稚 内 し ん き ん
（礼文島）

■ 役員一覧
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●稚内地区営業本部長（本店営業部長）
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（利尻島）
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●旭川地区営業本部長（旭川支店長）
桑原
潔
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●札幌地区営業本部長（札幌支店長）
大池 一治

12

14

■ 店舗のご案内
田辺

浩

山内
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1

本

店

稚内市中央3丁目9番6号
℡（代）0162-23-5131
■開設年月日／S20．
10．
15
■本店営業部長 田辺 浩
■本店営業部長（営業室担当）山内
■預 金／53,800
■貸出金／27,130

2

南支店

3

稚内市大黒3丁目3番38号
℡（代）0162-23-5141
■開設年月日／S36．
12．5
■支店長 本多 芳秋
■預 金／32,892
■貸出金／ 5,606
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12

礼文支店
礼文郡礼文町香深村字トンナイ40
℡（代）0163-86-1050
■開設年月日／S26．7．1
■支店長 清野 一郎
■預 金／11,335
■貸出金／ 2,723

北支店

4

稚内市恵比須1丁目5番23号
℡（代）0162-23-4371
■開設年月日／S41．3．
28
■支店長 米津 隆範
■預 金／10,776
■貸出金／ 1,151

7

利尻富士支店
利尻郡利尻富士町鴛泊字本町6番地18
℡（代）0163-82-1126
■開設年月日／S25．5．1
■支店長 松倉 晋一
■預 金／12,591
■貸出金／ 3,151

東支店

5

稚内市潮見4丁目4番35号
℡（代）0162-32-3651
■開設年月日／S48．
12．1
■支店長 丹羽 一美
■預 金／20,372
■貸出金／ 4,444

8

利尻支店
利尻郡利尻町沓形字本町34
℡（代）0163-84-2525
■開設年月日／S25．5．1
■支店長 三上 新一
■預 金／10,483
■貸出金／ 1,633

秀樹

富岡支店
稚内市富岡2丁目1番1号
℡（代）0162-33-5151
■開設年月日／H 1．
10．2
■支店長 根田 儀仁
■預 金／13,429
■貸出金／ 1,598
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鬼志別支店
宗谷郡猿払村鬼志別南町183番地
℡（代）01635-2-3121
■開設年月日／S23．
12．1
■支店長 赤瀬 義範
■預 金／11,834
■貸出金／ 1,848
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10 浜頓別支店
枝幸郡浜頓別町大通2丁目10
℡（代）01634-2-2323
■開設年月日／S25．
10．1
■支店長 国分 満
■預 金／10,750
■貸出金／ 1,025

14 雄武支店
紋別郡雄武町字雄武702
℡（代）0158-84-3322
■開設年月日／S61．
11．4
■支店長 山片 正晃
■預 金／13,150
■貸出金／ 3,207

18 遠別支店
天塩郡遠別町本町3丁目54
℡（代）01632-7-2251
■開設年月日／S26．5．
14
■支店長 大西 親美
■預 金／12,760
■貸出金／ 1,584

22 札幌支店
札幌市中央区北1条西7丁目
1番地プレスト1・7ビル1F
℡（代）011-272-5531
■開設年月日／H 5．
11．
15
■支店長 大池 一治
■預 金／17,953
■貸出金／11,630

11 中頓別支店
枝幸郡中頓別町中頓別62
℡（代）01634-6-1121
■開設年月日／S26．6．6
■支店長 佐藤 直樹
■預 金／12,457
■貸出金／
946

15 豊富支店
天塩郡豊富町豊富表通158
℡（代）0162-82-1200
■開設年月日／S27．4．1
■支店長 本間 勲
■預 金／15,621
■貸出金／ 1,340

19 旭川支店
旭川市2条通8丁目左8号
℡（代）0166-23-2311
■開設年月日／S50．4．1
■支店長 桑原 潔
■預 金／20,985
■貸出金／ 2,429

23 清田支店
札幌市清田区清田1条4丁目
1番40号
℡（代）011-886-5588
■開設年月日／H10．
10．
12
■支店長 鈴木 慎一
■預 金／19,187
■貸出金／ 4,457

12 枝幸支店
枝幸郡枝幸町本町162
℡（代）0163-62-1281
■開設年月日／S25．9．
15
■支店長 山上 悟
■預 金／24,441
■貸出金／ 2,993

16 幌延支店
天塩郡幌延町3条南1丁目5番地
℡（代）01632-5-1224
■開設年月日／S26．5．
20
■支店長 越後谷 英二
■預 金／12,597
■貸出金／
739

20 神居支店
旭川市神居3条2丁目1番1号
℡（代）0166-62-6262
■開設年月日／S53．
10．2
■支店長 田中 慎司
■預 金／11,622
■貸出金／ 1,992

13 歌登支店
枝幸郡枝幸町歌登西町121
℡（代）0163-68-2141
■開設年月日／S25．
10．1
■支店長 畠山 弘雅
■預 金／ 8,986
■貸出金／
830

17 天塩支店
天塩郡天塩町新栄通6丁目1234
℡（代）01632-2-1553
■開設年月日／S25．9．1
■支店長 森 豊昭
■預 金／ 8,764
■貸出金／ 1,061

21 末広支店
旭川市末広東1条8丁目1番9号
℡（代）0166-57-7111
■開設年月日／S57．9．
20
■支店長 本山 和道
■預 金／18,173
■貸出金／ 1,418

24 琴似支店
札幌市西区山の手3条1丁目
3番5号
℡（代）011-631-5102
■開設年月日／H21．
11．
30
■支店長 小山内 雄一
■預 金／12,049
■貸出金／ 1,187

※預金・貸出金は、平成26年9月末現在
（金額単位:百万円）
※各部店長は、平成26年10月末現在
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