
あ 0129 足利銀行 web は 0143 八十二銀行 web 1252 青木信用金庫 2060 あすか信用組合 あ 5039 秋川農業協同組合

0300 SMBC信託銀行 ひ 0525 東日本銀行 web 1303 朝日信用金庫 web 2226 東信用組合 せ 5095 世田谷目黒農業協同組合

0397 ＳＢＩ新生銀行 web へ 0033 PayPay銀行 web 1327 足立成和信用金庫 web き 2241 共立信用組合 と 5097 東京あおば農業協同組合

お 0152 大垣共立銀行 0141 北越銀行 お 1358 青梅信用金庫 web け 2271 警視庁職員信用組合 5100 東京スマイル農業協同組合

き 0137 きらぼし銀行 web 0501 北洋銀行 1323 亀有信用金庫 web こ 2229 江東信用組合 5094 東京中央農業協同組合
く 0128 群馬銀行 web 0144 北陸銀行 web 1283 川崎信用金庫 web し 2243 七島信用組合 3013 東京都信用農業協同組合連合会

け 0522 京葉銀行 web 　0001　みずほ銀行 web 1305 興産信用金庫 web 2231 青和信用組合 5072 東京みどり農業協同組合
さ 0017 埼玉りそな銀行 0289 みずほ信託銀行 1326 小松川信用金庫 web 2010 全国信用協同組合連合会 5055 東京南農業協同組合
し 0149 静岡銀行 web 0009 三井住友銀行 web 1336 西京信用金庫 web 2202 全東栄信用組合 5077 東京みらい農業協同組合

0125 七十七銀行 web 0294 三井住友信託銀行 1310 さわやか信用金庫 web 2254 第一勧業信用組合 5087 東京むさし農業協同組合
す 0150 スルガ銀行 web 0005 三菱UFJ銀行 web し 1319 芝信用金庫 web 2248 大東京信用組合 に 5037 西多摩農協協同組合

0532 大光銀行 web 0288 三菱UFJ信託銀行 1282 湘南信用金庫 web 2224 東京厚生信用組合 　 5030 西東京農業協同組合

0140 第四北越銀行 web む 0133 武蔵野銀行 web 1344 城南信用金庫 web 2274 東京消防信用組合 は 5050 八王子市農業協同組合

0134 千葉銀行 web や 0142 山梨中央銀行 web 1351 城北信用金庫 web 2276 東京都職員信用組合 ま 5070 マインズ農業協同組合

0135 千葉興業銀行 web ゆ 9900 ゆうちょ銀行 web 1345 昭和信用金庫 web 2210 東浴信用組合 　 5060 町田市農業協同組合
つ 0131 筑波銀行 web よ 0138 横浜銀行 web す 1356 巣鴨信用金庫 web な 2235 中ノ郷信用組合

0526 東京スター銀行 web ら 0036 楽天銀行 web せ 1341 西武信用金庫 web は 2277 ハナ信用組合

0516 東和銀行 web り 0010 りそな銀行 web 1348 世田谷信用金庫 web ふ 2211 文化産業信用組合

0517 栃木銀行 web 　 た 1352 瀧野川信用金庫 web
　 1360 多摩信用金庫 web
　 と 1321 東栄信用金庫 web

1333 東京三協信用金庫 web
ち 2963 中央労働金庫 1311 東京シティ信用金庫 web

1349 東京信用金庫 web

1320 東京東信用金庫 web

1262 東京ベイ信用金庫 web
は 1253 飯能信用金庫 web
め 1346 目黒信用金庫 web
や 1386 山梨信用金庫 web
よ 1280 横浜信用金庫 web

※金融機関の左側の数字は、「金融機関コード」です。

※金融機関の右側に「ｗｅｂ」の表示がある場合は、web口座振替受付サービスが利用できます。
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認可保育園保育料口座振替登録可能金融機関一覧（五十音順）
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