
NHK歳末たすけあい募金　地方銀行　受付口座リスト

銀行名 支店名 預金種目 口座番号 お受取人名義 ヨミガナ
1 北海道 道庁支店 普通預金 ０４１５００ 社会福祉法人　北海道共同募金会 ﾌｸ）ﾎｯｶｲﾄﾞｳｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
2 青森 新町支店 普通預金 ７２７１１ 社会福祉法人　青森県共同募金会 ﾌｸ）ｱｵﾓﾘｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
3 みちのく 本店営業部 普通預金 ０１４７３５４ 社会福祉法人　青森県共同募金会 ﾌｸ）ｱｵﾓﾘｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
4 岩手 本店 普通預金 ０００２０６４ 社会福祉法人　岩手県共同募金会 ﾌｸ)ｲﾜﾃｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
5 東北 本店 普通預金 ００００２８６ 社会福祉法人　岩手県共同募金会 ﾌｸ)ｲﾜﾃｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
6 七十七 県庁支店 普通預金 ０１００８８９ 社会福祉法人　宮城県共同募金会 ﾌｸ)ﾐﾔｷﾞｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
7 秋田 本店 普通預金 ９０２７５６ 社会福祉法人　秋田県共同募金会 ﾌｸ)ｱｷﾀｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
8 北都 本店 普通預金 ３０４４１６ 社会福祉法人　秋田県共同募金会 ﾌｸ)ｱｷﾀｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
9 荘内 山形営業部 普通預金 １４３２５１ 社会福祉法人　山形県共同募金会 ﾌｸ）ﾔﾏｶﾞﾀﾞｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ

10 山形 本店 普通預金 ０２１４５０７ 社会福祉法人　山形県共同募金会 ﾌｸ）ﾔﾏｶﾞﾀﾞｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
11 東邦 県庁支店 普通預金 ５８２１３４ 社会福祉法人　福島県共同募金会 ﾌｸ）ﾌｸｼﾏｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
12 常陽 本店営業部 普通預金 ００１２２２５ 社会福祉法人　茨城県共同募金会 ﾌｸ）ｲﾊﾞﾗｷﾞｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
13 筑波 県庁支店 普通預金 ０８９１４４ 社会福祉法人　茨城県共同募金会 ﾌｸ）ｲﾊﾞﾗｷﾞｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
14 足利 本店営業部 普通預金 ２３９９２ 社会福祉法人　栃木県共同募金会 ﾌｸ）ﾄﾁｷﾞｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
15 群馬 県庁支店 普通預金 ０３６３７６ 社会福祉法人　群馬県共同募金会 ﾌｸ）ｸﾞﾝﾏｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
16 武蔵野 浦和支店 普通預金 ８６９７ 社会福祉法人　埼玉県共同募金会 ﾌｸ）ｻｲﾀﾏｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
17 千葉 本店営業部 普通預金 １１７７８７０ 社会福祉法人　千葉県共同募金会 ﾌｸ）ﾁﾊﾞｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
18 千葉興業 本店営業部 普通預金 ０１０１２６５ 社会福祉法人　千葉県共同募金会 ﾌｸ)ﾁﾊﾞｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
19 きらぼし 本店営業部 普通預金 ０２１７８２２ 社会福祉法人　東京都共同募金会 ﾌｸ)ﾄｳｷｮｳﾄｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
20 横浜 横浜駅前支店普通預金 ０１４４７３３ 社会福祉法人　神奈川県共同募金会 ﾌｸ)ｶﾅｶﾞﾜｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
21 第四 白山支店 普通預金 １５７９３８３ 社会福祉法人　新潟県共同募金会 ﾌｸ）ﾆｲｶﾞﾀｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
22 北越 新潟県庁支店普通預金 ２４４９４３ 社会福祉法人　新潟県共同募金会 ﾌｸ）ﾆｲｶﾞﾀｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
23 山梨中央 県庁支店 普通預金 １５４１２ 社会福祉法人　山梨県共同募金会 ﾌｸ)ﾔﾏﾅｼｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
24 八十二 本店 普通預金 １０２７ 社会福祉法人　長野県共同募金会 ﾌｸ)ﾅｶﾞﾉｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
25 北陸 県庁内支店 普通預金 １０５２３６０ 社会福祉法人　富山県共同募金会 ﾌｸ）ﾄﾔﾏｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
26 富山 諏訪川原支店普通預金 ０００２３７９ 社会福祉法人　富山県共同募金会 ﾌｸ）ﾄﾔﾏｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
27 北國 本店営業部 普通預金 ０４９３２３ 社会福祉法人　石川県共同募金会 ﾌｸ)ｲｼｶﾜｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
28 福井 学園出張所 普通預金 ００５０３９８ 社会福祉法人　福井県共同募金会 ﾌｸ）ﾌｸｲｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
29 大垣共立 ぎふ県庁支店 普通預金 １４５０９ 社会福祉法人　岐阜県共同募金会 ﾌｸ)ｷﾞﾌｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
30 十六 県庁支店 普通預金 ３７７１２７ 社会福祉法人　岐阜県共同募金会NHK歳末たすけあい ﾌｸ)ｷﾞﾌｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
31 静岡 本店営業部 普通預金 ３４２７９２ 社会福祉法人　静岡県共同募金会 ﾌｸ）ｼｽﾞｵｶｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
32 スルガ 静岡県庁支店普通預金 ２２４５１７ 社会福祉法人　静岡県共同募金会 ﾌｸ）ｼｽﾞｵｶｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
33 清水 鷹匠町支店 普通預金 ４２５９９ 社会福祉法人　静岡県共同募金会 ﾌｸ）ｼｽﾞｵｶｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
34 百五 津駅前支店 普通預金 ３５８９ 社会福祉法人　三重県共同募金会 ﾌｸ）ﾐｴｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
35 三重 津中央支店 普通預金 101237 社会福祉法人　三重県共同募金会 ﾌｸ）ﾐｴｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
36 滋賀 県庁支店 普通預金 １１１５７０ 社会福祉法人　滋賀県共同募金会 ﾌｸ)ｼｶﾞｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
37 京都 府庁前支店 普通預金 ７４４７０９ 社会福祉法人　京都府共同募金会 ﾌｸ）ｷｮｳﾄﾌｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
38 南都 神宮前支店 普通預金 ０２９１３０１ 社会福祉法人　奈良県共同募金会 ﾌｸ)ﾅﾗｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
39 紀陽 本店営業部 普通預金 １２０２２７１ 社会福祉法人　和歌山県共同募金会 ﾌｸ)ﾜｶﾔﾏｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
40 但馬 上筒井支店 普通預金 ０１７５６２９ 社会福祉法人　兵庫県共同募金会 ﾌｸ)ﾋｮｳｺﾞｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
41 山陰合同 湖山出張所 普通預金 ３６０７８１９ 社会福祉法人　鳥取県共同募金会 ﾌｸ)ﾄｯﾄﾘｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
42 鳥取 湖山支店 普通預金 ０００３９３０ 社会福祉法人　鳥取県共同募金会 ﾌｸ)ﾄｯﾄﾘｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
43 山陰合同 津田支店 普通預金 ２３８１２８０ 社会福祉法人　島根県共同募金会 ﾌｸ）ｼﾏﾈｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
44 中国 本店営業部 普通預金 １４４００３７ 社会福祉法人　岡山県共同募金会 ﾌｸ)ｵｶﾔﾏｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
45 広島 三川町支店 普通預金 ０６０３７８３ 社会福祉法人　広島県共同募金会 ﾌｸ)ﾋﾛｼﾏｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
46 山口 県庁内支店 普通預金 ６１７０６８４ 社会福祉法人　山口県共同募金会 ﾌｸ)ﾔﾏｸﾞﾁｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
47 阿波 県庁支店 普通預金 ０８７７２１９ 社会福祉法人　徳島県共同募金会 ﾌｸ）ﾄｸｼﾏｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
48 百十四 本店営業部 普通預金 ０１５４１７６ 社会福祉法人　香川県共同募金会 ﾌｸ)ｶｶﾞﾜｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
49 伊予 一万支店 普通預金 １６３９８７０ 社会福祉法人　愛媛県共同募金会 ﾌｸ)ｴﾋﾒｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
50 四国 県庁支店 普通預金 ００００８５１ 社会福祉法人　高知県共同募金会 ﾌｸ)ｺｳﾁｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
51 福岡 春日原支店 普通預金 １３８９１４７ 社会福祉法人　福岡県共同募金会 ﾌｸ)ﾌｸｵｶｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
52 筑邦 春日支店 普通預金 １５６７４５８ 社会福祉法人　福岡県共同募金会 ﾌｸ)ﾌｸｵｶｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
53 西日本シティ 春日原支店 普通預金 １２１６５０６ 社会福祉法人　福岡県共同募金会 ﾌｸ)ﾌｸｵｶｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
54 北九州 天神支店 普通預金 ５０１３３０２ 社会福祉法人　福岡県共同募金会 ﾌｸ)ﾌｸｵｶｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
55 佐賀 県庁支店 普通預金 １０２０９２ 社会福祉法人　佐賀県共同募金会 ﾌｸ)ｻｶﾞｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
56 十八 本店 普通預金 ５４４１１２ 社会福祉法人　長崎県共同募金会 ﾌｸ)ﾅｶﾞｻｷｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
57 親和 長崎営業部 普通預金 １１５０３７５ 社会福祉法人　長崎県共同募金会 ﾌｸ)ﾅｶﾞｻｷｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
58 肥後 水道町支店 普通預金 １２８１４００ 社会福祉法人　熊本県共同募金会 ﾌｸ)ｸﾏﾓﾄｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
59 大分 ソーリン支店 普通預金 ７３２６３１ 社会福祉法人　大分県共同募金会 ﾌｸ)ｵｵｲﾀｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
60 宮崎 本店 普通預金 １５３３３６１ 社会福祉法人　宮崎県共同募金会 ﾌｸ）ﾐﾔｻﾞｷｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
61 鹿児島 県庁支店 普通預金 １１３８２４９ 社会福祉法人　鹿児島県共同募金会 ﾌｸ）ｶｺﾞｼﾏｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
62 琉球 石嶺支店 普通預金 ２９４９６８ 社会福祉法人　沖縄県共同募金会 ﾌｸ）ｵｷﾅﾜｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
63 沖縄 石嶺支店 普通預金 １４１２２７０ 社会福祉法人　沖縄県共同募金会 ﾌｸ）ｵｷﾅﾜｹﾝｷｮｳﾄﾞｳﾎﾞｷﾝｶｲ
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