターに転
送となります。

８：３０～１８：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０９８３－２２－２２２２
８：３０～１８：００

以外の時間帯
土・日・祝日 ２４時間

各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０９８７－２３－１２１１

８：４５ ～ １７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

（鹿児島県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

 ８：３０～１７：４０ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０９９－２２４－８１６１
１７：００～２１：００

土・日・祝日  ８：３０～２１：００

毎日 ２１：００～８：３０
オムロン監視センターへの自動転送を行い
ます。

８：３０～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０９９－２２３－５１１１

２４時間
相互信用金庫キャッシュ
カード盗難、紛失受付係

０９９－２２２－８１１０
８：３０～１７：００以外の時間帯は信金
事故届け受付センターへの自動転送を行い
ます。

８：３０～１８：００ そうしんビジネスサービス㈱ ０９９－２２３－５１１１

２４時間
相互信用金庫キャッシュ
カード盗難、紛失受付係

０９２－２２２－８１１０
信金事故届け受付センターへの自動転送を
行います。

８：００～１８：００ 各お取引店 各お取引店電話番号
（例）本店・本部：
      ０９９７－５２－３２１１

８：００～１８：００
以外の時間帯

土・日・祭日 ２４時間

（沖縄県）
信用
金庫名

曜日等 受付時間帯 受付先名称 受付先電話番号 備考

８：００～１７：００ 各お取引店 各お取引店電話番号 （例）本店：０９８－９３３－１１３７

８：００ ～ １７：００
以外の時間帯

土・日・祝日 ２４時間

九州しんきん情報サービスへの自動転送を
行います。

０９８７－２１－９１３１

土・日・祝日

コザ
平日

奄美大島
平日

鹿児島相互

平日

土・日・祝日

宮崎都城

高鍋信用金庫
カード紛失等事故受付センター

０９８５－２９－６２６２

０１２０－８８５－２９９

九州信金共同事務センター ０９２－４１１－１５９１

鹿児島信用金庫 休日・時間外
お問い合わせダイヤル

カード紛失等事故受付センター

しんきんサービスセンター

０１２０－６８－６８２９

各お取引店

０１２０－３６１－３３４

九州しんきん情報サービス監視センターへ
の自動転送を行います。

０１２０－７０７－７０２

０１２０－３９－１９８５
九州しんきん情報サービスへの自動転送を
行います。

鹿児島

信金事故届け受付センター

２４時間

日田

平日

平日

８：４５ ～ １７：００

平日

南郷

平日

各お取引店電話番号

８：３０～１８：００
以外の時間帯

延岡

高鍋

平日

平日

大分
みらい

カードお問合せセンター

日田信用金庫カード
通帳盗難紛失受付センター

平日

22


