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店舗案内

本店営業部・本部・インターネット静岡支店
❶ 本店営業部 ☎ 054-221-6111 静岡市葵区黒金町5-1
❷ 本部 ☎ 054-221-6100 静岡市葵区西門町1-20
❸ インターネット静岡支店　　　　　　　　静岡市葵区西門町1-20

https://shizuoka.rokin.or.jp/(金庫ホームページアドレス)

営 業 店
❹ 下田支店 ☎ 0120-609-123 下田市1-12-3
❺ 伊東支店 ☎ 0557-37-6135 伊東市松川町5-12
❻ 田方支店 ☎ 0558-76-5111 伊豆の国市田京164-7
❼ 御殿場支店 ☎ 0550-83-5100 御殿場市萩原548-9
❽ 裾野支店 ☎ 055-993-8111 裾野市深良425-1

裾野ローンセンター ☎ 055-993-8111
❾ 三島支店 ☎ 055-973-9111 三島市大宮町3-17-11

三島ローンセンター ☎ 055-973-9111
沼津支店 ☎ 055-926-1111 沼津市双葉町6-5
沼津ローンセンター ☎ 055-926-5515
富士支店 ☎ 0545-53-2525 富士市永田町2-36
富士ローンセンター ☎ 0545-52-8333
富士宮支店 ☎ 0544-23-1234 富士宮市弓沢町109-1
清水支店 ☎ 054-366-3666 静岡市清水区辻1-14-16
清水ローンセンター ☎ 054-366-3666
静岡中央支店 ☎ 054-283-7111 静岡市駿河区曲金6-6-8
静岡中央ローンセンター ☎ 054-283-8080
焼津支店 ☎ 054-629-2345 焼津市西小川2-7-7
藤枝支店 ☎ 054-636-8811 藤枝市田沼4-1-43
藤枝ローンセンター ☎ 054-636-8800
島田支店 ☎ 0547-36-6526 島田市中溝町2425-1
榛南支店 ☎ 0548-22-3344 牧之原市細江1684-1
掛川支店 ☎ 0537-24-5111 掛川市中央2-5-6
掛川ローンセンター ☎ 0537-24-5111
袋井支店 ☎ 0538-43-4649 袋井市泉町1-7-13
小笠支店 ☎ 0537-72-7111 掛川市大坂405-2

磐田支店 ☎ 0538-34-7111 磐田市中泉112-13
磐田ローンセンター ☎ 0538-34-3311
浜松中央支店 ☎ 053-456-9111 浜松市中区中央3-15-37
浜松中央ローンセンター ☎ 053-456-9331
浜松東支店 ☎ 053-456-9111 浜松市中区中央3-15-37
佐鳴台相談センター
（浜松西出張所）

☎ 053-449-7733  浜松市中区佐鳴台3-54-31

浜松高台支店 ☎ 053-438-1611 浜松市中区葵東2-20-20
浜松高台ローンセンター ☎ 053-438-1611
浜北支店 ☎ 053-586-5511 浜松市浜北区小松498-1
湖西支店 ☎ 053-576-3511 湖西市古見1005-1
湖西ローンセンター ☎ 053-576-3511

 
(注)1.下田支店･伊東支店の営業時間は平日9:00～12:30、13:30～15:00です。 

2.佐鳴台相談センター(浜松西出張所)の営業時間は平日11:00～13:00、
14:00～18:30です。なお、現金のお取扱いはATMのみとなり、当座預金、
税金・公共料金等の収納、両替などの業務は行っておりません。

■当金庫を所属労働金庫とする労働金庫代理業者(代理店)はありません。

自動機稼働時間
本店営業部 平日8：00～21：00／土･日･祝日9：00～17：00
各　支　店 平日8：00～21：00／土･日･祝日9：00～19：00
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店舗外キャッシュサービスコーナー案内
ATM設置場所 住　所 平　日 土曜日 日曜・祝日

大仁テック前 伊豆の国市大仁570   9：00～19：00   9：00～17：00
イオンモール富士宮 富士宮市浅間町1-8   9：00～21：00   9：00～21：00   9：00～21：00
富士横割 富士市横割2-4-11   9：00～19：00   9：00～17：00   9：00～17：00
富士市役所 富士市永田町1-100   9：00～17：00
イオンタウン富士南 富士市鮫島118-10   9：00～21：00   9：00～21：00   9：00～21：00
清水区役所 静岡市清水区旭町6-8   9：00～18：00   9：00～14：00
ベイドリーム清水 静岡市清水区駒越北町8-1 10：00～20：00 10：00～20：00 10：00～20：00
草薙 静岡市清水区草薙一里山5-5   9：00～19：00   9：00～17：00
マークイズ静岡 静岡市葵区柚木1026 10：00～20：00 10：00～20：00 10：00～20：00
静岡市役所 静岡市葵区追手町5-1   8：45～18：00
県庁西館 静岡市葵区追手町9-6   9：00～18：00
鷹匠 静岡市葵区鷹匠2-10-16   8：00～19：00   9：00～19：00   9：00～19：00
西門町 静岡市葵区西門町1-20   8：00～21：00   9：00～19：00   9：00～19：00
遠鉄ストア菊川店 菊川市堀之内546-1   9：30～21：00   9：30～20：00   9：30～20：00
バロー掛川店 掛川市大池539 10：00～20：00   9：30～20：00 日　  9：30～20：00

祝　10：00～20：00

森町役場 周智郡森町森2101-1   9：00～18：00   9：00～17：00
遠鉄ストア竜洋店 磐田市豊岡字金洗6926-3   9：00～20：00   9：00～20：00   9：00～20：00
イオンタウン磐田 磐田市西貝塚3690   9：00～20：00   9：00～20：00   9：00～20：00
ららぽーと磐田 磐田市高見丘1200 10：00～21：00 10：00～21：00 10：00～21：00
ベイシアフードセンター磐田豊岡店 磐田市下神増93   9：00～20：00   9：00～20：00   9：00～20：00
イオンモール浜松市野 浜松市東区天王町字諏訪1981-3 10：00～21：00 10：00～21：00 10：00～21：00
NTT浜松 浜松市中区板屋町103-3   9：00～19：00   9：00～17：00   9：00～17：00
遠鉄ストアフードワン高林店 浜松市中区高林1-5-20   8：00～21：00   8：00～21：00   8：00～21：00
フィールハミング 浜松市中区新津町709-1   9：30～21：00   9：30～21：00   9：30～21：00
佐鳴台相談センター（浜松西出張所） 浜松市中区佐鳴台3-54-31   8：00～21：00   9：00～19：00   9：00～19：00
バロー高塚店 浜松市南区高塚町4888-11 10：00～20：00   9：30～20：00 日　  9：30～20：00

祝　10：00～20：00

ジャンボエンチョーきらりタウン浜北店 浜松市浜北区染地台5-7-8   9：00～20：00   9：00～20：00   9：00～20：00
西鹿島 浜松市浜北区於呂3853-1   9：00～19：00   9：00～17：00
バロー引佐店 浜松市北区引佐町金指1038-1   9：00～20：00   9：00～20：00   9：00～20：00
FDK(株)湖西工場前 湖西市鷲津2281   9：00～19：00   9：00～17：00
デンソー湖西製作所北 湖西市梅田390   9：00～19：00   9：00～17：00
(注) 商業施設内に設置されている自動機は、各施設の営業時間内のみご利用いただけます。

自動機設置状況
自 動 機 総 台 数 ９０
う ち 店 舗 外 壁 ４９
うちパブリックスペース ３１
う ち 企 業 内 １０

(2021年7月1日現在)

全国ろうきんの概要
(2021年3月末)

● 金庫数  ……………………… 13金庫
● 店舗数  ……………………… 608店舗
● 常勤役職員数  ……………… 11,340人
● 団体会員数  …………… 50,138会員
● 間接構成員数  ………… 11,670,451人
● 預金残高  …………… 21兆9,026億円
● 融資残高  …………… 14兆6,374億円

ろうきんは総合力で事業の維持・
発展に取組んでいます。

● 全国の労働金庫は(一社)全国労働金庫
協会(労金協会)と労働金庫連合会(労金
連合会)を中央機関とし、13金庫608店
舗(2021年3月末現在)が一大ネットワ
ークを形成しています。

● 労金協会は全国労金の指導･調整･連絡･
渉外などを、労金連合会は全国労金の資
金の需要調整･運用や全国的な統一業務
を行っています。
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