
株式会社七十七銀行　実施店舗（通帳レス口座の登録）

支店名 所在地

1 本店営業部 仙台市青葉区中央３－３－２０

2 南町通支店 仙台市青葉区中央３－５－７

3 名掛丁支店 仙台市青葉区中央１－７－５

4 新伝馬町支店 仙台市青葉区中央２－４－１

5 一番町支店 仙台市青葉区一番町４－１０－２０

6 県庁支店 仙台市青葉区本町３－８－１宮城県庁舎内

7 仙台市役所支店 仙台市青葉区国分町３－７－１仙台市庁舎内

8 二日町支店 仙台市青葉区二日町７－１５

9 卸町支店 仙台市宮城野区萩野町３－９－１

10 中央市場支店 仙台市若林区卸町４－３－１

11 東卸町支店 仙台市若林区卸町東２－７－１

12 上杉支店 仙台市青葉区上杉５－３－３６第三勝山ビル

13 榴岡支店 仙台市宮城野区榴岡５－１－３５三共仙台東ビル

14 扇町支店 仙台市宮城野区扇町２－２－２２

15 富沢支店 仙台市太白区富沢南１－２３－３

16 中田支店 仙台市太白区中田３－６－５

17 長町支店 仙台市太白区長町３－８－２９

18 河原町支店 仙台市若林区河原町１－４－３

19 荒町支店 仙台市若林区荒町１０６－１

20 南小泉支店 仙台市若林区遠見塚２－１－１８

21 大学病院前支店 仙台市青葉区支倉町４－２９

22 八幡町支店 仙台市青葉区八幡４－１－５

23 北仙台支店 仙台市青葉区堤通雨宮町１２－２０

24 泉支店 仙台市泉区市名坂字町６８－２

25 宮町支店 仙台市青葉区宮町２－１－５６

26 小松島支店 仙台市青葉区小松島３－５－１６

27 仙台原町支店 仙台市宮城野区原町２－３－５０

28 宮城野支店 仙台市宮城野区宮城野２－１２－１７

29 東仙台支店 仙台市宮城野区東仙台１－２－１７

30 荒巻支店 仙台市青葉区荒巻神明町２５－３

31 西多賀支店 仙台市太白区西多賀１－２１－５

32 鶴ヶ谷支店 仙台市宮城野区鶴ヶ谷２－１－８

33 将監支店 仙台市泉区将監８－８－８

34 南光台支店 仙台市泉区南光台７－１－５

35 幸町支店 仙台市宮城野区幸町１－２２－７

36 六丁目支店 仙台市若林区六丁の目南町４－５

37 泉崎支店 仙台市太白区長町南４－２０－３０

38 国見支店 仙台市青葉区国見２－９－８

39 長命ヶ丘支店 仙台市泉区長命ヶ丘４－１４－３

40 向陽台支店 仙台市泉区向陽台３－１５－１５

41 仙台東口支店 仙台市宮城野区榴岡２－４－２２仙台東口ビル

42 沖野支店 仙台市若林区上飯田１－５－３４

43 旭ヶ丘支店 仙台市青葉区旭ヶ丘３－２６－２３

44 袋原支店 仙台市太白区袋原６－１－３

45 泉パークタウン支店 仙台市泉区寺岡６－７－５

46 吉成支店 仙台市青葉区吉成１－１７－１

47 泉中央支店 仙台市泉区泉中央１－１３－４泉エクセルビル

48 東勝山支店 仙台市青葉区東勝山３－１２－２８

49 中山支店 仙台市青葉区中山４－２３－２８

50 岩切支店 仙台市宮城野区岩切字青津目１２１－５

51 富谷支店 富谷市ひより台２－３６－４

52 明石台支店 富谷市明石台６－１－４１５

53 西中田支店 仙台市太白区西中田７－１０－５０

54 長町南支店 仙台市太白区長町７－１９－７０

55 加茂出張所 仙台市泉区加茂４－１－４

56 栗生支店 仙台市青葉区落合６－１１－２

57 宮城町支店 仙台市青葉区下愛子字観音４６－３

58 高森支店 仙台市泉区高森７－２ショッピングガーデン・キャラウェイ

59 南八木山支店 仙台市太白区八木山南４－１－６



60 塩釜支店 塩竈市尾島町１７－１１

61 松島支店 宮城郡松島町高城字町１７７

62 多賀城支店 多賀城市八幡３－１６－１８

63 塩釜西支店 塩竈市東玉川町２－２２

64 高砂支店 多賀城市高橋２－１０－１５

65 下馬支店 多賀城市下馬５－３－１

66 七ヶ浜支店 宮城郡七ヶ浜町汐見台１－１－２

67 利府支店 宮城郡利府町新中道２－１－３

68 飯野川支店 石巻市相野谷字飯野川町１２７

69 中津山支店 石巻市桃生町中津山字内八木１１１－２

70 矢本支店 東松島市矢本字上新沼１４－１

71 石巻支店 石巻市立町２－５－１２

72 渡波支店 石巻市湊字筒場４０

73 鮎川支店 石巻市鮎川浜鬼形山１－１３石巻市牡鹿総合支所

74 女川支店 牡鹿郡女川町女川2丁目８－１

75 新中里支店 石巻市南中里２－９－３３

76 蛇田支店 石巻市恵み野３－４－２

77 鳴瀬出張所 東松島市小野字中央２３－１

78 のぞみ野出張所 石巻市のぞみ野１－１－６

79 志津川支店 本吉郡南三陸町志津川字沼田１５０－３４

80 気仙沼支店 気仙沼市南町3丁目１－１

81 内脇支店 気仙沼市田中前２－２－２

82 吉岡支店 黒川郡大和町吉岡字上町４５

83 中新田支店 加美郡加美町字西町１

84 小野田支店 加美郡加美町字町屋敷二番２８－１

85 古川支店 大崎市古川駅前大通２－５－１７

86 鹿島台支店 大崎市鹿島台木間塚字小谷地３８３－１

87 岩出山支店 大崎市岩出山字二の構１０９

88 鳴子支店 大崎市鳴子温泉字湯元２－１

89 小牛田支店 遠田郡美里町字藤ヶ崎町９３

90 涌谷支店 遠田郡涌谷町字柳町２５－３

91 田尻支店 大崎市田尻字町尻６－１

92 南古川支店 大崎市古川南新町５－３７

93 古川十日町支店 大崎市古川十日町７－２７

94 築館支店 栗原市築館伊豆１－８－１２

95 一迫支店 栗原市一迫真坂字本町２０

96 若柳支店 栗原市若柳字川北新町３７－１

97 岩ヶ崎支店 栗原市栗駒岩ヶ崎六日町９６

98 佐沼支店 登米市迫町佐沼字西佐沼９４

99 登米支店 登米市登米町寺池九日町５

100 白石支店 白石市字中町３５－１

101 蔵王支店 刈田郡蔵王町大字円田字西浦４－２

102 大河原支店 柴田郡大河原町字町１９０－２

103 船岡支店 柴田郡柴田町船岡中央１－７－３

104 村田支店 柴田郡村田町大字村田字町１６３－１

105 丸森支店 伊具郡丸森町字町西２２

106 角田支店 角田市角田字町７４

107 亘理支店 亘理郡亘理町字新町６４－４

108 山下支店 亘理郡山元町山寺字山下６４

109 岩沼支店 岩沼市中央１－３－２４

110 増田支店 名取市増田２－２－７

111 名取西支店 名取市大手町４－９－２

112 仙台空港出張所 名取市下増田字南原仙台空港ターミナルビル

113 杜せきのした支店 名取市杜せきのした１－３－４

114 岩沼西支店 岩沼市たけくま１－１１－１３

115 川崎支店 柴田郡川崎町大字前川字本町６４－２


