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●稚内地区営業本部長（本店営業部長）
大池 一治
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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）
志摩 隆宏
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■ 店舗のご案内
大池 一治 山内 秀樹
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南支店
稚内市大黒3丁目3番38号
TEL㈹0162-23-5141
■開設年月日／S36．
12．5
■支店長 佐藤 光昭
■預 金／34,640
■貸出金／ 5,811
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礼文支店
礼文郡礼文町香深村字トンナイ40
TEL㈹0163-86-1050
■開設年月日／S26．7．1
■支店長 清野 一郎
■預 金／13,205
■貸出金／ 2,154

北支店

4

稚内市恵比須1丁目5番23号
TEL㈹0162-23-4371
■開設年月日／S41．3．
28
■支店長 米津 隆範
■預 金／11,012
■貸出金／ 1,031
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利尻富士支店
利尻郡利尻富士町鴛泊字本町6番地18
TEL㈹0163-82-1126
■開設年月日／S25．5．1
■支店長 松倉 晋一
■預 金／12,994
■貸出金／ 3,146

店

稚内市中央3丁目9番6号
TEL㈹0162-23-5131
■開設年月日／S20．
10．
15
■本店営業部長 大池 一治
■本店営業部 営業室担当部長
■預 金／56,470
■貸出金／25,721

※1 職員外理事です。
※2 信用金庫法第32条第５項に
定める員外監事です。
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本

東支店

※これはイメージ図です。
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稚内市潮見2丁目1番31号
TEL㈹0162-32-3651
■開設年月日／S48．
12．1
■支店長 丹羽 一美
■預 金／21,639
■貸出金／ 4,053
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利尻支店
利尻郡利尻町沓形字本町34
TEL㈹0163-84-2525
■開設年月日／S25．5．1
■支店長 三上 新一
■預 金／10,531
■貸出金／ 1,588

山内

秀樹

富岡支店
稚内市富岡2丁目1番1号
TEL㈹0162-33-5151
■開設年月日／H 1．
10．2
■支店長 日詰 賢一
■預 金／14,641
■貸出金／ 1,722
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鬼志別支店
宗谷郡猿払村鬼志別南町183番地
TEL㈹01635-2-3121
■開設年月日／S23．
12．1
■支店長 赤瀬 義範
■預 金／13,767
■貸出金／ 2,286
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10 浜頓別支店
枝幸郡浜頓別町大通2丁目10
TEL㈹01634-2-2323
■開設年月日／S25．
10．1
■支店長 国分 満
■預 金／11,687
■貸出金／ 1,079

14 雄武支店
紋別郡雄武町字雄武702
TEL㈹0158-84-3322
■開設年月日／S61．
11．4
■支店長 山片 正晃
■預 金／13,838
■貸出金／ 2,650

18 遠別支店
天塩郡遠別町本町3丁目54
TEL㈹01632-7-2251
■開設年月日／S26．5．
14
■支店長 髙橋 誠治
■預 金／14,163
■貸出金／ 1,659

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
TEL㈹011-272-5531
■開設年月日／H 5．
11．
15
■支店長 志摩 隆宏
■預 金／21,243
■貸出金／11,364

11 中頓別支店
枝幸郡中頓別町中頓別62
TEL㈹01634-6-1121
■開設年月日／S26．6．6
■支店長 佐藤 直樹
■預 金／12,890
■貸出金／
746

15 豊富支店
天塩郡豊富町豊富表通158
TEL㈹0162-82-1200
■開設年月日／S27．4．1
■支店長 本間 勲
■預 金／16,744
■貸出金／ 1,767

19 旭川支店
旭川市2条通8丁目左8号
TEL㈹0166-23-2311
■開設年月日／S50．4．1
■支店長 桑原 潔
■預 金／22,034
■貸出金／ 2,347

23 清田支店
札幌市清田区清田1条4丁目
1番40号
TEL㈹011-886-5588
■開設年月日／H10．
10．
12
■支店長 田中 慎司
■預 金／24,405
■貸出金／ 5,265

12 枝幸支店
枝幸郡枝幸町本町705番地10
TEL㈹0163-62-1281
■開設年月日／S25．9．
15
■支店長 山上 悟
■預 金／25,850
■貸出金／ 2,813

16 幌延支店
天塩郡幌延町3条南1丁目5番地
TEL㈹01632-5-1224
■開設年月日／S26．5．
20
■支店長 越後谷 英二
■預 金／13,773
■貸出金／
646

20 神居支店
旭川市神居3条5丁目1番7号
TEL㈹0166-62-6262
■開設年月日／S53．
10．2
■支店長 竹達 俊生
■預 金／12,603
■貸出金／ 2,880

24 琴似支店
札幌市西区山の手3条1丁目
3番5号
TEL㈹011-631-5102
■開設年月日／H21．
11．
30
■支店長 鈴木 慎一
■預 金／16,246
■貸出金／ 2,195

13 歌登支店
枝幸郡枝幸町歌登西町121
TEL㈹0163-68-2141
■開設年月日／S25．
10．1
■支店長 畠山 弘雅
■預 金／ 9,187
■貸出金／
651

17 天塩支店
天塩郡天塩町新栄通6丁目1234
TEL㈹01632-2-1553
■開設年月日／S25．9．1
■支店長 竹内 満弘
■預 金／ 9,503
■貸出金／ 1,055

21 末広支店
旭川市末広東1条8丁目1番9号
TEL㈹0166-57-7111
■開設年月日／S57．9．
20
■支店長 松井 敬三
■預 金／19,609
■貸出金／ 1,321

※預金・貸出金は、平成29年9月末現在
（金額単位：百万円）
※各部店長は、平成29年9月末現在
※東支店は、本誌作成時に写真撮影が
間に合わないため、イメージ図と
なっております。
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