
名称 支店 住所 電話

朝日信用金庫 金町支店 葛飾区東金町３－３０－１３ 3607-5108

朝日信用金庫 新小岩支店 江戸川区松島３－３６－２ 3653-5551

朝日信用金庫 堀切支店 葛飾区堀切１－４０－１４ 3696-0211

東信用組合 葛飾支店 葛飾区お花茶屋１－２８－８ 3603-2531

亀有信用金庫  青戸支店 葛飾区立石８－１８－１９ 3697-7111

亀有信用金庫  綾瀬支店 足立区東綾瀬１－２１－１７ 3620-9911

亀有信用金庫  飯塚支店 葛飾区西水元１－２６－１３ 3600-1171

亀有信用金庫  亀有駅北口支店 葛飾区亀有５－２９－５ 5682-9321

亀有信用金庫  佐野支店 足立区佐野１－２１－５ 3628-1212

亀有信用金庫  柴又支店 葛飾区柴又１－３７－１０ 3607-3111

亀有信用金庫  細田支店 葛飾区細田５－２１－１ 3650-8811

亀有信用金庫  堀切支店 葛飾区堀切４－９－３ 3697-2185

亀有信用金庫  本　　店 葛飾区亀有３－１３－１ 3603-0171

亀有信用金庫  水元支店 葛飾区東水元２－１０－７ 3608-1151

きらぼし銀行 亀有支店 葛飾区亀有３－１７－３ 3603-2151

きらぼし銀行 立石支店 葛飾区立石７－２３－４ 3697-6171

きらぼし銀行 新小岩支店 葛飾区西新小岩４－３９－１７ 3694-5561

興産信用金庫 金町支店 葛飾区金町６－２－１ 3607-3166

興産信用金庫 立石支店 葛飾区立石１－７－３０ 3691-3106

江東信用組合 柴又支店 葛飾区柴又１－４６－９ 3600-4311

小松川信用金庫 奥戸支店 葛飾区奥戸２－４１－１７ 3696-0351

小松川信用金庫 菅原橋支店 江戸川区松本１－２５－１６ 3652-3136

小松川信用金庫 東四つ木支店 葛飾区東四つ木４－２５－１２ 3696-1781

城北信用金庫 青戸支店 葛飾区青戸５－１－４ 3690-5121

城北信用金庫 綾瀬北支店 足立区綾瀬５－２１－９ 3605-1151

城北信用金庫 綾瀬南支店 足立区綾瀬２－３－１４ 3603-3371

城北信用金庫 葛飾支店 葛飾区東新小岩７－７－１ 3697-6231

城北信用金庫 白鳥支店 葛飾区白鳥４－４－８ 3603-1151

城北信用金庫 高砂支店 葛飾区高砂５－３８－９ 3600-5141

城北信用金庫 堀切支店 葛飾区堀切３－２５－１０ 3697-7831
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青和信用組合 奥戸支店 葛飾区奥戸２－３７－１０ 3691-1151

青和信用組合 京成小岩支店 江戸川区北小岩５－２－７ 3650-5111

青和信用組合 柴又支店 葛飾区柴又１－１４－６ 3627-7111

青和信用組合 新小岩支店 葛飾区西新小岩５－３１－８ 3691-9431

青和信用組合 新柴又駅前支店 葛飾区柴又５－１－６ 5693-8111

青和信用組合 細田支店 葛飾区細田４－２３－１９ 3672-6161

青和信用組合 本　　店 葛飾区高砂３－１２－２ 3658-1111

大東京信用組合 新小岩支店 葛飾区東新小岩５－２－６ 3691-9536

第一勧業信用組合 青戸支店 葛飾区青戸３－４０－３ 3602-1171

第一勧業信用組合 亀有支店 葛飾区亀有３－２０－８ 3602-9161

第一勧業信用組合 水元支店 葛飾区水元３－２２－２６ 3627-5931

千葉銀行 金町支店 葛飾区金町６－２－１ 3607-4121

千葉銀行 小岩支店 葛飾区新小岩１－５３－１０ 5662-9481

東栄信用金庫 奥戸支店 葛飾区奥戸４－１４－１２ 5670-6111

東栄信用金庫 立石支店 葛飾区立石１－１７－１２ 3692-4811

東栄信用金庫 本　　店 葛飾区新小岩１－５２－８ 3653-3111

東栄信用金庫 本一色支店 江戸川区本一色３－２４－１６  5662-2111

東京シティ信用金庫 亀有支店 足立区東和２－２－５ 3620-8101

東京シティ信用金庫 京成小岩支店 江戸川区北小岩６－６－９ 3673-3151

東京シティ信用金庫 新小岩支店 葛飾区東新小岩５－１６－１３ 3697-6181

東京シティ信用金庫 東四つ木支店 葛飾区東四つ木４－８－１６ 3695-9811

東京シティ信用金庫 堀切支店 葛飾区堀切６－２８－１３ 3602-8181

東京シティ信用金庫 新柴又支店 葛飾区鎌倉３-２８-２４ 3657-8701

東京スマイル農業協同組合　　　奥戸支店 葛飾区奥戸２-４０-１ 3694-3711

東京スマイル農業協同組合　　　葛飾支店 葛飾区白鳥４－１１－１５ 3602-6261

東京スマイル農業協同組合　　　柴又支店 葛飾区柴又６－６－２ 3657-4131

東京スマイル農業協同組合　　　水元支店 葛飾区南水元４－１１－１３ 3609-3596

東京東信用金庫 綾瀬支店 足立区綾瀬４－７－１２ 3605-4141

東京東信用金庫 お花茶屋支店 葛飾区白鳥１－２－７ 3697-6101

東京東信用金庫 葛飾支店 葛飾区四つ木２－６－７ 3691-8511

東京東信用金庫 金町支店 葛飾区東金町１－２０－１２ 3609-5511

東京東信用金庫 北小岩支店 江戸川区北小岩２－８－２１ 3657-4106

 
 

起
業
家
支
援
融
資



東京東信用金庫 新小岩支店 江戸川区本一色１－１３－７ 3655-2661

東京東信用金庫 高砂支店 葛飾区高砂３－１２－１ 3672-4011

東京東信用金庫 西小岩支店 江戸川区西小岩１－２１－１０ 3650-0111

中ノ郷信用組合 葛飾支店 葛飾区立石５－１０－７ 3691-8931

中ノ郷信用組合 新小岩支店 葛飾区東新小岩８－３０－８ 3694-3311

中ノ郷信用組合 立石支店 葛飾区立石２－４－２ 3697-6111

中ノ郷信用組合 堀切支店 葛飾区堀切６－１０－１８ 3604-4721

東日本銀行 新小岩支店 葛飾区西新小岩４－４２－１７ 3691-8401

みずほ銀行 綾瀬支店 足立区綾瀬１－３９－７ 3601-6111

みずほ銀行 葛飾支店 葛飾区立石１－３－１２ 3694-2211

みずほ銀行 金町支店 葛飾区東金町１－２３－２ 3600-3131

みずほ銀行 亀有支店 葛飾区亀有５－３３－９ 3606-1121

みずほ銀行 小岩支店 江戸川区南小岩７－１３－６ 5693-1211

みずほ銀行 高砂支店 葛飾区高砂５－４３－３ 3609-2341

みずほ銀行 平井支店 江戸川区平井３－３０－４ 3682-2215

三井住友銀行 綾瀬支店 足立区綾瀬３－３－１０ 3628-3111

三井住友銀行 葛飾支店 葛飾区四つ木２－３０－１６ 3697-1111

三井住友銀行 亀有支店 葛飾区亀有３－２６－１ 3601-3281

三井住友銀行 小岩支店 江戸川区南小岩７－２３－１０ 3657-1111

三井住友銀行 新小岩支店 葛飾区新小岩１－４８－１８ 3654-2111

三井住友銀行 千住支店 足立区千住２－５５ 3888-3121

三菱ＵＦＪ銀行 葛飾支店 葛飾区立石１－１６－１５ 3697-6161

三菱ＵＦＪ銀行 亀有支店 葛飾区亀有３－２３－１ 3601-4151

三菱ＵＦＪ銀行 亀有駅前支店 葛飾区亀有３－２３－１ 3601-3431

三菱ＵＦＪ銀行 小岩支店 江戸川区西小岩１－２３－１４ 3658-2464

三菱ＵＦＪ銀行 新小岩支店 葛飾区新小岩１－４３－６ 5607-1003

りそな銀行 青戸支店 葛飾区青戸３－３２－１６ 3602-5141

りそな銀行 金町支店 葛飾区金町２－２９－１０ 3607-3101

りそな銀行 小岩支店 江戸川区南小岩６－３１－１２ 3657-1131

りそな銀行 堀切支店 葛飾区堀切４－９－５ 3697-2191
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亀有信用金庫  青戸支店 葛飾区立石８－１８－１９ 3697-7111

亀有信用金庫  飯塚支店 葛飾区西水元１－２６－１３ 3600-1171

亀有信用金庫  亀有駅北口支店 葛飾区亀有５－２９－５ 5682-9321

亀有信用金庫  柴又支店 葛飾区柴又１－３７－１０ 3607-3111

亀有信用金庫  細田支店 葛飾区細田５－２１－１ 3650-8811

亀有信用金庫  堀切支店 葛飾区堀切４－９－３ 3697-2185

亀有信用金庫  本　　店 葛飾区亀有３－１３－１ 3603-0171

亀有信用金庫  水元支店 葛飾区東水元２－１０－７ 3608-1151

青和信用組合 奥戸支店 葛飾区奥戸２－３７－１０ 3691-1151

青和信用組合 京成小岩支店 江戸川区北小岩５－２－７ 3650-5111

青和信用組合 柴又支店 葛飾区柴又１－１４－６ 3627-7111

青和信用組合 新小岩支店 葛飾区西新小岩５－３１－８ 3691-9431

青和信用組合 新柴又駅前支店 葛飾区柴又５－１－６ 5693-8111

青和信用組合 細田支店 葛飾区細田４－２３－１９ 3672-6161

青和信用組合 本　　店 葛飾区高砂３－１２－２ 3658-1111

東栄信用金庫 奥戸支店 葛飾区奥戸４－１４－１２ 5670-6111

東栄信用金庫 立石支店 葛飾区立石１－１７－１２ 3692-4811

東栄信用金庫 本　　店 葛飾区新小岩１－５２－８ 3653-3111

日本政策金融公庫　 千住支店 足立区千住仲町４１―１ 3881-6175

東京商工会議所 葛飾支部 葛飾区青戸７－２－１ 3838-5656

創業アシストプラザ （東京信用保証協会） 中央区八重洲２－６－１７ 3272-2279
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