
 

各 位 
 

平成 30年 12月 13日 
 

全銀 EDIシステム稼動当初接続金融機関について 
（平成 30年 12月時点） 

 
一般社団法人全国銀行資金決済ネットワーク 

 
 全銀 EDIシステム稼動当初に接続する金融機関（以下「接続金融機関」という。）

321金融機関を別紙（五十音順）のとおりお知らせいたします。 

 

（ご説明） 

・ 全銀 EDI システムの稼動開始は、平成 30 年 12 月 25 日（火）を予定しており

ます。 

・ 平成 30年 12月時点の接続金融機関となりますので、今後、諸事情により変更

となる場合があります。また、別紙に記載の金融機関のほか、稼動開始以降に

接続する金融機関もございます。 

・ 接続金融機関によって、接続チャネル（FB・IB）が異なります。具体的なこと

は、各金融機関にお問い合わせください。 

・ その他、全銀 EDI システムにつきましては、当法人ウェブサイト

（https://www.zengin-net.jp/zedi/）をご参照ください。 
 

以 上 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.zengin-net.jp/zedi/


 

全銀 EDIシステム稼動当初接続金融機関一覧 

（平成 30年 12月時点：五十音順） 

 

【あ】 越前信用金庫 烏山信用金庫 

アイオー信用金庫 愛媛銀行 唐津信用金庫 

愛知銀行 愛媛信用金庫 川口信用金庫 

愛知信用金庫 遠軽信用金庫 川崎信用金庫 

会津信用金庫 遠州信用金庫 川之江信用金庫 

青い森信用金庫 【お】 観音寺信用金庫 

青木信用金庫 青梅信用金庫 【き】 

あおぞら銀行 大分銀行 北伊勢上野信用金庫 

青森銀行 大分信用金庫 北おおさか信用金庫 

秋田銀行 大分みらい信用金庫 北上信用金庫 

秋田信用金庫 大垣共立銀行 北九州銀行 

旭川信用金庫 大垣西濃信用金庫 北群馬信用金庫 

足利小山信用金庫 大川信用金庫 北空知信用金庫 

足利銀行 大阪厚生信用金庫 北日本銀行 

足立成和信用金庫 大阪シティ信用金庫 北見信用金庫 

阿南信用金庫 大阪商工信用金庫 きのくに信用金庫 

網走信用金庫 大阪信用金庫 岐阜信用金庫 

あぶくま信用金庫 大田原信用金庫 九州ひぜん信用金庫 

新井信用金庫 大牟田柳川信用金庫 紀陽銀行 

アルプス中央信用金庫 岡崎信用金庫 京都銀行 

阿波銀行 おかやま信用金庫 京都信用金庫 

淡路信用金庫 沖縄銀行 京都中央信用金庫 

【い】 渡島信用金庫 京都北都信用金庫 

飯田信用金庫 小浜信用金庫 きらやか銀行 

イオン銀行 帯広信用金庫 桐生信用金庫 

池田泉州銀行 遠賀信用金庫 近畿大阪銀行 

石巻信用金庫 【か】 【く】 

石動信用金庫 香川銀行 釧路信用金庫 

いちい信用金庫 掛川信用金庫 熊本銀行 

一関信用金庫 鹿児島信用金庫 熊本信用金庫 

伊予銀行 鹿児島相互信用金庫 熊本第一信用金庫 

岩手銀行 柏崎信用金庫 熊本中央信用金庫 

【う】 神奈川銀行 倉吉信用金庫 

上田信用金庫 かながわ信用金庫 呉信用金庫 

羽後信用金庫 鹿沼相互信用金庫 桑名信用金庫 

【え】 蒲郡信用金庫 群馬銀行 

永和信用金庫 亀有信用金庫  

   

（別紙） 
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【け】 上越信用金庫 多摩信用金庫 

京葉銀行 荘内銀行 但陽信用金庫 

気仙沼信用金庫 城南信用金庫 【ち】 

【こ】 城北信用金庫 筑後信用金庫 

興産信用金庫 常陽銀行 筑邦銀行 

高知銀行 昭和信用金庫 知多信用金庫 

興能信用金庫 白河信用金庫 千葉銀行 

甲府信用金庫 信金中央金庫 千葉興業銀行 

神戸信用金庫 新宮信用金庫 千葉信用金庫 

郡山信用金庫 新庄信用金庫 中栄信用金庫 

湖東信用金庫 新湊信用金庫 中京銀行 

小松川信用金庫 親和銀行 中国銀行 

【さ】 【す】 中南信用金庫 

西京銀行 須賀川信用金庫 中日信用金庫 

西京信用金庫 巣鴨信用金庫 銚子信用金庫 

埼玉縣信用金庫 諏訪信用金庫 【つ】 

埼玉りそな銀行 【せ】 筑波銀行 

佐賀銀行 静清信用金庫 津山信用金庫 

佐賀信用金庫 関信用金庫 鶴岡信用金庫 

さがみ信用金庫 世田谷信用金庫 敦賀信用金庫 

佐野信用金庫 瀬戸信用金庫 鶴来信用金庫 

佐原信用金庫 仙台銀行 【と】 

さわやか信用金庫 仙南信用金庫 東栄信用金庫 

三条信用金庫 【そ】 東奥信用金庫 

【し】 空知信用金庫 東京三協信用金庫 

滋賀銀行 【た】 東京シティ信用金庫 

滋賀中央信用金庫 大光銀行 東京信用金庫 

四国銀行 第三銀行 東京東信用金庫 

静岡銀行 第四銀行 東京ベイ信用金庫 

静岡信用金庫 大地みらい信用金庫 東春信用金庫 

七十七銀行 高岡信用金庫 東濃信用金庫 

しののめ信用金庫 高鍋信用金庫 東邦銀行 

芝信用金庫 高松信用金庫 東北銀行 

新発田信用金庫 高山信用金庫 東予信用金庫 

島田信用金庫 瀧野川信用金庫 東和銀行 

しまなみ信用金庫 但馬銀行 徳島銀行 

しまね信用金庫 但馬信用金庫 徳島信用金庫 

島根中央信用金庫 たちばな信用金庫 栃木銀行 

清水銀行 館林信用金庫 栃木信用金庫 

十六銀行 玉島信用金庫 鳥取銀行 
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鳥取信用金庫 八十二銀行 北陸銀行 

砺波信用金庫 八幡信用金庫 北陸信用金庫 

利根郡信用金庫 半田信用金庫 北海道銀行 

苫小牧信用金庫 飯能信用金庫 北海道信用金庫 

トマト銀行 【ひ】 【ま】 

富山銀行 東山口信用金庫 松本信用金庫 

富山信用金庫 肥後銀行 【み】 

富山第一銀行 尾西信用金庫 三重銀行 

豊川信用金庫 備前信用金庫 三重信用金庫 

豊田信用金庫 日高信用金庫 水沢信用金庫 

豊橋信用金庫 日生信用金庫 水島信用金庫 

【な】 備北信用金庫 みずほ銀行 

長岡信用金庫 ひまわり信用金庫 みずほ信託銀行 

長野銀行 氷見伏木信用金庫 みちのく銀行 

長野信用金庫 姫路信用金庫 三井住友銀行 

長浜信用金庫 百五銀行 三菱ＵＦＪ銀行 

中兵庫信用金庫 百十四銀行 宮城第一信用金庫 

名古屋銀行 枚方信用金庫 宮古信用金庫 

奈良信用金庫 平塚信用金庫 宮崎銀行 

奈良中央信用金庫 広島銀行 宮崎都城信用金庫 

南郷信用金庫 広島信用金庫 【む】 

南都銀行 広島みどり信用金庫 武蔵野銀行 

【に】 【ふ】 村上信用金庫 

新潟信用金庫 福井銀行 室蘭信用金庫 

にいかわ信用金庫 福井信用金庫 【め】 

西尾信用金庫 福岡銀行 目黒信用金庫 

西中国信用金庫 福岡ひびき信用金庫 【も】 

西日本シティ銀行 福島銀行 もみじ銀行 

西兵庫信用金庫 福島信用金庫 盛岡信用金庫 

日新信用金庫 福邦銀行 杜の都信用金庫 

日本海信用金庫 富士信用金庫 【や】 

二本松信用金庫 富士宮信用金庫 焼津信用金庫 

【ぬ】 【へ】 山形銀行 

沼津信用金庫 碧海信用金庫 山口銀行 

【の】 【ほ】 大和信用金庫 

のと共栄信用金庫 北越銀行 山梨信用金庫 

延岡信用金庫 北星信用金庫 山梨中央銀行 

【は】 北都銀行 【ゆ】 

萩山口信用金庫 北門信用金庫 結城信用金庫 

幡多信用金庫 北洋銀行  
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【よ】 【り】 【る】 

横浜銀行 りそな銀行 留萌信用金庫 

米子信用金庫 琉球銀行 【わ】 

米沢信用金庫  稚内信用金庫 

   

計３２１金融機関 

 

※サービス利用チャネル等につきましては、各金融機関にお問い合わせください。 

 

以 上 
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