
東海地震警戒宣言発令時の「ATM」稼働店舗一覧表 

 

（30.4.16現在） 

金融機関名 店舗名 住   所 その他 

山梨中央銀行(54) 

本店営業部 甲府市丸の内 1－20－8  

県立中央病院（出） 甲府市富士見 1－1－1 山梨県立中央病院内 店舗外 

貢川支店 甲府市上石田 3－6－40  

山梨厚生病院（出) 山梨市落合 860 山梨厚生病院内 店舗外 

塩山支店 甲州市塩山上於曽 1106－4  

南部支店 南巨摩郡南部町南部 8322  

身延支店 南巨摩郡身延町梅平 2483－177  

鰍沢支店 南巨摩郡富士川町鰍沢 1716－1  

韮崎支店 韮崎市本町 2－9－33  

長坂支店 北杜市長坂町長坂上条 2496  

都留支店 都留市中央 2－2－15  

吉田支店 富士吉田市下吉田 2－6－9  

春日居支店 笛吹市春日居町熊野堂 242－1  

御坂支店 笛吹市御坂町夏目原 694－4  

市川支店 西八代郡市川三郷町市川大門 1289－5  

白根支店 南アルプス市在家塚 735  

山中湖支店 南都留郡山中湖村山中 200－2  

昭和支店 中巨摩郡昭和町飯喰 1533－1  

昭和支店西条出張所 中巨摩郡昭和町西条 902－1 店舗外 

城南支店 甲府市上今井町 177－5  

竜王支店 甲斐市富竹新田 1192－2  

敷島支店 甲斐市中下条 995  

青柳支店 南巨摩郡富士川町青柳町 1212  

上野原支店 上野原市上野原 3523  

湯村支店 甲府市塩部 4－10－11  

国母支店 甲府市国母 6－2－36  

南竜王支店 甲斐市篠原 794－1  

美術館前支店 中巨摩郡昭和町清水新居 5－7  

中道支店 甲府市下曽根町 389－1  

六郷支店 西八代郡市川三郷町岩間 2161  

石和支店 笛吹市石和町市部 789－78  

勝沼支店 甲州市勝沼町勝沼 748－3  

小立支店 南都留郡富士河口湖町小立 2462－3  

日下部支店 山梨市上神内川 1222－1  

河口湖支店 南都留郡富士河口湖町船津 3639－5  

武川支店 北杜市武川町牧原 686－5  

忍野支店 南都留郡忍野村忍草 1496－3  



山梨中央銀行(54) 

小淵沢支店 北杜市小淵沢町 796－1  

須玉支店 北杜市須玉町藤田 442  

南支店 甲府市幸町 23－12  

小沼支店 南都留郡西桂町小沼 1615－1  

和戸支店 甲府市和戸町 970－1  

竜ヶ丘支店 富士吉田市竜ヶ丘 1－12－7  

医大前支店 中央市成島 3511－5  

後屋支店 甲府市大里町 5230  

大月支店 大月市大月 1－6－8  

明見支店 富士吉田市下吉田東 1－12－29  

八田支店 南アルプス市野牛島 2347－34  

小笠原支店 南アルプス市十日市場 1140  

下飯田支店 甲府市下飯田 1－6－43  

高根支店 北杜市高根町村山東割 694－4  

猿橋支店 大月市猿橋町猿橋 153  

青沼支店 甲府市青沼 2－11－6  

柳町支店 甲府市相生 2－1－15  

甲府信用金庫（19） 

本店営業部 甲府市丸の内 2－33－1  

緑町支店 甲府市若松町 6－26  

北支店 甲府市武田 1－2－20  

南支店 甲府市住吉 1－12－4  

国母支店 甲府市国母 5－4－2  

東支店 甲府市和戸町 353－59  

塩山支店 甲州市塩山上於曽 674  

加納岩支店 山梨市上神内川 1184  

韮崎支店 韮崎市本町 1－5－28  

長坂支店 北杜市長坂町長坂上条 2057  

竜王南支店 甲斐市西八幡 1258－3  

櫛形支店 南アルプス市小笠原 510－16  

白根支店 南アルプス市在家塚 901－1  

石和支店 笛吹市石和町窪中島 106－1  

西支店 甲府市徳行 2－12－6  

湯村支店 甲府市湯村 3－4－34  

朝気支店 甲府市朝気 1－1－39  

大里支店 甲府市大里町 4180－1  

昭和支店 中巨摩郡昭和町上河東 1324－1  

 

 

山梨信用金庫（14） 

 

 

本店 甲府市中央 1－12－36  

国母支店 甲府市国母 8－3－10  

小笠原支店 南アルプス市小笠原 282－2  

石和支店 笛吹市石和町市部 1103－14  

市川支店 西八代郡市川三郷町市川大門 173－4  



 

 

 

山梨信用金庫（14） 

塩山支店 甲州市塩山上於曽 1225  

山梨支店 山梨市上神内川 1087－6  

韮崎支店 韮崎市本町 2－6－17  

玉幡支店 甲斐市西八幡 2377－3  

田富支店 中央市布施 2327－4  

大月支店 大月市大月 1－10－1  

上野原支店 上野原市上野原 3260－1  

谷村支店 都留市中央 1－6－15  

富士吉田支店 富士吉田市下吉田 5－15－25  

山梨県民信用組合

(18) 

本店営業部 甲府市相生 1－2－34  

鰍沢支店 南巨摩郡富士川町鰍沢 1641－2  

中富支店 南巨摩郡身延町飯富 1917  

都留支店 都留市上谷 2－1－10  

田富支店 中央市西花輪 4588  

石和支店 笛吹市石和町市部 1075  

中道町支店 甲府市上曽根町 3008－1  

後屋支店 甲府市後屋町 500－2  

塩山支店 甲州市塩山下於曽 542  

勝沼支店 甲州市勝沼町勝沼 3085  

牧丘支店 山梨市牧丘町窪平 61  

山梨支店 山梨市小原西 91－1  

韮崎支店 韮崎市本町 1－4－21  

須玉支店 北杜市須玉町若神子 2300－4  

武川支店 北杜市武川町牧原 1450－2  

敷島支店 甲斐市中下条 1582－2  

竜王支店 甲斐市篠原 2666－1  

長坂支店 北杜市長坂町長坂上条 2502－1  

都留信用組合（12） 

本店営業部 富士吉田市下吉田 2－19－11  

山中湖支店 南都留郡山中湖村山中 138  

明見支店 富士吉田市小明見 1649  

小沼支店 南都留郡西桂町小沼 1706  

上吉田支店 富士吉田市上吉田 2－6－2  

忍野支店 南都留郡忍野村忍草 1504－1  

河口湖支店 南都留郡富士河口湖町船津 1376－1  

谷村支店 都留市つる 1－18－18  

大月支店 大月市御太刀 1－7－3  

上野原支店 上野原市上野原 2026  

道志村役場前 南都留郡道志村 6181－1  

小立支店 南都留郡富士河口湖町小立 8006－1  

計 117店舗 



東海地震警戒宣言発令時の「ATM」稼働店舗一覧表（地域別） 

 

（30.4.16現在） 

地域 金融機関名 店舗名 住   所 

 甲府市 

（28） 

山梨中央銀行 本店営業部 甲府市丸の内 1－20－8 

県立中央病院（出） 甲府市富士見 1－1－1 山梨県立中央病院内 

貢川支店 甲府市上石田 3－6－40 

城南支店 甲府市上今井町 177－5 

湯村支店 甲府市塩部 4－10－11 

国母支店 甲府市国母 6－2－36 

中道支店 甲府市下曽根町 389－1 

南支店 甲府市幸町 23－12 

和戸支店 甲府市和戸町 970－1 

後屋支店 甲府市大里町 5230 

下飯田支店 甲府市下飯田 1－6－43 

青沼支店 甲府市青沼 2－11－6 

柳町支店 甲府市相生 2－1－15 

甲府信用金庫 本店営業部 甲府市丸の内 2－33－1 

緑町支店 甲府市若松町 6－26 

北支店 甲府市武田 1－2－20 

南支店 甲府市住吉 1－12－4 

国母支店 甲府市国母 5－4－2 

東支店 甲府市和戸町 353－59 

西支店 甲府市徳行 2－12－6 

湯村支店 甲府市湯村 3－4－34 

朝気支店 甲府市朝気 1－1－39 

大里支店 甲府市大里町 4180－1 

山梨信用金庫 本店 甲府市中央 1－12－36 

国母支店 甲府市国母 8－3－10 

山梨県民信用組合 本店営業部 甲府市相生 1－2－34 

中道町支店 甲府市上曽根町 3008－1 

後屋支店 甲府市後屋町 500－2 

山梨市 

（6） 

山梨中央銀行 山梨厚生病院（出) 山梨市落合 860 山梨厚生病院内 

日下部支店 山梨市上神内川 1222－1 

甲府信用金庫 加納岩支店 山梨市上神内川 1184 

山梨信用金庫 山梨支店 山梨市上神内川 1087－6 

山梨県民信用組合 牧丘支店 山梨市牧丘町窪平 61 

山梨支店 山梨市小原西 91－1 

韮崎市 

（4） 

山梨中央銀行 韮崎支店  韮崎市本町 2－9－33 

甲府信用金庫 韮崎支店 韮崎市本町 1－5－28 

山梨信用金庫 韮崎支店 韮崎市本町 2－6－17 



山梨県民信用組合 韮崎支店 韮崎市本町 1－4－21 

富士吉田市 

（7） 

山梨中央銀行 吉田支店 富士吉田市下吉田 2－6－9 

竜ヶ丘支店 富士吉田市竜ヶ丘 1－12－7 

明見支店 富士吉田市下吉田東 1－12－29 

山梨信用金庫 富士吉田支店 富士吉田市下吉田 5－15－25 

都留信用組合 本店営業部 富士吉田市下吉田 2－19－11 

明見支店 富士吉田市小明見 1649 

上吉田支店 富士吉田市上吉田 2－6－2 

都留市 

（4） 

山梨中央銀行 都留支店 都留市中央 2－2－15 

山梨信用金庫 谷村支店 都留市中央 1－6－15 

山梨県民信用組合 都留支店 都留市上谷 2－1－10 

都留信用組合 谷村支店 都留市つる 1－18－18 

大月市 

（4） 

山梨中央銀行 大月支店 大月市大月 1－6－8 

猿橋支店 大月市猿橋町猿橋 153 

山梨信用金庫 大月支店 大月市大月 1－10－1 

都留信用組合 大月支店 大月市御太刀 1－7－3 

南アルプス市 

（6） 

山梨中央銀行 白根支店 南アルプス市在家塚 735 

八田支店 南アルプス市野牛島 2347－34 

小笠原支店 南アルプス市十日市場 1140 

甲府信用金庫 櫛形支店 南アルプス市小笠原 510－16 

白根支店 南アルプス市在家塚 901－1 

山梨信用金庫 小笠原支店 南アルプス市小笠原 282－2 

甲斐市 

（7） 

山梨中央銀行 竜王支店 甲斐市富竹新田 1192－2 

敷島支店 甲斐市中下条 995 

南竜王支店 甲斐市篠原 794－1 

甲府信用金庫 竜王南支店 甲斐市西八幡 1258－3 

山梨信用金庫 玉幡支店 甲斐市西八幡 2377－3 

山梨県民信用組合 敷島支店 甲斐市中下条 1582－2 

竜王支店 甲斐市篠原 2666－1 

笛吹市 

（6） 

山梨中央銀行 春日居支店 笛吹市春日居町熊野堂 242－1 

御坂支店 笛吹市御坂町夏目原 694－4 

石和支店 笛吹市石和町市部 789－78 

甲府信用金庫 石和支店 笛吹市石和町窪中島 106－1 

山梨信用金庫 石和支店 笛吹市石和町市部 1103－14 

山梨県民信用組合 石和支店 笛吹市石和町市部 1075 

北杜市 

（9） 

山梨中央銀行 長坂支店 北杜市長坂町長坂上条 2496 

武川支店 北杜市武川町牧原 686－5 

小淵沢支店 北杜市小淵沢町 796－1 

須玉支店 北杜市須玉町藤田 442 

高根支店 北杜市高根町村山東割 694－4 

甲府信用金庫 長坂支店 北杜市長坂町長坂上条 2057 



 山梨県民信用組合 須玉支店 北杜市須玉町若神子 2300－4 

武川支店 北杜市武川町牧原 1450－2 

長坂支店 北杜市長坂町長坂上条 2502－1 

甲州市 

   （6) 

山梨中央銀行 塩山支店 甲州市塩山上於曽 1106－4 

勝沼支店 甲州市勝沼町勝沼 748－3 

甲府信用金庫 塩山支店 甲州市塩山上於曽 674 

山梨信用金庫 塩山支店 甲州市塩山上於曽 1225 

山梨県民信用組合 塩山支店 甲州市塩山下於曽 542 

勝沼支店 甲州市勝沼町勝沼 3085 

上野原市 

（3） 

山梨中央銀行 上野原支店 上野原市上野原 3523 

山梨信用金庫 上野原支店 上野原市上野原 3260－1 

都留信用組合 上野原支店 上野原市上野原 2026 

中央市 

   （3） 

山梨中央銀行 医大前支店 中央市成島 3511－5 

山梨信用金庫 田富支店 中央市布施 2327－4 

山梨県民信用組合 田富支店 中央市西花輪 4588 

昭和町 

（4） 

山梨中央銀行 昭和支店 中巨摩郡昭和町飯喰 1533－1 

 昭和支店西条出張所 中巨摩郡昭和町西条 902－1 

 美術館前支店 中巨摩郡昭和町清水新居 5－7 

甲府信用金庫 昭和支店 中巨摩郡昭和町上河東 1324－1 

市川三郷町 

（3） 

山梨中央銀行 市川支店 西八代郡市川三郷町市川大門 1289－5 

六郷支店 西八代郡市川三郷町岩間 2161 

山梨信用金庫 市川支店 西八代郡市川三郷町市川大門 173－4 

身延町 

（2） 

山梨中央銀行 身延支店 南巨摩郡身延町梅平 2483－177 

山梨県民信用組合 中富支店 南巨摩郡身延町飯富 1917 

富士川町 

（3） 

山梨中央銀行 鰍沢支店 南巨摩郡富士川町鰍沢 1716－1 

 青柳支店 南巨摩郡富士川町青柳町 1212 

山梨県民信用組合 鰍沢支店 南巨摩郡富士川町鰍沢 1641－2 

南部町（1） 山梨中央銀行 南部支店 南巨摩郡南部町南部 8322 

富士河口湖町 

（4） 

山梨中央銀行 

 

小立支店 南都留郡富士河口湖町小立 2462－3 

河口湖支店 南都留郡富士河口湖町船津 3639－5 

都留信用組合 河口湖支店 南都留郡富士河口湖町船津 1376－1 

小立支店 南都留郡富士河口湖町小立 8006－1 

西桂町（2） 山梨中央銀行 小沼支店 南都留郡西桂町小沼 1615－1 

都留信用組合 小沼支店 南都留郡西桂町小沼 1706 

山中湖村 

（2） 

山梨中央銀行 山中湖支店 南都留郡山中湖村山中 200－2 

都留信用組合 山中湖支店 南都留郡山中湖村山中 138 

忍野村（2） 山梨中央銀行 忍野支店 南都留郡忍野村忍草 1496－3 

都留信用組合 忍野支店 南都留郡忍野村忍草 1504－1 

道志村（1） 都留信用組合 道志村役場前 南都留郡道志村 6181－1 

計 117店舗 



東海地震警戒発令時の「ATM」稼働店舗一覧表 

30.4.16現在 

山梨信用金庫 

支店名 住   所 電話番号 休日稼働 

本店 甲府市中央 1－12－36 055－225－0220 ○ 

国母 甲府市国母 8－3－10 055－226－8511  

小笠原 南アルプス市小笠原 282－2 055－282－1135 ○ 

石和 笛吹市石和町市部 1103－14 055－262－4181 ○ 

市川 西八代郡市川三郷町市川大門 173－4 055－272－2121  

塩山 甲州市塩山上於曽 1225 0553－33－5211 ○※ 

山梨 山梨市上神内川 1087－6 0553－23－2211  

韮崎 韮崎市本町 2－6－17 0551－22－8788 ○※ 

玉幡 甲斐市西八幡 2377－3 055－279－3511 ○※ 

田富 中央市布施 2327－4 055－274－5111 ○※ 

大月 大月市大月 1－10－1 0554－22－1161 ○ 

上野原 上野原市上野原 3260－1 0554－62－5101 ○ 

谷村 都留市中央 1－6－15 0554－43－1161 ○ 

富士吉田 富士吉田市下吉田 5－15－25 0555－22－5161 ○ 

※ 祝日非稼働 

甲府信用金庫 

支店名 住   所 電話番号 休日稼働 

本店営業部 甲府市丸の内 2－33－1 055－222－3322 ○ 

緑町 甲府市若松町 6－26 055－233－0148  

北 甲府市武田 1－2－20 055－252－6411  

南 甲府市住吉 1－12－4 055－235－1271 ○ 

国母 甲府市国母 5－4－2 055－226－4422 ○ 

東 甲府市和戸町 353－59 055－237－6831 ○ 

塩山 甲州市塩山上於曽 674 0553－33－3233 ○ 

加納岩 山梨市上神内川 1184 0553－22－2331 ○ 

韮崎 韮崎市本町 1－5－28 0551－22－1535 ○ 

長坂 北杜市長坂町長坂上条 2057 0551－32－3235 ○ 

竜王南 甲斐市西八幡 1258－3 055－279－2171 ○ 

櫛形 南アルプス市小笠原 510－16 055－282－6311 ○ 

白根 南アルプス市在家塚 901－1 055－283－8339 ○ 

石和 笛吹市石和町窪中島 106－1 055－263－9393 ○ 

西 甲府市徳行 2－12－6 055－226－3024 ○ 

湯村 甲府市湯村 3－4－34 055－253－1528 ○ 

朝気 甲府市朝気 1－1－39 055－237－3511 ○ 

大里 甲府市大里町 4180－1 055－241－3521 ○ 

昭和 中巨摩郡昭和町上河東 1324－1 055－288－0900 ○ 

 


