
本ご案内は、本公開買付けに関する情報提供を目的とした案内文であり、応募の申込みの勧誘を目的として作成されたものではありません。応募

の申し込みをされる際は、みずほ証券の支店・営業所等またはプラネットブースにてご用意しております公開買付説明書を必ずご覧いただいたう

えで、ご自身のご判断でなされるようお願いいたします。 

本ご案内は、平成 25 年 6 月末日時点の株式会社マクロミルの株主名簿に基づき、株主の皆様に本公開買付けの内容についてご連絡をさせて頂

いております。本ご案内がお手元に届いた時点で既に株式会社マクロミルの株式を保有されていない方につきましては、その旨ご了解を賜りたく

存じます。 

平成 25 年 12 月吉日 
株式会社マクロミルの株主のみなさまへ 
 

株式会社マクロミル株式等に対する公開買付けに関するご案内 
 

株式会社マクロミル 
株式会社 BCJ-12  

 

拝啓 みなさまにおかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 
さてこの度、株式会社 BCJ-12 は、平成 25 年 12 月 11 日に、株式会社マクロミルの発行する普通株式、

新株予約権及び新株予約権付社債に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を行う旨
を公表し、平成 25 年 12 月 12 日に、本公開買付けを開始いたしました。また、株式会社マクロミルは、
平成 25 年 12 月 11 日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、株式
会社マクロミルの株主、新株予約権に係る新株予約権者及び新株予約権付社債に係る社債権者のみなさ
まに対して本公開買付けの応募を推奨することを決議しております。 
 
【本公開買付けの概要】 

1. 公開買付者   ：株式会社 BCJ-12  
2. 対象者     ：株式会社マクロミル（東証 1部上場 証券コード 3730） 
3. 買付期間    ：平成 25 年 12 月 12 日（木）～ 平成 26 年 1 月 31 日（金）（30 営業日） 
4. 買付価格    ：普通株式 1株につき 金 786 円 

第 6 回新株予約権 １個につき 金 206,400 円 

第 7 回新株予約権 １個につき 金 206,400 円 

第 8 回新株予約権 １個につき 金 181,200 円 

第 9 回新株予約権 １個につき 金 62,400 円 

2014 年満期ユーロ円建新株予約権付社債 

額面 1,000 万円につき 金 16,212,822 円 

5. 買付け等の決済をする金融商品取引業者（公開買付代理人） ：みずほ証券株式会社 

つきましては、株主のみなさまに、本公開買付けについてご案内するとともに、これに関する資料を
ご送付申し上げます。 
本ご案内は、株主のみなさまに本公開買付けについてお知らせし、ご理解いただくことを目的として
おります。株主のみなさまにおかれましては、同封しております資料とともに、公開買付代理人である
みずほ証券株式会社から交付される公開買付説明書をご覧いただき、本公開買付けへのご応募について
ご検討くださいますようお願い申し上げます。 
なお、本公開買付けに対するご応募に関するご不明な点等がございましたら、次頁に記載のお問い合
わせ先までお申し出ください。 

敬具 
 



本ご案内は、本公開買付けに関する情報提供を目的とした案内文であり、応募の申込みの勧誘を目的として作成されたものではありません。応募

の申し込みをされる際は、みずほ証券の支店・営業所等またはプラネットブースにてご用意しております公開買付説明書を必ずご覧いただいたう

えで、ご自身のご判断でなされるようお願いいたします。 

本ご案内は、平成 25 年 6 月末日時点の株式会社マクロミルの株主名簿に基づき、株主の皆様に本公開買付けの内容についてご連絡をさせて頂

いております。本ご案内がお手元に届いた時点で既に株式会社マクロミルの株式を保有されていない方につきましては、その旨ご了解を賜りたく

存じます。 

 
＜応募手続き及び口座開設に関するお手続き＞ 

本公開買付けの応募手続き、及びみずほ証券での口座開設に関するお手続きは、みずほ証券の支店・

営業所等またはプラネットブース（同封の「みずほ証券の国内ネットワーク」をご参照ください。）に

てお申し込みください。 

 

 
＜最寄りのみずほ証券の支店がご不明な場合や本公開買付けへの応募方法に関するお問い合わせ先＞ 

最寄りのみずほ証券の支店・営業所等またはプラネットブースがご不明な場合や応募方法に関するご

質問は、みずほ証券ホームページ http://www.mizuho-sc.com/ap/product/stock/tob/index.html をご

覧いただくか、みずほ証券コールセンター（ TEL 0120-324-390 受付時間：平日 08：30－21：00、土・

日・祝日 09：00－17：00 ）にお問い合わせください。 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

 
株式会社マクロミル ： TEL 03-6716-0706  (経営戦略室) 

株式会社 BCJ-12   ： TEL 03-6212-7034 

 

＜同封資料＞ 
 
① 「株式会社マクロミル株式等に対する公開買付けに関するご案内」（本紙） 

② 「応募手続きのご案内」、「公開買付けへの応募手続きについて」及び「みずほ証券の国内ネット

ワーク」 

③ 株式会社 BCJ-12 平成 25 年 12 月 11 日付プレスリリース資料 

「株式会社マクロミル株券等（証券コード 3730）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」 

④ 株式会社マクロミル 平成 25 年 12 月 11 日付プレスリリース資料 

「株式会社 BCJ-12 による当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」 
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 (公開買付代理人) 

みずほ証券株式会社 

 

応 募 手 続 き の ご 案 内 
 

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

さて、本公開買付けに係る公開買付代理人業務については、みずほ証券株式会社（以下

「みずほ証券」といいます。）が務めさせていただきます。本公開買付けの応募ならびにお

問い合わせにつきましては、みずほ証券の支店・営業所等、プラネットブース（以下「み

ずほ証券支店・営業所等」といいます。）、または、みずほ証券コールセンター（Tel:0120

－324－390 平日 08：30-21：00、土･日･祝日 09：00-17：00）にお気軽にお申し付けくだ

さいますようお願い申し上げます。 

謹白 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ なお、本公開買付けの要項につきましては、同封のプレスリリース「株式会社マクロミ
ル株券等（証券コード 3730）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」および「株

式会社 BCJ-12 による当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」

等をご参照ください。 
 
１． みずほ証券での口座開設について 
① 口座開設に際して、みずほ証券

にご持参いただくもの 

(1) 印鑑（お届け印鑑となります） 

(2) 本人確認書類（注１） 

(3) お振込先としてご指定いただく銀行口座等の

口座番号がわかるもの（預金通帳またはキャッ

シュカード等） 

② 口座開設には、お時間がかかる

場合がございます。 

なるべく買付終了日の 2 週間前

を目処に口座開設の手続きをお

取りくださいますようお願いい

たします。 

ご提出いただいた書類に不備等がない場合でも、

本人確認等で少々お時間をいただいております。 

また、買付終了日が近づくにつれ、受付場所が混

み合う恐れがございますので、なるべくお早めに口

座開設のお手続きをお取りください。 

なお、お取引コースは原則「３サポートコース」

をお選びください。 

応募要領 

(1) 本公開買付けについては、みずほ証券以外の証券会社を経由した応募の受け付け

は行われません。 

(2) みずほ証券にお取引口座をお持ちでない場合、応募に際して口座開設が必要とな

りますのでご留意ください。 

(3) 応募に際しては、応募株主様はみずほ証券支店・営業所等に備え置きの「公開買

付応募申込書」に所定の事項をご記入のうえ、ご応募ください。 
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２．公開買付けの応募について 

① みずほ証券での口座開設完了

後、応募手続きに入ります。 

口座開設がお済みでない場合、お早めに口座開設

手続きをお取りください。 

② 株式の状況をご確認ください。 (1) 株式がみずほ証券のお取引口座に記録されて

いる場合は、株式に関するお手続きは特に必要

ありません。 

(2) 株式がみずほ証券以外の証券会社のお取引口

座に記録されている場合は、あらかじめお取引

先の証券会社にて、株式をみずほ証券のお取引

口座に振り替えるお手続き（注２）をお取りくだ

さい。 

(3) 株式が特別口座に記録されている場合 （注３）は、

みずほ証券のお取引口座に振り替えるお手続

き（注２）をお取りください。 

③ 応募に際して、みずほ証券にご

持参いただくもの 

(1) 印鑑（口座開設時のお届け印） 

※上記②(3)のように特別口座からの振り替えを

行う場合は、特別口座の口座管理機関に届け出

た印鑑もご持参ください。 

(2) 本人確認書類（注１） 

※口座開設と同時に応募される場合は、口座開設

用に持参された本人確認書類で結構です。 

④ 「公開買付応募申込書」に所定

の事項をご記入のうえ、応募し

てください。 

「公開買付応募申込書」は、みずほ証券支店・営

業所等に備え置いております。 

※ なお、最終日の応募受け付けについては 15 時で締め切らせていただきます。 

 

３．決済の方法および場所 
① 決済の開始日 公開買付説明書、公開買付けの開始に関するお知

らせ等をご参照ください。 
② 決済の方法および場所 公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる

買い付け等の通知書を応募株主等（外国人株主の場

合はその常任代理人）の住所宛に郵送いたします。

買い付けは、現金にて行います。買い付けられた株

券等に係る売却代金を応募株主等（外国人株主の場

合はその常任代理人）の指示により、決済の開始日

以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等（外

国人株主の場合はその常任代理人）の指定した場所

へ送金するか、応募受け付けをした公開買付代理人

の応募株主等の口座へお支払いします。 
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（注 1）イ）本人確認書類のご提示について 
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、みずほ証券において新規に証券取引口座
を開設される場合または日本国内の常任代理人を通じて応募する外国人株主の場合には、次の本
人確認書類等が必要になります。詳しくは、最寄りのみずほ証券窓口までお問い合わせください。 

ロ）本人確認書類等について 

個人 住民票の写し(６ヵ月以内に作成されたもの)、健康保険証、運転免許証等(氏名、住
所、生年月日すべてを確認できるもの)。 

法人 登記事項証明書 (６ヵ月以内に作成されたもので名称及び本店又は主たる事務所の
所在地並びに事業内容を確認できるもの)。 
法人自体の本人確認に加え、取引担当者(当該法人の代表者が取引する場合はその代
表者)個人の本人確認が必要となります。 

外 国 人

株主 

日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに
類するもので、居住者の上記本人確認書類に準じるもの等（本人確認書類は、自然人
の場合は、氏名、住所、生年月日の記載のあるもの(※1)、法人の場合は、名称及び
本店又は主たる事務所の所在地並びに事業内容の記載のあるもの(※2)が必要です。
また、当該本人確認書類は、自然人及び法人ともに６ヶ月以内に作成されたもの、又
は有効期間若しくは期限のある書類は有効なものに限ります。）及び常任代理人との
間の委任契約に係る委任状又は契約書の写し(※3)が必要となります。 
(※1)外国に居住される日本国籍を有する株主の方は、原則としてパスポートの提出

をお願いいたします。 
(※2）法人の場合、当該法人の事業内容の確認が必要であるため、本人確認書類に事

業内容の記載がない場合は、別途事業内容の確認できる書類（居住者の本人確
認書類に準じる書類又は外国の法令の規定により当該法人が作成されることと
されている書類で事業内容の記載があるもの）の提出が必要です。 

(※3)当該外国人株主の氏名又は名称、国外の住所地の記載のあるものに限り、①常
任代理人による証明年月日、②常任代理人の名称、住所、代表者又は署名者の
氏名及び役職が記載され、公開買付代理人の証券取引口座に係る届出印により
原本証明が付されたもの。 

（注2）他の証券会社からみずほ証券に株式を振り替える場合の書面に記載するコード（番
号）について 

① 機構加入者コード（７桁）： 「1169660」と記載してください。 
② 加入者口座コード（21 桁）： 「1169660＋10000＋●●●●●●●（７桁のお客さまコード）＋00」

と記載してください。 
※ 証券保管振替機構対象の株式をみずほ証券でお預かりしていない場合、上記加入者口座コード
の登録がございませんので、みずほ証券コールセンター（Tel:0120－324－390）までご連絡くだ
さい。 

（注 3）特別口座からみずほ証券のお取引口座への振替手続きについて 
株券電子化の施行日（平成 21 年 1 月 5日）にほふり預託されていない株式は、特別口座の口座
管理機関である三菱 UFJ 信託銀行株式会社に設定された特別口座に残高が移行されております。
特別口座では本公開買付けに応募できません。みずほ証券のお取引口座への振替申請手続き（特
別口座の口座管理機関への口座振替申請書の提出）が必要になります。振り替えに際しては、以
下の点にご注意ください。 

① 特別口座からみずほ証券のお取引口座への振り替えは、同一氏名の口座に限られております。 
② 振り替える株数は、特別口座に記録された株数以内としてください。 
③ 口座振替申請書には、特別口座の口座管理機関に届け出ている印鑑を押印してください。 
④ 口座振替申請書の「届出印」「住所」「氏名」が特別口座の口座管理機関に届け出たものと異なる
等の不備があった場合は、特別口座の口座管理機関は口座振替申請書を受け付けません。特別口
座の口座管理機関からの返戻に時間を要する場合があります。不備がないよう十分ご注意ください。 

公開買付けにより買い付けられた株式に対する課税関係について 
個人株主の場合 
日本の居住者である個人株主の方の場合、株式等の譲渡所得等には、原則として申告分離課税が適用
されます。公開買付けへの応募による売却につきましても、通常の金融商品取引業者を通じた売却と
して取り扱われることとなります。税務上の具体的なご質問等につきましては、税理士等の専門家に
ご確認いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。 

以  上 
※ この資料は投資判断の参考となる情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたもので

はありません。投資に関する最終決定はご自身のご判断でお願いいたします。 
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公開買付けへの応募手続きについて 

 

『みずほ証券以外の証券会社の取引口座』や『特別口座』に記録されている株式がみずほ証券の取引
口座に記録されている 

（注１）【本人確認書類について】 
個 人 法 人 
住民票の写し(６ヵ月以内に作成されたも
の)、健康保険証、運転免許証等 
【本人特定事項】 
①氏名、②住所、③生年月日 

登記事項証明書 
【本人特定事項】 
①名称、②本店又は主たる事務所の所在地並びに事業内容を確認できる
もの（法人自体の本人確認に加え、代表者もしくは代理人・取引担当者
個人（契約の締結等の任に当たる者）の本人確認が必要になります。） 

【個人株主の課税について】 
日本の居住者である個人株主の方の場合、公開買付けへの応募による売却につきましても、通常の金融商品取

引業者を通じた売却として取り扱われることとなります。課税上の具体的なご質問等につきましては、税理士等
の専門家にご確認いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。 

 
（注２）【他の証券会社からみずほ証券に株式を振り替える場合の書面に記載するコード（番号）について】 
機構加入者コード（７桁）： 「1169660」と記載してください。 
加入者口座コード（21桁）： 「1169660＋10000＋●●●●●●●（７桁のお客さまコード）＋00」と記載してください。 
※ 証券保管振替機構対象の株式をみずほ証券でお預かりしていない場合、上記加入者口座コードの登録がございませ
んので、みずほ証券コールセンター（Tel:0120－324－390）までご連絡ください。 

みずほ証券に 
取引口座がある 

みずほ証券に 
取引口座がある

みずほ証券に取引口座がない 

支店･営業所等で口座開設に必要な手続きをとる 

株式をみずほ証券の取引口座に振り替えて応募する 

◎ 他の証券会社の取引口座に記録されている場合 
⇒ 取引先の証券会社にて振替手続きをお取りください（注２）。 
⇒ 株式がみずほ証券の取引口座に振り替るまで4､5日程度かかります。
⇒ 他の証券会社の特定口座において株式を管理されていて、本公開買
付けへの応募による売却を特定口座内での売却とされるご意向があ
る場合には、みずほ証券においても特定口座を開設していただき、
証券保管振替機構を通じた振替を行っていただく必要があります。

◎ 特別口座に記録されている場合 
⇒ みずほ証券にて振替手続きをお取りください。 
⇒ 特別口座の口座管理機関に届けているお届出印が必要になります。
⇒ みずほ証券の取引口座に振り替るまで２週間程度かかります。 

・口座開設に必要なもの 
①ご印鑑、②本人確認書類（注１）、③その他必要書類 

・口座開設と同時に応募書類もご提出いただけます。ただし、
応募受付は、株式がみずほ証券の取引口座に振り替わって
からとなります。 

・お取引ｺｰｽは原則「３サポートコース」をお選びください。

上記はあくまで一般的な手続きを簡略化して記載したものです。特に、税務上の問題は勘案しておりませんので、ご
自身でご確認いただきますよう、お願いいたします。個別の手続きにつきましては最寄りのみずほ証券支店・営業所
等にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。なお、手続きには日数を要する場合がありますので、お早
めにご連絡ください。 

みずほ証券で応募手続きをする 

応募手続きに必要なもの 
①公開買付応募申込書（みずほ証券支店・営業所等に備え付け）、②お届出印（みずほ証券の取引口座の
お届け印）、③本人確認書類（注）※必要な場合があります 



みずほ証券の国内ネットワーク 2013年11月25日現在  

店舗名 電話番号 郵便番号 住所

本社 03-5208-3210 100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア

中部支社 - 460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-11-11 名古屋インターシティ

関西支社 - 541-0053 大阪府大阪市中央区本町3-6-4 本町ガーデンシティ

札幌支店 011-231-3411 060-0003 北海道札幌市中央区北三条西3-1-44 みずほ銀行札幌支店4階

札幌中央支店 011-231-6111 060-0003 北海道札幌市中央区北三条西3-1

盛岡支店 019-624-5421 020-0024 岩手県盛岡市菜園1-12-18 盛岡菜園センタービル4階

仙台中央支店 022-265-2311 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-1-5

仙台支店 022-221-2211 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1 みずほ銀行仙台支店5階

秋田支店 018-832-5575 010-0001 秋田県秋田市中通2-5-21

福島支店 024-523-1171 960-8041 福島県福島市大町7-1

郡山支店 024-934-0161 963-8002 福島県郡山市駅前2-10-15

水戸支店 029-225-4831 310-0021 茨城県水戸市南町3-5-1 みずほ銀行水戸支店2階

土浦支店 029-824-4561 300-0043 茨城県土浦市中央1-1-26

宇都宮支店 028-636-0001 320-0035 栃木県宇都宮市伝馬町1-9

高崎支店 027-325-2111 370-0849 群馬県高崎市八島町265

桐生支店 0277-43-4151 376-0031 群馬県桐生市本町6-30

大宮支店 048-643-9011 330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-104 大宮仲町AKビル1階

浦和支店 048-829-2241 330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町2-1-1

所沢支店 04-2926-7221 359-1123 埼玉県所沢市日吉町12-1 みずほ銀行所沢支店3階

千葉支店 043-222-8251 260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-15-11

柏支店 04-7166-2911 277-0005 千葉県柏市柏2-2-3 みずほ銀行柏支店7階

横浜西口支店 045-314-3811 220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-8-4

横浜支店 045-641-3661 231-0005 神奈川県横浜市中区本町3-33 みずほ銀行横浜支店5階

上大岡支店 045-843-1221 233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-18-5 ミオカ中2階

たまプラーザ営業所 045-901-5811 225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-9-18

川崎支店 044-520-1050 212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎2階

新百合ヶ丘支店 044-952-3911 215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-5-2 みずほ銀行新百合ヶ丘支店2階

平塚支店 0463-21-6101 254-0043 神奈川県平塚市紅谷町2-7

小田原支店 0465-24-3111 250-0011 神奈川県小田原市栄町2-3-6

逗子支店 046-873-1781 249-0006 神奈川県逗子市逗子5-2-52

日本橋本店営業第一部 03-3663-3700 103-8658 東京都中央区日本橋蛎殻町2-10-30

日本橋本店営業第二部 03-3663-6666 103-8658 東京都中央区日本橋蛎殻町2-10-30

八重洲本店営業部 03-5203-6321 104-8481 東京都中央区八重洲2-4-1

東京FA営業部 03-5203-6390 104-8481 東京都中央区八重洲2-4-1

ウェルスマネジメント東京営業部 03-5203-8140 104-8481 東京都中央区八重洲2-4-1

虎ノ門支店 03-3501-4311 105-0001 東京都港区虎ノ門1-4-3

新宿支店 03-3342-3211 160-0023 東京都新宿区西新宿1-21-1

上野支店 03-3832-2261 110-0005 東京都台東区上野3-16-5  みずほ銀行上野支店7階

押上支店 03-3624-0611 130-0002 東京都墨田区業平3-14-4 

自由が丘支店 03-3718-1151 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-10-1

大森支店 03-3778-9640 143-0023 東京都大田区山王2-5-13 みずほ銀行大森支店6階

成城支店 03-5490-7480 157-0066 東京都世田谷区成城5-7-1

渋谷支店 03-3496-2121 150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-8

池袋西口支店 03-3987-1331 171-0021 東京都豊島区西池袋3-27-12 池袋ウェストパークビル7階

池袋支店 03-3984-3181 171-0022 東京都豊島区南池袋2-27-8

石神井支店 03-3997-1131 177-0041 東京都練馬区石神井町3-27-22 みずほ銀行石神井支店1階

八王子支店 042-643-0020 192-0083 東京都八王子市旭町11-5

立川支店 042-525-5111 190-0012 東京都立川市曙町2-4-6 みずほ銀行立川支店5階

吉祥寺支店 0422-22-1151 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-14-8

三鷹支店 0422-76-0510 181-0013 東京都三鷹市下連雀3-35-1

町田支店 042-722-5611 194-0013 東京都町田市原町田6-13-22

新潟支店 025-223-5101 951-8068 新潟県新潟市中央区上大川前通七番町1177

富山支店 076-433-5811 930-0004 富山県富山市桜橋通り5-13 みずほ銀行富山支店4階

富山中央支店 076-421-9121 930-0028 富山県富山市荒町5-5

金沢支店 076-231-4181 920-0855 石川県金沢市武蔵町1-16

福井支店 0776-21-2255 910-0005 福井県福井市大手2-7-15

武生支店 0778-24-2511 915-0076 福井県越前市国府1-2-2

甲府支店 055-224-2141 400-0031 山梨県甲府市丸の内2-16-1

長野支店 026-223-6163 380-0824 長野県長野市大字南長野南石堂町1282-11

北陸・甲信越

本・支社

北海道・東北

関東(除く東京都)

東京都
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店舗名 電話番号 郵便番号 住所

岐阜支店 058-263-7171 500-8833 岐阜県岐阜市神田町7-2

静岡支店 054-254-2241 420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町4-1

清水支店 054-352-2161 424-0821 静岡県静岡市清水区相生町7-19

浜松中央支店 053-454-3271 430-0928 静岡県浜松市中区板屋町102-8

浜松支店 053-452-1121 430-0933 静岡県浜松市中区鍛冶町332-1 みずほ銀行浜松支店7階

沼津支店 055-962-1113 410-0801 静岡県沼津市大手町3-8-1

富士支店 0545-57-0360 417-0047 静岡県富士市青島町195-1

名古屋駅前支店 052-551-9291 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-6-17 名古屋ビルデイング14階

名古屋支店 052-204-5111 460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-3-1

豊橋支店 0532-53-2141 440-0881 愛知県豊橋市広小路1-39 みずほ銀行豊橋支店3階

四日市支店 059-353-2281 510-0086 三重県四日市市諏訪栄町7-31

伊賀上野支店 0595-21-2340 518-0861 三重県伊賀市上野東町2958

大津支店 077-522-5531 520-0056 滋賀県大津市末広町1-1

京都支店 075-231-8881 600-8006 京都府京都市下京区四条通柳馬場西入立売中之町99

福知山支店 0773-22-2141 620-0000 京都府福知山市字天田小字木村前194-4

十三支店 06-6302-5951 532-0024 大阪府大阪市淀川区十三本町1-5-5 みずほ銀行十三支店2階

大阪西支店 06-6346-4300 530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-5-17

梅田支店 06-6373-1151 530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街2階

阿倍野支店 06-6621-1351 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-29

大阪支店 06-6245-1122 541-0054 大阪府大阪市中央区南本町4-1-1

ウェルスマネジメント大阪営業部 06-6281-4360 541-0054 大阪府大阪市中央区南本町4-1-1

難波支店 06-6631-7221 542-0075 大阪府大阪市中央区難波千日前13-13 

堺支店 072-238-5941 590-0075 大阪府堺市堺区南花田口町2-3-20

池田支店 072-751-2581 563-0055 大阪府池田市菅原町3-1-116

枚方支店 072-841-8511 573-0027 大阪府枚方市大垣内町2-6-5

東大阪支店 06-6728-5551 577-0841 大阪府東大阪市足代2-2-25

神戸支店 078-331-4621 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町1-3-1 みずほ銀行神戸支店7階

神戸元町支店 078-393-1171 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町3-3-2

姫路支店 079-282-1234 670-0912 兵庫県姫路市南町63

尼崎支店 06-6411-1521 660-0883 兵庫県尼崎市神田北通2-12-1

明石支店 078-918-2277 673-0892 兵庫県明石市本町2-1-29

西宮支店 0798-33-1551 662-0971 兵庫県西宮市和上町1-31

洲本支店 0799-22-1010 656-0026 兵庫県洲本市栄町2-3-22

西脇支店 0795-22-2672 677-0015 兵庫県西脇市西脇990

奈良支店 0742-23-1221 630-8227 奈良県奈良市林小路町1-1

高田支店 0745-22-1121 635-0061 奈良県大和高田市礒野東町1-7

和歌山支店 073-431-1221 640-8159 和歌山県和歌山市十一番丁 9

田辺支店 0739-22-5100 646-0032 和歌山県田辺市下屋敷町35-2

松江支店 0852-23-1800 690-0003 島根県松江市朝日町477-17

岡山支店 086-224-3161 700-0023 岡山県岡山市北区駅前町1-8-1

広島中央支店 082-241-3185 730-0021 広島県広島市中区胡町4-21

広島支店 082-243-2610 730-0031 広島県広島市中区紙屋町2-1-1 みずほ銀行広島支店4階

福山支店 084-922-2520 720-0066 広島県福山市三之丸町9-16

宇部支店 0836-31-2255 755-0043 山口県宇部市相生町9-8

柳井支店 0820-22-2311 742-0035 山口県柳井市中央2-10-1

徳島支店 088-653-4111 770-0831 徳島県徳島市寺島本町西1-7-1

高松支店 087-851-7100 760-0028 香川県高松市鍛冶屋町3

高松中央支店 087-833-8001 760-0052 香川県高松市瓦町1-10

松山支店 089-921-8141 790-0011 愛媛県松山市千舟町4-4-1

今治支店 0898-32-4300 794-0026 愛媛県今治市別宮町2-1-12

北九州支店 093-531-1631 802-0003 福岡県北九州市小倉北区米町1-2-22

福岡支店 092-741-1961 810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-8-36 天神NKビル2階

大牟田支店 0944-52-8201 836-0842 福岡県大牟田市有明町1-2-7

佐賀支店 0952-26-2111 840-0825 佐賀県佐賀市中央本町1-10

長崎支店 095-823-1204 850-0032 長崎県長崎市興善町2-21

佐世保支店 0956-23-1181 857-0053 長崎県佐世保市常盤町3-2

熊本支店 096-356-2311 860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町12-1

鹿児島支店 099-227-2511 892-0828 鹿児島県鹿児島市金生町7-8 鹿児島金生町ビル6階

※たまプラーザ営業所は、2014年2月3日（月）をもって、みずほ銀行たまプラーザ支店2階へ移転します。移転後の住所は以下のとおりです。
神奈川県横浜市青葉区美しが丘5-1-1みずほ銀行たまプラーザ支店2階　　　なお、電話番号に変更はございません。

中国・四国

九州・沖縄

東海

近畿
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店舗名 電話番号 郵便番号

プラネットブース水戸 029-303-1911 310-0021 茨城県水戸市南町3-5-1 みずほ銀行水戸支店1階ロビー内

プラネットブース宇都宮 028-600-3401 320-0033 栃木県宇都宮市本町5-14 みずほ銀行宇都宮支店2階ロビー内

プラネットブース前橋 027-260-1265 371-0023 群馬県前橋市本町2-1-14 みずほ銀行前橋支店2階ロビー内

プラネットブース大宮 048-650-6410 330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-14 みずほ銀行大宮支店3階ロビー内

プラネットブース南浦和 048-844-5071 336-0018 埼玉県さいたま市南区南本町1-5-3 みずほ銀行南浦和支店2階ロビー内

プラネットブース川越 049-229-2631 350-0043 埼玉県川越市新富町2-1-8 みずほ銀行川越支店1階ロビー内

プラネットブース新所沢 04-2920-2960 359-1111 埼玉県所沢市緑町1-1-20 みずほ銀行新所沢支店1階ロビー内

プラネットブース所沢 04-2926-7221 359-1123 埼玉県所沢市日吉町12-1 みずほ銀行所沢支店1階ロビー内

プラネットブース春日部 048-753-1530 344-0067 埼玉県春日部市中央1-1 みずほ銀行春日部支店1階ロビー内

プラネットブース市川 047-325-8875 272-0034 千葉県市川市市川1-7-8 みずほ銀行市川支店2階ロビー内

プラネットブース船橋 047-460-2231 273-0005 千葉県船橋市本町1-3-1 みずほ銀行船橋支店3階ロビー内

プラネットブース津田沼 047-470-3571 274-0825 千葉県船橋市前原西2-14-8 みずほ銀行津田沼支店2階ロビー内

プラネットブース松戸 047-703-1411 271-0091 千葉県松戸市本町1-5 みずほ銀行松戸支店1階ロビー内

プラネットブース勝田台 047-481-6250 276-0020 千葉県八千代市勝田台北3-1-1 みずほ銀行勝田台支店1階ロビー内

プラネットブース鶴見駅前 045-580-2171 230-0062 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町15-1 みずほ銀行鶴見駅前支店1階ロビー内

プラネットブース横浜駅前 045-317-7516 220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-2-1 みずほ銀行横浜駅前支店1階ロビー内

プラネットブース綱島 045-549-5810 223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東1-2-18 みずほ銀行綱島支店2階ロビー内

プラネットブース日吉 045-566-2881 223-0061 神奈川県横浜市港北区日吉2-3-1 みずほ銀行日吉支店2階ロビー内

プラネットブース戸塚 045-869-6581 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4091-1 みずほ銀行戸塚支店２階ロビー内

プラネットブース上大岡 045-849-1352 233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1 みずほ銀行上大岡支店1階ロビー内

プラネットブース二俣川 045-360-7571 241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川2-52 みずほ銀行二俣川支店1階ロビー内

プラネットブースあざみ野 045-909-0611 225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野2-1-3 みずほ銀行あざみ野支店1階ロビー内

プラネットブース青葉台 045-988-1925 227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台1-6-13 みずほ銀行青葉台支店1階ロビー内

プラネットブース川崎 044-221-6372 210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子2-4-10 みずほ銀行川崎支店2階ロビー内

プラネットブース溝ノ口 044-820-8171 213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口1-11-5 みずほ銀行溝ノ口支店2階ロビー内

プラネットブース向ヶ丘 044-930-3802 214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸2779-6 みずほ銀行向ヶ丘支店2階ロビー内

プラネットブース鷺沼 044-862-4921 216-0004 神奈川県川崎市宮前区鷺沼1-2 みずほ銀行鷺沼支店1階ロビー内

プラネットブース橋本 042-700-1922 252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本3-29-8 みずほ銀行橋本支店2階ロビー内

プラネットブース相模大野 042-767-2631 252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-3-1-101 みずほ銀行相模大野支店1階ロビー内

プラネットブース衣笠 046-850-6781 238-0031 神奈川県横須賀市衣笠栄町2-65 みずほ銀行衣笠支店2階ロビー内

プラネットブース平塚 0463-25-0251 254-0043 神奈川県平塚市紅谷町2-22 みずほ銀行平塚支店1階ロビー内

プラネットブース大船 0467-42-6040 247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-24-15 みずほ銀行大船支店1階ロビー内

プラネットブース鎌倉 0467-61-3371 248-0012 神奈川県鎌倉市御成町11-35 みずほ銀行鎌倉支店1階ロビー内

プラネットブース藤沢 0466-29-5401 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢107-1 みずほ銀行藤沢支店3階ロビー内

プラネットブース小田原 0465-22-7926 250-0011 神奈川県小田原市栄町2-7-32 みずほ銀行小田原支店1階ロビー内

プラネットブース茅ヶ崎 0467-84-5361 253-0044 神奈川県茅ヶ崎市新栄町9-25 みずほ銀行茅ヶ崎支店1階ロビー内

プラネットブース丸之内 03-5221-8180 100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-1 みずほ銀行丸之内支店1階ロビー内

プラネットブース内幸町 03-5512-7561 100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-5 みずほ銀行東京営業部1階ロビー内

プラネットブース丸の内中央 03-6830-8910 100-8788 東京都千代田区丸の内1-3-3 みずほ銀行丸の内中央支店１階ロビー内

プラネットブース九段 03-3556-9411 101-0051 東京都千代田区神田神保町2-4 みずほ銀行九段支店1階ロビー内

プラネットブース神田 03-5259-7611 101-0052 東京都千代田区神田小川町1-1 みずほ銀行神田支店1階ロビー内

プラネットブース麹町 03-3265-6795 102-0083 東京都千代田区麹町3-2 みずほ銀行麹町支店2階ロビー内

プラネットブース日本橋 03-3517-3388 103-0022 東京都中央区日本橋室町4-3-18 みずほ銀行日本橋支店2階ロビー内

プラネットブース東京中央 03-5203-2238 103-0028 東京都千代田区大手町1-5-5 みずほ銀行東京中央支店3階ロビー内

プラネットブース京橋 03-5524-5595 104-0031 東京都中央区京橋2-7-19 みずほ銀行京橋支店1階ロビー内

プラネットブース築地 03-3547-3101 104-0045 東京都中央区築地2-11-21 みずほ銀行築地支店1階ロビー内

プラネットブース銀座 03-5524-1171 104-0061 東京都中央区銀座4-2-11 みずほ銀行銀座支店11階ロビー内

プラネットブース銀座中央 03-5524-6711 104-0061 東京都中央区銀座1-7-10 みずほ銀行銀座中央支店2階ロビー内

プラネットブース虎ノ門 03-5157-3494 105-0001 東京都港区虎ノ門1-2-3 みずほ銀行虎ノ門支店2階ロビー内

プラネットブース新橋 03-5521-1687 105-0004 東京都港区新橋2-1-3 みずほ銀行新橋支店1階ロビー内

プラネットブース六本木 03-5785-1201 106-0032 東京都港区六本木7-15-7 みずほ銀行六本木支店1階ロビー内

プラネットブース赤坂 03-5575-2401 107-0052 東京都港区赤坂4-1-33 みずほ銀行赤坂支店1階ロビー内

プラネットブース青山 03-5468-5711 107-0061 東京都港区北青山3-6-12 みずほ銀行青山支店地下1階ロビー内

プラネットブース外苑前 03-5775-5723 107-0061 東京都港区北青山3-2-4 みずほ銀行外苑前支店2階ロビー内

プラネットブース芝 03-5440-7533 108-0014 東京都港区芝5-34-7 みずほ銀行芝支店2階ロビー内

プラネットブース四谷 03-5366-1877 160-0004 東京都新宿区四谷3-3-1 みずほ銀行四谷支店2階ロビー内

プラネットブース新宿 03-5366-3411 160-0022 東京都新宿区新宿3-17-5 みずほ銀行新宿支店1階ロビー内

プラネットブース新宿南口 03-5909-5988 160-0023 東京都新宿区西新宿1-17-1 みずほ銀行新宿南口支店2階ロビー内

プラネットブース新宿西口 03-5909-5731 160-0023 東京都新宿区西新宿1-7-2 みずほ銀行新宿西口支店2階ロビー内

プラネットブース飯田橋 03-5225-9333 162-0822 東京都新宿区下宮比町2-1 みずほ銀行飯田橋支店2階ロビー内

プラネットブース新宿新都心 03-5322-6105 163-0690 東京都新宿区西新宿1-25-1 みずほ銀行新宿新都心支店地下1階ロビー内

プラネットブース高田馬場 03-5332-5311 169-0075 東京都新宿区高田馬場3-3-6 みずほ銀行高田馬場支店1階ロビー内

プラネットブース江戸川橋 03-5227-3090 112-0014 東京都文京区関口1-21-10 みずほ銀行江戸川橋支店2階ロビー内

プラネットブース駒込 03-5940-2735 113-0021 東京都文京区本駒込6-1-1 みずほ銀行駒込支店3階ロビー内

住所

関東(除く東京都)

東京都
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プラネットブース本郷 03-5842-4711 113-0033 東京都文京区本郷3-34-3 みずほ銀行本郷支店2階ロビー内

プラネットブース上野 03-3832-2261 110-0005 東京都台東区上野3-16-5 みずほ銀行上野支店2階ロビー内

プラネットブース雷門 03-5827-3181 111-0032 東京都台東区浅草1-1-15 みずほ銀行雷門支店2階ロビー内

プラネットブース浅草橋 03-5821-8733 111-0051 東京都台東区蔵前4-6-10 みずほ銀行浅草橋支店2階ロビー内

プラネットブース本所 03-5625-4561 130-0026 東京都墨田区両国4-31-11　 みずほ銀行本所支店2階ロビー内

プラネットブース亀戸 03-5628-5911 136-0071 東京都江東区亀戸1-39-10 みずほ銀行亀戸支店1階ロビー内

プラネットブース品川 03-5781-0877 140-0004 東京都品川区南品川2-2-7 みずほ銀行品川支店2階ロビー内

プラネットブース五反田 03-5436-7723 141-0031 東京都品川区西五反田1-27-2 みずほ銀行五反田支店2階ロビー内

プラネットブース大崎 03-5759-5495 141-0032 東京都品川区大崎1-6-3 みずほ銀行大崎支店ロビー内

プラネットブース荏原 03-5749-4490 142-0063 東京都品川区荏原4-4-7 みずほ銀行荏原支店2階ロビー内

プラネットブース中目黒 03-5768-3978 153-0051 東京都目黒区上目黒1-26-1 みずほ銀行中目黒支店1階ロビー内

プラネットブース蒲田 03-5480-2833 144-0052 東京都大田区蒲田5-17-2 みずほ銀行蒲田支店2階ロビー内

プラネットブース大岡山 03-5754-5651 145-0062 東京都大田区北千束3-28-12 みずほ銀行大岡山支店2階ロビー内

プラネットブース久が原 03-5747-5638 146-0085 東京都大田区久が原3-35-11 みずほ銀行久が原支店2階ロビー内

プラネットブース世田谷 03-5431-3011 154-0004 東京都世田谷区太子堂2-13-2 みずほ銀行世田谷支店2階ロビー内

プラネットブース北沢 03-5790-7211 155-0031 東京都世田谷区北沢2-25-20 みずほ銀行北沢支店1階ロビー内

プラネットブース経堂 03-5426-3300 156-0051 東京都世田谷区宮坂3-11-12 みずほ銀行経堂支店1階ロビー内

プラネットブース千歳船橋 03-5426-8645 156-0054 東京都世田谷区桜丘2-27-12 みずほ銀行千歳船橋支店1階ロビー内

プラネットブース烏山 03-5314-2411 157-0062 東京都世田谷区南烏山5-16-18 みずほ銀行烏山支店1階ロビー内

プラネットブース玉川 03-5797-5687 158-0094 東京都世田谷区玉川3-7-18 みずほ銀行玉川支店1階ロビー内

プラネットブース渋谷 03-6418-9231 150-0002 東京都渋谷区渋谷1-24-16 みずほ銀行渋谷支店2階ロビー内

プラネットブース恵比寿 03-5739-0583 150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-20-22 みずほ銀行恵比寿支店1階ロビー内

プラネットブース渋谷中央 03-5784-0325 150-0042 東京都渋谷区宇田川町23-3 みずほ銀行渋谷中央支店2階ロビー内

プラネットブース中野北口 03-5345-5965 165-0026 東京都中野区新井1-9-5 みずほ銀行中野北口支店1階ロビー内

プラネットブース鷺宮 03-5327-4577 165-0035 東京都中野区白鷺2-48-1 みずほ銀行鷺宮支店2階ロビー内

プラネットブース高円寺北口 03-5327-6022 166-0002 東京都杉並区高円寺北3-45-14 みずほ銀行高円寺北口支店2階ロビー内

プラネットブース荻窪 03-5347-9611 167-0032 東京都杉並区天沼3-4-1 みずほ銀行荻窪支店2階ロビー内

プラネットブース浜田山 03-5316-1055 168-0065 東京都杉並区浜田山3-24-2 みずほ銀行浜田山支店1階ロビー内

プラネットブース池袋 03-5957-7477 170-0013 東京都豊島区東池袋1-1-6 みずほ銀行池袋支店3階ロビー内

プラネットブース王子 03-5959-3477 114-0002 東京都北区王子1-10-17 みずほ銀行王子支店1階ロビー内

プラネットブース尾久 03-5855-3575 114-0012 東京都北区田端新町2-26-1 みずほ銀行尾久支店1階ロビー内

プラネットブース赤羽 03-5249-3583 115-0045 東京都北区赤羽1-7-8 みずほ銀行赤羽支店1階ロビー内

プラネットブース三ノ輪 03-5615-3840 116-0003 東京都荒川区南千住1-32-9 みずほ銀行三ノ輪支店2階ロビー内

プラネットブース板橋 03-5943-0211 173-0001 東京都板橋区本町36-7 みずほ銀行板橋支店1階ロビー内

プラネットブース志村 03-5916-0791 174-0056 東京都板橋区志村2-1-1 みずほ銀行志村支店2階ロビー内

プラネットブース成増 03-5968-3866 175-0094 東京都板橋区成増2-11-2 みずほ銀行成増支店1階ロビー内

プラネットブース練馬富士見台 03-5987-5266 176-0021 東京都練馬区貫井3-7-6 みずほ銀行練馬富士見台支店2階ロビー内

プラネットブース光が丘 03-3984-3291 179-0072 東京都練馬区光が丘5-1-1 みずほ銀行光が丘支店ロビー内

プラネットブース千住 03-5284-3701 120-0034 東京都足立区千住2-58 みずほ銀行千住支店2階ロビー内

プラネットブース足立 03-5845-5266 121-0816 東京都足立区梅島3-32-6 みずほ銀行足立支店1階ロビー内

プラネットブース葛飾 03-5672-0494 124-0012 東京都葛飾区立石1-3-12 みずほ銀行葛飾支店1階ロビー内

プラネットブース高砂 03-5648-7655 125-0054 東京都葛飾区高砂5-43-3 みずほ銀行高砂支店1階ロビー内

プラネットブース亀有 03-5849-8867 125-0061 東京都葛飾区亀有5-33-9 みずほ銀行亀有支店1階ロビー内

プラネットブース小松川 03-5678-6031 132-0025 東京都江戸川区松江1-15-18 みずほ銀行小松川支店1階ロビー内

プラネットブース西葛西 03-5878-3277 134-0088 東京都江戸川区西葛西5-6-2 みずほ銀行西葛西支店1階ロビー内

プラネットブース八王子 042-628-9265 192-0081 東京都八王子市横山町15-3 みずほ銀行八王子支店2階ロビー内

プラネットブース立川 042-525-5111 190-0012 東京都立川市曙町2-4-6 みずほ銀行立川支店3階ロビー内

プラネットブース吉祥寺 0422-29-7905 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-2-13 みずほ銀行吉祥寺支店1階ロビー内

プラネットブース武蔵境 0422-39-3523 180-0023 東京都武蔵野市境南町2-3-16 みずほ銀行武蔵境支店1階ロビー内

プラネットブース三鷹 0422-70-3055 181-0013 東京都三鷹市下連雀3-35-1 みずほ銀行三鷹支店1階ロビー内

プラネットブース府中 042-352-6033 183-0055 東京都府中市府中町1-1-2 みずほ銀行府中支店1階ロビー内

プラネットブース調布仙川 03-5314-1505 182-0002 東京都調布市仙川町3-1 みずほ銀行調布仙川支店1階ロビー内

プラネットブース調布 042-443-6433 182-0026 東京都調布市小島町1-14-3 みずほ銀行調布支店1階ロビー内

プラネットブース町田 042-709-4766 194-0022 東京都町田市森野1-17-1 みずほ銀行町田支店2階ロビー内

プラネットブース日野 042-589-2055 191-0062 東京都日野市多摩平1-3-1 みずほ銀行日野支店1階ロビー内

プラネットブース国分寺 042-329-8355 185-0021 東京都国分寺市南町3-17-3 みずほ銀行国分寺支店1階ロビー内

プラネットブース清瀬 042-497-7633 204-0021 東京都清瀬市元町1-10-4 みずほ銀行清瀬支店1階ロビー内

プラネットブース多摩 042-355-3781 206-0011 東京都多摩市関戸4-72 みずほ銀行多摩支店1階ロビー内

プラネットブース多摩センター 042-357-8233 206-0033 東京都多摩市落合1-44 みずほ銀行多摩センター支店1階ロビー内

プラネットブース田無 042-460-3611 188-0011 東京都西東京市田無町2-1-1 みずほ銀行田無支店2階ロビー内

プラネットブースひばりが丘 042-439-7850 202-0002 東京都西東京市ひばりが丘北4-3-27 みずほ銀行ひばりが丘支店1階ロビー内

プラネットブース新潟 025-226-7381 951-8061 新潟県新潟市中央区西堀通六番町5942 みずほ銀行新潟支店2階ロビー内

プラネットブース富山 076-433-5811 930-0004 富山県富山市桜橋通り5-13 みずほ銀行富山支店1階ロビー内

プラネットブース福井 0776-22-3517 910-0005 福井県福井市大手3-5-1 みずほ銀行福井支店1階ロビー内

プラネットブース甲府 055-236-5686 400-0031 山梨県甲府市丸の内1-19-10 みずほ銀行甲府支店1階ロビー内

北陸・甲信越
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店舗名 電話番号 郵便番号 住所

プラネットブース長野 026-267-4012 380-0834 長野県長野市問御所町1260 みずほ銀行長野支店2階ロビー内

プラネットブース静岡 054-275-5611 420-0853 静岡県静岡市葵区追手町8-1 みずほ銀行静岡支店2階ロビー内

プラネットブース名古屋 052-218-7591 460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-19-24 みずほ銀行名古屋支店3階ロビー内

プラネットブース名古屋中央 052-259-3591 460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-4-5 みずほ銀行名古屋中央支店1階ロビー内

プラネットブース岡崎 0564-66-0861 444-0860 愛知県岡崎市明大寺本町4-40 みずほ銀行岡崎支店1階ロビー内

プラネットブース大津 077-510-1861 520-0041 滋賀県大津市浜町1-1 みずほ銀行大津支店1階ロビー内

プラネットブース出町 075-222-8537 602-0822 京都府京都市上京区出町今出川上ル青龍町259 みずほ銀行出町支店1階ロビー内

プラネットブース京都中央 075-229-6711 604-8161 京都府京都市中京区烏丸通三条南入饅頭屋町591 みずほ銀行京都中央支店1階ロビー内

プラネットブース伏見 075-604-6251 612-8053 京都府京都市伏見区東大手町757 みずほ銀行伏見支店1階ロビー内

プラネットブース梅田 06-6373-1146 530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-11-4-B100 みずほ銀行梅田支店地下1階ロビー内

プラネットブース大阪中央 06-6228-6163 541-0041 大阪府大阪市中央区北浜3-6-13 みずほ銀行大阪中央支店1階ロビー内

プラネットブース大阪 06-6233-2238 541-0042 大阪府大阪市中央区今橋4-2-1 みずほ銀行大阪支店1階ロビー内

プラネットブース船場 06-6267-1073 541-0053 大阪府大阪市中央区本町3-4-8 みずほ銀行船場支店1階ロビー内

プラネットブース阿倍野橋 06-6635-1326 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-38 みずほ銀行阿倍野橋支店2階ロビー内

プラネットブース堺 072-226-2745 590-0076 大阪府堺市堺区北瓦町2-4-16 みずほ銀行堺支店1階ロビー内

プラネットブース千里中央 06-6873-6825 560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-5-3 みずほ銀行千里中央支店1階ロビー内

プラネットブース池田 072-750-2365 563-0047 大阪府池田市室町1-2 みずほ銀行池田支店1階ロビー内

プラネットブース高槻 072-686-0100 569-0802 大阪府高槻市北園町15-17 みずほ銀行高槻支店1階ロビー内

プラネットブース守口 06-4250-8877 570-0038 大阪府守口市河原町8-21 みずほ銀行守口支店1階ロビー内

プラネットブース枚方 072-861-7311 573-0031 大阪府枚方市岡本町2-20 みずほ銀行枚方支店2階ロビー内

プラネットブース茨木 072-652-0985 567-0829 大阪府茨木市双葉町9-1 みずほ銀行茨木支店1階ロビー内

プラネットブース香里 072-802-4477 572-0084 大阪府寝屋川市香里南之町20-3 みずほ銀行香里支店2階ロビー内

プラネットブース東大阪 06-6618-9910 577-0056 大阪府東大阪市長堂2-16-11 みずほ銀行東大阪支店1階ロビー内

プラネットブース大阪東 06-6730-9845 577-0841 大阪府東大阪市足代2-2-23 みずほ銀行大阪東支店1階ロビー内

プラネットブース姫路 079-222-2236 670-0924 兵庫県姫路市紺屋町55 みずほ銀行姫路支店1階ロビー内

プラネットブース明石 078-919-6751 673-0891 兵庫県明石市大明石町1-5-1 みずほ銀行明石支店2階ロビー内

プラネットブース芦屋 0797-25-2461 659-0092 兵庫県芦屋市大原町10-1-102 みずほ銀行芦屋支店2階ロビー内

プラネットブース奈良 0742-20-6037 630-8228 奈良県奈良市上三条町13-1 みずほ銀行奈良支店1階ロビー内

プラネットブース松江 0852-59-5322 690-0064 島根県松江市天神町1 みずほ銀行松江支店1階ロビー内

プラネットブース岡山 086-234-0546 700-0902 岡山県岡山市北区錦町1-1 みずほ銀行岡山支店1階ロビー内

プラネットブース福山 084-973-3151 720-0064 広島県福山市延広町1-23 みずほ銀行福山支店1階ロビー内

プラネットブース高松 087-811-5075 760-0017 香川県高松市番町1-6-8 みずほ銀行高松支店1階ロビー内

プラネットブース松山 089-998-2002 790-0011 愛媛県松山市千舟町3-3-1 みずほ銀行松山支店2階

プラネットブース北九州 093-512-4071 802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町1-4-17 みずほ銀行北九州支店1階ロビー内

プラネットブース福岡 092-720-3677 810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-13-1 みずほ銀行福岡支店2階ロビー内

プラネットブース熊本 096-319-5211 860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町3-8 みずほ銀行熊本支店1階ロビー内

九州・沖縄

中国・四国

東海

近畿
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