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※「信」印は信託代理店。
※住宅金融公庫は、東京を除く全店でお取扱いしております。
※「外Ａ」すべての外国為替取引が可能。※「外Ｂ」貿易取引を除く取引が可能。
※「外（※）」外国通貨（売買）、旅行小切手（売買）、外貨小切手（買収・取立）、仕向送金を取扱制限業務とする。
※ 営業所は、65店舗（4出張所を含む）です。（但し、ローンFPステーション、ローンデスク、ビジネスローンセンター、東京事務所は含みません。）

（平成27年7月6日現在）
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店舗名 郵便番号 住　所 電話番号
本店営業部 外Ａ 信 900-8651 那覇市久茂地3丁目10番1号 098-867-2141
県庁出張所 外Ｂ 900-0021 那覇市泉崎1丁目2番2号（行政棟） 098-863-2011
高橋 外Ｂ 900-0016 那覇市前島2丁目21番1号 098-863-3136
若松 外Ａ 900-0032 那覇市松山2丁目27番1号 098-868-2912
波之上 外Ｂ 900-0031 那覇市若狭1丁目1番12号 098-866-5622
古波蔵 外Ｂ 900-0024 那覇市古波蔵3丁目8番8号 098-854-5121
国場 外Ｂ 902-0074 那覇市仲井真124番地1 098-855-5238
与儀 外Ｂ 900-0022 那覇市樋川1丁目36番1号 098-855-6021
二中前出張所 外Ｂ 900-0021 那覇市泉崎2丁目1番地の4 098-854-5131
壺屋 外Ａ 902-0065 那覇市壺屋1丁目1番2号 098-863-2208
識名 外Ｂ 902-0078 那覇市識名1丁目8番1号 098-855-6045
牧志 外Ａ 信 900-0013 那覇市牧志1丁目3番45号 098-867-3171
大道 外Ｂ 902-0067 那覇市字安里388番地5 098-887-5141
松城 外Ｂ 902-0062 那覇市松川1丁目11番13号 098-855-5435
首里 外Ｂ 903-0821 那覇市首里儀保町2丁目13番地 098-885-2041
崇元寺 外Ｂ 900-0012 那覇市泊1丁目7番地1 098-866-5145
曙町 外Ａ 900-0002 那覇市曙2丁目4番1号101 098-861-2301
新都心 外Ｂ 900-0005 那覇市天久1丁目1番32号 098-862-7417
小禄 外Ｂ 901-0152 那覇市小禄1丁目18番1号 098-857-0711
田原 外Ｂ 901-0156 那覇市田原3丁目12番地6 098-857-1177
鳥堀 外Ｂ 903-0806 那覇市首里汀良町1丁目26番地 098-885-7800
石嶺 外Ｂ 903-0804 那覇市首里石嶺町3丁目219番地1 098-885-3131
末吉 外Ｂ 902-0061 那覇市古島1丁目24番地18 098-884-1072
美ら島 　 900-0013 那覇市牧志1丁目3番45号　牧志ビル2階（後方事務所） 

URL:http://www.okinawa-bank.co.jp/chura/
098-869-1240

牧港 外Ａ 信 901-2131 浦添市牧港1丁目11番21号 098-877-3221
大平 外Ｂ 901-2114 浦添市安波茶1丁目27番3号 098-877-6260
内間 外Ｂ 901-2126 浦添市宮城4丁目3番10−101号 098-879-1030
城間 外Ｂ 901-2133 浦添市城間4丁目5番1号 098-876-7101
経塚 外Ｂ 901-2111 浦添市字経塚446番地 098-879-8401
商業団地 外Ａ 901-2123 浦添市西洲2丁目6番地6 098-875-1386
大謝名 外Ｂ 901-2224 宜野湾市真志喜2丁目1番1号 098-897-5241
普天間 外Ａ 901-2202 宜野湾市普天間2丁目5番10号 098-892-2186
我如古 外Ｂ 901-2215 宜野湾市真栄原1丁目5番2号 098-898-2157
宜野湾 外Ｂ 901-2212 宜野湾市長田1丁目19番10号 098-892-8818
山内 外Ｂ 904-0034 沖縄市山内3丁目9番8号 098-933-3001
コザ 外Ａ 信 904-0022 沖縄市園田1丁目2番25号 098-930-2111
泡瀬 外Ａ 904-2163 沖縄市字大里81番地の1 098-939-0066
美里 外Ｂ 904-2155 沖縄市美原2丁目26番7号 098-937-3088
糸満 外Ａ 901-0361 糸満市字糸満1005番地 098-994-4161
与那原 外Ａ 901-1303 与那原町字与那原3111番地の1 098-945-2252
西崎 外Ａ 901-0305 糸満市西崎6丁目10番1号 098-994-0360
南風原 外Ｂ 901-1111 南風原町字兼城574番地10 098-888-0372
豊見城 外Ｂ 901-0243 豊見城市字上田540番地の1 098-850-0611
とよみ出張所 外Ｂ 901-0212 豊見城市字平良147番地の1 098-840-2600
八重瀬 外Ｂ 901-0405 八重瀬町字伊覇280番地27 098-840-7700
西原 外Ａ 903-0102 西原町字嘉手苅78番地1 098-945-4001
坂田 外Ｂ 903-0117 西原町字翁長592番地 098-946-4311
北谷 外Ｂ 904-0116 北谷町北谷1丁目5番地1 098-936-3932
嘉手納 外Ａ 904-0203 嘉手納町字嘉手納290番地ロータリー3号館101 098-956-1155
赤道 外Ｂ 904-2245 うるま市字赤道18番地10 098-973-3447
安慶名 外Ｂ 904-2214 うるま市字安慶名480番地1 098-973-4121
石川 外Ｂ 904-1106 うるま市石川2丁目24番1号 098-964-2058
与勝 外Ｂ 904-2312 うるま市勝連平安名1843番地 098-978-5252
北中城 外Ｂ 901-2302 北中城村字渡口87番地 098-935-4495
読谷 外Ｂ 904-0316 読谷村字大木319番地11 098-956-1131
なかぐすく 外（※） 901-2424 中城村字南上原795番地 平日 098-870-3330

土日 090-6863-2917
恩納 外Ｂ 904-0411 恩納村字恩納2491番地1 098-966-8438
金武 外Ｂ 904-1201 金武町字金武47番地 098-968-2410
名護 外Ｂ 信 905-0015 名護市大南1丁目13番20号 0980-52-2484
本部 外Ｂ 905-0214 本部町字渡久地1番地4 0980-47-2929
大宮 外Ｂ 905-0011 名護市宮里7丁目20番18号 0980-52-6500
宮古 外Ｂ 906-0013 宮古島市平良字下里600番地の1 0980-72-2151
八重山 外Ｂ 907-0022 石垣市字大川280番地の10 0980-82-3950
石垣出張所 外Ｂ 907-0014 石垣市新栄町16番地10 0980-83-1895
東京 外Ｂ 103-0028 東京都中央区八重洲1丁目9番8号ヤエスメッグビル6階 03-3270-5121
東京事務所 103-0028 東京都中央区八重洲1丁目9番8号ヤエスメッグビル8階 03-3270-0313
ローンFPステーション那覇店 900-8651 那覇市久茂地3丁目10番1号（本店1階） 098-869-1022
ローンFPステーション新都心店 900-0005 那覇市天久1丁目1番32号（新都心支店3階） 098-862-6060
ローンFPステーション牧港店 901-2131 浦添市牧港1丁目11番21号（牧港支店2階） 098-942-1100
ローンFPステーション美里店 904-2155 沖縄市美原2丁目26番7号（美里支店1階） 098-937-6181
ローンFPステーション北谷店 904-0116 北谷町北谷1丁目5番地1（北谷支店2階） 098-926-4750
ローンFPステーション南風原店 901-1111 南風原町字兼城574番地10 098-891-6230
ローンFPステーションやんばる店 905-0015 名護市大南1丁目13番20号（名護支店3階） 0980-50-9801
ローンFPステーション東京店 103-0028 東京都中央区八重洲1丁目9番8号ヤエスメッグビル6階 03-3270-5121
あわせデスク 904-2163 沖縄市字大里81番地の1（泡瀬支店内） 098-938-1766
かでなデスク 904-0203 嘉手納町字嘉手納290番地ロータリー3号館101（嘉手納支店内） 098-956-1158
あげなデスク 904-2214 うるま市字安慶名480番地1（安慶名支店内） 098-979-2300
ビジネスローンセンター 900-0016 那覇市前島2丁目21番1号（高橋支店裏） 098-860-9990
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