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十八親和銀行 店舗統合の実施日（移転日）について
本日、当社の子会社である株式会社十八親和銀行（取締役頭取 森 拓二郎）は、別紙のとお
り「店舗統合の実施（移転日）について」を公表しましたのでお知らせします。
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店舗統合の実施日（移転日）について
株式会社十八親和銀行（取締役頭取 森 拓二郎）は、2019年10月29日のニュースリリース
にて店舗統合を行う旨を公表しておりましたが、店舗毎の具体的な実施日（移転日）が決定い
たしましたので、改めてお知らせいたします。
店舗統合（移転）につきましては、原則近隣に位置する店舗（車で10分圏内）を対象とし
ております。今後は、店舗統合によって生じる人員等の経営資源を再配置することで、お客さ
まへの訪問回数の増加や、きめ細かい対応、新サービスの提供等につなげていく予定です。
これまで以上に付加価値の高いサービスを提供し、地域経済活性化に貢献してまいりますの
で、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
お客さまのお手続きについて
 店舗統合（移転）にともなう、お客さまによるお手続きは特段ございません。
店名・店番・口座番号

変更ありません。
店舗統合（移転）に伴う通帳繰越は必要ございません。
【旧十八銀行の通帳をご利用のお客さま】
 旧十八銀行ATMにおいて入出金・残高照会・記帳のお取引は可能ですが、

通帳

旧親和銀行ATMでのお取扱はできません。
 そのため、新通帳への繰越をお願いいたします。
【旧親和銀行の通帳をご利用のお客さま】
 全てのATMでご利用することができますが、新通帳への繰越をお勧めして
おります。

キャッシュカード

変更ありません。そのままご利用いただけます。

 貸金庫・夜間金庫をご利用のお客さまは移転のお手続きをお願いいたします。
貸金庫

移転する店舗の貸金庫をご利用のお客さまには、お手続きについて
別途ご案内いたします。

夜間金庫

移転する店舗の夜間金庫をご利用のお客さまには、お手続きについ
て別途ご案内いたします。
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「移転する店舗」について
 「移転する店舗」は「移転先店舗」の建物に移りますが、支店としてはそのまま存続し、
廃止されません。
 お客さまのお取引（店名・口座番号等）もそのまま継続されます。
 「移転する店舗」のお客さまは、お取引店舗の場所（建物）のみが変更されることになります。
 建物に付随する設備である「貸金庫および夜間金庫」をご利用のお客さまはお手続きが必要と
なりますので、ご協力をお願いいたします。
※この店舗統合の方法を「店舗内店舗方式」と呼んでいます。

店舗統合前・統合後のイメージ：「住吉中央支店」→「住吉支店」の場合
現状：別々の建物内で営業

店舗統合後：住吉支店の建物内で営業
「住吉中央支店」は

 窓口の区別はございません。

「住吉支店」の建物内へ移転

住吉支店
住吉支店

住吉中央支店
店名・店番・
口座番号変更なし

住吉中央支店

 店舗統合前と同様に、どちらの
支店のお客さまもお取引できます。
 支店長および行員は両支店を
兼務いたします。

「貸金庫」「夜間金庫」をご利用の住吉中央支店のお客さまは、
住吉支店もしくは別の支店への移転のお手続きをお願いいたします。

◇ 「住吉中央支店：店番105」の場合・・・「住吉支店：店番190」の店舗に移転
105

4567890

店名・店番の変更はございません。

口座番号の変更はございません。

店名が「住吉支店」もしくは「住吉支店兼住吉中央支店」
へ変更されることはございません。

店舗内ATMコーナーについて
 「移転する店舗」のATMコーナーについては、原則「移転先店舗」に集約いたします。
 店舗統合（移転）に伴い店舗内ATMからの振込みは自店扱いとなり、下記条件の場合、
振込手数料は165円から55円となります。
 移転先店舗の店舗内ATMから、移転する店舗（支店口座）への通帳・キャッシュカードを
使った3万円以上の振込手数料。
以 上
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店舗統合の実施日（移転日）
地区
県南

移転する店舗

移転先店舗

移転日

長崎営業部（旧親和）

本店営業部（旧十八）

2021年 9月21日（火）

北支店（旧十八）

大波止支店（旧親和）

2021年 7月26日（月）

思案橋支店（旧十八）

浜町支店（旧親和）

2021年 9月21日（火）

大学病院前支店（旧十八）

浦上駅前支店（旧親和）

2022年 3月22日（火）

大浦支店（旧十八）

大浦中央支店（旧親和）

2022年 3月 7日（月）

本原支店（旧親和）

2021年10月11日（月）

野母支店（旧十八）

野母中央支店（旧親和）

2021年12月 6日（月）

時津支店（旧十八）

時津中央支店（旧親和）

2021年 9月21日（火）

長与支店（旧十八）

長与中央支店（旧親和）

2022年 1月11日（火）

長崎市役所中央支店（旧親和）

長崎市役所支店（旧十八）

2021年 5月10日（月）

旭町支店（旧親和）

稲佐支店（旧十八）

2021年 8月23日（月）

県庁支店（旧十八）

県庁中央支店（旧親和）

2021年 5月10日（月）

平和町支店（旧親和）

浦上支店（旧十八）

2021年11月22日（月）

日見支店（旧十八）

日見中央支店（旧親和）

2022年 2月 7日（月）

富士見町支店（旧親和）

城山支店（旧十八）

2022年 1月24日（月）

住吉中央支店（旧親和）

住吉支店（旧十八）

2021年 6月 7日（月）

西町支店（旧親和）

大橋支店（旧十八）

2021年 5月24日（月）

滑石中央支店（旧親和）

滑石支店（旧十八）

2022年 2月 7日（月）

葉山支店（旧親和）

道の尾支店（旧十八）

2021年 5月24日（月）

長崎漁港中央支店（旧親和）

長崎漁港支店（旧十八）

2022年 3月22日（火）

馬町支店（旧親和）

新大工町支店（旧十八）

2021年12月20日（月）

新戸町中央支店（旧親和）

新戸町支店（旧十八）

2021年11月 8日（月）

深堀中央支店（旧親和）

深堀支店（旧十八）

2021年 6月 7日（月）

東長崎中央支店（旧親和）

東長崎支店（旧十八）

2022年 1月11日（火）

佐世保中央支店（旧十八）

佐世保本店営業部（旧親和）

2021年 7月26日（月）

佐世保駅前支店（旧十八）

佐世保支店（旧親和）

2022年 2月21日（月）

大宮中央支店（旧十八）

大宮支店（旧親和）

2021年12月20日（月）

佐世保俵町支店（旧十八）

宮田町支店（旧親和）

2021年12月 6日（月）

大野支店（旧親和）

2021年10月11日（月）

日野中央支店（旧十八）

日野支店（旧親和）

2021年11月 8日（月）

早岐中央支店（旧十八）

早岐支店（旧親和）

2021年10月25日（月）

権常寺出張所（旧十八）

花高支店（旧親和）

2021年 9月 6日（月）

本原中央支店（旧十八）
昭和町支店（旧十八）

県北

→

大野東支店（旧十八）
大野中央支店（旧親和）

佐世保市役所中央出張所（旧十八） 佐世保市役所支店（旧親和）

2021年 5月10日（月）

大瀬戸中央支店（旧十八）

大瀬戸支店（旧親和）

2022年 2月21日（月）

波佐見中央支店（旧十八）

波佐見支店（旧親和）

2022年 1月24日（月）

日宇支店（旧親和）

大塔支店（旧十八）

2021年11月22日（月）

彼杵支店（旧親和）

東彼杵支店（旧十八）

2022年 3月22日（火）

川棚支店（旧親和）

川棚中央支店（旧十八）

2021年 8月23日（月）

佐々支店（旧親和）

佐々中央支店（旧十八）

2021年 6月 7日（月）

平戸中央支店（旧十八）

平戸支店（旧親和）

2022年 1月24日（月）

松浦中央支店（旧十八）

松浦支店（旧親和）

2022年 2月21日（月）
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地区
県央

移転する店舗

→

移転先店舗

移転日

諫早支店（旧十八）

諫早中央支店（旧親和）

2021年 7月26日（月）

大村中央支店（旧十八）

大村支店（旧親和）

2021年 7月26日（月）

竹松中央支店（旧十八）

竹松支店（旧親和）

2021年 8月10日（火）

西諫早中央支店（旧親和）

西諫早支店（旧十八）

2021年 8月10日（火）

多良見中央支店（旧親和）

多良見町支店（旧十八）

2021年 6月21日（月）

諫早中核団地支店（旧親和）

貝津支店（旧十八）

2021年 5月24日（月）

諫早駅前中央支店（旧親和）

諫早駅前支店（旧十八）

2021年 9月 6日（月）

西大村中央支店（旧親和）

西大村支店（旧十八）

2021年 6月21日（月）

深江中央支店（旧十八）

深江支店（旧親和）

2022年 1月11日（火）

島原支店（旧親和）

島原中央支店（旧十八）

2021年 9月21日（火）

島原湊支店（旧親和）

湊支店（旧十八）

2022年 2月 7日（月）

国見中央支店（旧親和）

国見支店（旧十八）

2022年 3月 7日（月）

有家支店（旧十八）

2021年10月11日（月）

北有馬出張所（旧十八）

有馬支店（旧十八）

2021年12月 6日（月）

口之津中央支店（旧親和）

口之津支店（旧十八）

2021年11月 8日（月）

福江支店（旧十八）

福江中央支店（旧親和）

2022年 3月22日（火）

上五島支店（旧十八）

新上五島支店（旧親和）

2021年 8月23日（月）

壱岐

壱岐中央支店（旧親和）

壱岐支店（旧十八）

2021年10月25日（月）

対馬

対馬中央支店（旧親和）

対馬支店（旧十八）

2021年 7月26日（月）

福岡

福岡中央支店・博多支店（旧十八） 福岡営業部（旧親和）

2021年 8月10日（火）

西福岡支店（旧十八）

西新支店（旧親和）

2021年11月22日（月）

久留米中央支店（旧十八）

久留米支店（旧親和）

2021年12月20日（月）

北九州支店・下関支店（旧十八）

小倉支店（旧親和）

2021年10月25日（月）

東京中央支店（旧十八）

東京支店（旧親和）

2021年 6月21日（月）

島原

南島原支店（旧親和）
西有家支店（旧十八）

五島

東京
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（別添）

実施日（移転日）別スケジュール
2021年5月10日（月）
移転する店舗

長崎市役所中央支店（旧親和）

→

移転先店舗

長崎市役所支店（旧十八）

長崎市桜町2-22

長崎市桜町2-22

095-825-2529

095-823-1824

県庁支店（旧十八）

県庁中央支店（旧親和）

長崎市尾上町3-1

長崎市尾上町3-1

095-822-7096

095-821-3095

佐世保市役所中央出張所（旧十八）

佐世保市役所支店（旧親和）

佐世保市八幡町1-10

佐世保市八幡町1-10

0956-22-1855

0956-22-4217

2021年5月24日（月）
移転する店舗

西町支店（旧親和）

→

移転先店舗

大橋支店（旧十八）

長崎市白鳥町3-28

長崎市大橋町8-28

095-846-1132

095-845-2108

葉山支店（旧親和）

道の尾支店（旧十八）

長崎市葉山1-5-1

長崎市葉山1-3-10

095-856-1756

095-857-2001

諫早中核団地支店（旧親和）

貝津支店（旧十八）

諫早市津久葉町5-116

諫早市貝津町1636-16（店舗建替えにより移転予定）

0957-26-7000

0957-25-1881

2021年6月7日（月）
移転する店舗

住吉中央支店（旧親和）

→

移転先店舗

住吉支店（旧十八）

長崎市住吉町2-22

長崎市中園町1-6

095-844-3164

095-844-1221

深堀中央支店（旧親和）

深堀支店（旧十八）

長崎市深堀町1-145-24

長崎市深堀町1-161-33

095-871-0331

095-871-3161

佐々支店（旧親和）

佐々中央支店（旧十八）

北松浦郡佐々町本田原免187-5

北松浦郡佐々町市場免52

0956-62-2111

0956-62-2918

2021年6月21日（月）
移転する店舗

多良見中央支店（旧親和）

移転先店舗

→

多良見町支店（旧十八）

諌早市多良見町化屋710-1

諫早市多良見町化屋1882

0957-43-1151

0957-43-1818

西大村中央支店（旧親和）

西大村支店（旧十八）

大村市松並1-109-1

大村市松並1-283-6

0957-52-3191

0957-53-4171

東京中央支店（旧十八）

東京支店（旧親和）

東京都中央区日本橋2-3-4日本橋プラザビル6階

東京都中央区八重洲2-8-7福岡ビル5階

03-5200-0630

03-3277-2600
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（別添）
2021年7月26日（月）
移転する店舗

北支店（旧十八）

→

移転先店舗

大波止支店（旧親和）

長崎市大黒町14-5

長崎市五島町4-16

095-825-1800

095-822-8151

佐世保中央支店（旧十八）

佐世保本店営業部（旧親和）

佐世保市松浦町2-13

佐世保市島瀬町10-12

0956-24-1818

0956-24-5115

諫早支店（旧十八）

諫早中央支店（旧親和）

諫早市本町5-1

諫早市八坂町2-1

0957-23-1818

0957-22-0300

大村中央支店（旧十八）

大村支店（旧親和）

大村市本町397-8

大村市東三城町4-2

0957-52-3171

0957-52-2111

対馬中央支店（旧親和）

対馬支店（旧十八）

対馬市厳原町今屋敷681

対馬市厳原町今屋敷684-2

0920-52-7600

0920-52-0018

2021年8月10日（火）
移転する店舗

竹松中央支店（旧十八）

移転先店舗

→

竹松支店（旧親和）

大村市原口町642-1

大村市大川田町958

0957-55-8811

0957-55-7104

西諫早中央支店（旧親和）

西諫早支店（旧十八）

諫早市山川町1-5

諫早市山川町1-5

0957-26-8000

0957-26-1800

福岡中央支店（旧十八）・博多支店（旧十八）

福岡営業部（旧親和）

福岡市中央区渡辺通2-1-10

福岡市中央区西中洲6-27

092-761-5765

092-731-0091

2021年8月23日（月）
移転する店舗

旭町支店（旧親和）

→

移転先店舗

稲佐支店（旧十八）

長崎市旭町6-1

長崎市丸尾町1-1

095-861-5235

095-861-9181

川棚支店（旧親和）

川棚中央支店（旧十八）

東彼杵郡川棚町栄町56

東彼杵郡川棚町栄町34

0956-82-3141

0956-83-3118

上五島支店（旧十八）

新上五島支店（旧親和）

南松浦郡新上五島町青方郷1372-17

南松浦郡新上五島町青方郷1110-39

0959-52-3456

0959-52-2017

2021年9月6日（月）
移転する店舗

権常寺出張所（旧十八）

移転先店舗

→

花高支店（旧親和）

佐世保市権常寺1-4-10

佐世保市花高1-4-20

0956-39-1818

0956-38-1101

諫早駅前中央支店（旧親和）

諫早駅前支店（旧十八）

諫早市永昌東町17-1

諫早市永昌東町2-20

0957-22-5811

0957-23-0018
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（別添）
2021年9月21日（火）
移転する店舗

長崎営業部（旧親和）

→

移転先店舗

本店営業部（旧十八）

長崎市賑町6-6

長崎市銅座町1-11

095-824-6111

095-824-1818

思案橋支店（旧十八）

浜町支店（旧親和）

長崎市油屋町1-1

長崎市浜町10-16

095-826-4281

095-822-7151

時津支店（旧十八）

時津中央支店（旧親和）

西彼杵郡時津町浦郷303-1

西彼杵郡時津町浦郷260-2

095-882-3480

095-882-2111

島原支店（旧親和）

島原中央支店（旧十八）

島原市堀町180

島原市堀町192

0957-62-4111

0957-62-2181

2021年10月11日（月）
移転する店舗

本原中央支店（旧十八）

→

移転先店舗

本原支店（旧親和）

長崎市本原町3-19
095-845-4135

長崎市扇町2-20

昭和町支店（旧十八）
長崎市文教町9-7

095-847-2412

095-848-1818

大野東支店（旧十八）

大野支店（旧親和）

佐世保市瀬戸越4-11-13
0956-49-7100

佐世保市瀬戸越4-7-19

大野中央支店（旧親和）
佐世保市瀬戸越2-18-9

0956-49-3736

0956-40-9741

南島原支店（旧親和）

有家支店（旧十八）

南島原市有家町中須川155
0957-82-3111

南島原市有家町山川133-4

西有家支店（旧十八）
南島原市西有家町須川492-1

0957-82-3018

0957-82-1818

2021年10月25日（月）
移転する店舗

早岐中央支店（旧十八）

移転先店舗

→

早岐支店（旧親和）

佐世保市早岐1-2-22

佐世保市広田3-1-4

0956-38-3218

0956-38-2101

壱岐中央支店（旧親和）
壱岐市郷ノ浦町東触643-5
0920-47-1150

北九州支店（旧十八）・下関支店（旧十八）

壱岐支店（旧十八）
壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦59-1
0920-47-0018

小倉支店（旧親和）

北九州市小倉北区堺町1-2-16

北九州市小倉北区魚町2-6-10

093-521-6281

093-521-1481
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（別添）
2021年11月8日（月）
移転する店舗

新戸町中央支店（旧親和）

→

移転先店舗

新戸町支店（旧十八）

長崎市新戸町2-6-17

長崎市新戸町2-9-3

095-879-2030

095-879-5333

日野中央支店（旧十八）

日野支店（旧親和）

佐世保市日野町1874-1

佐世保市椎木町343-1

0956-28-2418

0956-47-5111

口之津中央支店（旧親和）

口之津支店（旧十八）

南島原市口之津町甲2162

南島原市口之津町甲1651

0957-86-3211

0957-86-2118

2021年11月22日（月）
移転する店舗

平和町支店（旧親和）

→

移転先店舗

浦上支店（旧十八）

長崎市平和町5-25

長崎市平和町10-8

095-848-5591

095-844-4121

日宇支店（旧親和）

大塔支店（旧十八）

佐世保市日宇町708

佐世保市大塔町1866-1

0956-31-6101

0956-31-1818

西福岡支店（旧十八）

西新支店（旧親和）

福岡市早良区高取1-1-40

福岡市早良区祖原1-9

092-843-2818

092-841-2636

2021年12月6日（月）
移転する店舗

野母支店（旧十八）

移転先店舗

→

野母中央支店（旧親和）

長崎市野母町2151-6

長崎市野母町2152

095-893-1818

095-893-1121

佐世保俵町支店（旧十八）

宮田町支店（旧親和）

佐世保市俵町11-5

佐世保市宮田町4-2

0956-22-0018

0956-22-8146

北有馬出張所（旧十八）

有馬支店（旧十八）

南島原市北有馬町戊2743-9

南島原市南有馬町乙941

0957-84-3118

0957-85-3118

2021年12月20日（月）
移転する店舗

馬町支店（旧親和）
長崎市馬町84-1
095-824-2500

大宮中央支店（旧十八）

→

移転先店舗

新大工町支店（旧十八）
長崎市新大工町6-21
095-822-6141

大宮支店（旧親和）

佐世保市大宮町18-18

佐世保市大宮町3-4

0956-31-8181

0956-31-2131

久留米中央支店（旧十八）

久留米支店（旧親和）

久留米市小頭町12-12

久留米市六ツ門町2-1

0942-32-1618

0942-33-8341
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（別添）
2022年1月11日（火）
移転する店舗

長与支店（旧十八）

→

移転先店舗

長与中央支店（旧親和）

西彼杵郡長与町嬉里郷461

西彼杵郡長与町吉無田郷412-1

095-883-5111

095-883-4111

東長崎中央支店（旧親和）

東長崎支店（旧十八）

長崎市矢上町8-21

長崎市矢上町20-8

095-839-2425

095-838-2121

深江中央支店（旧十八）

深江支店（旧親和）

南島原市深江町丙62-4

南島原市深江町丁2160-1

0957-72-6118

0957-72-3511

2022年1月24日（月）
移転する店舗

富士見町支店（旧親和）

→

移転先店舗

城山支店（旧十八）

長崎市富士見町3-21

長崎市城栄町13-10

095-862-3311

095-845-6211

波佐見中央支店（旧十八）

波佐見支店（旧親和）

東彼杵郡波佐見町井石郷2228-1

東彼杵郡波佐見町宿郷字宿632-3

0956-85-3018

0956-85-3010

平戸中央支店（旧十八）

平戸支店（旧親和）

平戸市木引田町459

平戸市宮の町572

0950-23-2181

0950-23-2121

2022年2月7日（月）
移転する店舗

日見支店（旧十八）

→

移転先店舗

日見中央支店（旧親和）

長崎市宿町40-1

長崎市宿町31-1

095-839-7118

095-839-3413

滑石中央支店（旧親和）

滑石支店（旧十八）

長崎市滑石5-2-25

長崎市滑石3-9-1

095-856-3711

095-856-1818

島原湊支店（旧親和）

湊支店（旧十八）

島原市中組町1

島原市広馬場町390

0957-62-3221

0957-62-3181

2022年2月21日（月）
移転する店舗

佐世保駅前支店（旧十八）

→

移転先店舗

佐世保支店（旧親和）

佐世保市三浦町1-6

佐世保市三浦町1-26

0956-22-7181

0956-22-4126

大瀬戸中央支店（旧十八）

大瀬戸支店（旧親和）

西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2253

西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278-28

0959-23-3318

0959-22-0003

松浦中央支店（旧十八）

松浦支店（旧親和）

松浦市志佐町浦免1489-1

松浦市志佐町里免栗毛田342-1

0956-72-4118

0956-72-0131
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（別添）
2022年3月7日（月）
移転する店舗

大浦支店（旧十八）

→

移転先店舗

大浦中央支店（旧親和）

長崎市大浦町9-24

長崎市大浦町2-2

095-822-7171

095-821-1125

国見中央支店（旧親和）

国見支店（旧十八）

雲仙市国見町神代己352-1

雲仙市国見町多比良乙143

0957-78-3232

0957-78-2118

2022年3月22日（火）
移転する店舗

大学病院前支店（旧十八）

→

移転先店舗

浦上駅前支店（旧親和）

長崎市坂本1-5-2

長崎市目覚町8-3

095-845-7175

095-844-1235

長崎漁港中央支店（旧親和）
長崎市京泊3-10-19
095-850-3591

彼杵支店（旧親和）

長崎漁港支店（旧十八）
長崎市京泊3-9-20
095-850-3518

東彼杵支店（旧十八）

東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1878-1

東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1714-3

0957-46-0010

0957-47-0088

福江支店（旧十八）

福江中央支店（旧親和）

五島市中央町5-9

五島市武家屋敷3-4-1

0959-72-2131

0959-72-2151

《 本件リリースに関するお問い合わせ先 》
十八親和銀行総合企画部 天野・北島：TEL 095 – 828 – 8857

《 お客さまのお問い合わせ先 》
『お客さま照会センター』： TEL 0120 – 18 – 0218
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