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特集

たましんの取組み
～すべては「お客さまの幸せづくり」のために～

平成15年度 業績ハイライト

もっと身近なたましんへ

多摩地域との強い絆

覧ください。
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預金積金残高 貸出金残高
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地域の皆さまと
共に歩む金融機関として、 
健全な経営に努めています。 

地元のお客さまからお預かりした
預金積金を、地域の活性化のために 
貸出金としてご利用いただいています。

たましんは、多摩地域に貢献することを

使命とし、お客さまのニーズに応え、地元

企業を積極的に応援してまいりました。

日本経済の長びく低迷も底を打ち、少し

ずつではありますが回復のきざしがみえ

てまいりました。しかし、依然として厳し

い経済環境が続いています。そのような

状況の中、創業70周年を迎えた節目の

年である平成15年度は、地域経済発展

のために様々な施策を展開した一年で

もありました。これからも、「お客さまの幸

せづくり」のために。皆さまとともに歩み、

今後とも地域に貢献する信用金庫を目指

してまいります。

地域の皆さまからお預りした「預金積金」

を、地域の個人・事業所の皆さまに「貸

出金」としてご利用いただいております。

皆さまからお預かりした「預金積金」は

1兆4,183億円（前期比369億円増）と

堅調に推移。そのうち、個人・事業所へ

の「貸出金」は8,856億円で、皆さまか

らお預かりした預金積金の約62％を「ご

融資」という形で地域の方々にご利用

いただいています。融資先も大口融資

先や特定の業種に偏ることなく、「小口

多数」の原則を堅持し幅広いお客さま

にお取引きいただいています。

14年3月末 15年3月末 16年3月末 14年3月末 15年3月末 16年3月末

地域の皆さまに支えられ、
安定した収益を
上げることができました。

平成15年度は株価の回復に伴う含み益

等により、大手銀行の決算も前年に比べ

改善しているものの、大手銀行への公的

資金注入、来年4月に到来するペイオフ全

面解禁等金融機関にとっては厳しい諸環

境が続いた年となりました。このような中、

たましんの平成15年度の収益面においては、

「企業再生」への取組強化に対応した2

期連続増加の貸出金及び適正金利によ

る運用等により、金融機関の本来業務によ

る「業務純益」を99億円（前期比11億円増）、

「当期純利益」は33億円（前期比22億円

増）計上することができました。これらは全

てお客さまに支えられた結果の数字であ

ると考えています。今後も地域社会の繁

栄に寄与するという信用金庫の使命を全

うし、地域金融の円滑化を図ってまいります。

当期純利益
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平成13年度 平成14年度 平成15年度

多摩地域のお客さまに支えられ、
平成15年度も順調な成長を遂げることができました。
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健全な経営に努め、
安定した自己資本比率を維持、
不良債権にも万全を期しています。

一般に、金融機関の健全性を判断する

ひとつの指標とされているのが「自己資

本比率」です。国内のみで業務を行う

信用金庫には、国内基準として4％の自

己資本比率を確保することが求められ

ています。たましんの平成15年度の自己

資本比率は前期より0.32ポイント上昇し

7.78％となりました。今後も健全経営によ

る自己資本の充実に努めてまいります。 

たましんでは適正な自己査定を実施し、

その結果に基づいて信用金庫法に基

づく「リスク管理債権」を開示しています。

平成16年3月末貸出金8,856億円のうち、

リスク管理債権は668億円となっています。

そのうち約82％を担保や保証、貸倒引

当金によりカバーをするとともに、リスク

が顕在化した破綻先債権、実質破綻

先債権は100％カバーしています。また

お取引先には厳しい経営環境の中、前

向きに事業に取組み、経営改善努力を

行っている方がいらっしゃいます。この

ように経営改善を必要とされている先に

ついては、融資部に設置した経営指導

担当が企業再生のためにたましん営業

店と連携し、直接、経営支援活動を行っ

ています。

金融面にとどまることなく
地域経済の活性化や文化の
向上にも積極的に取組んでいます。

70周年事業の一環として創設した「多

摩ブルー・グリーン賞」は、地域振興と

中小企業活性化を目指した顕彰制度

です。平成15年4月からの募集開始より

半年間で125社のエントリーをいただき

ました。優れた技術や経営手法をお持

ちの元気な事業所の存在が、地域経済

の活性化に大きく役立つものと考えて

います（詳細9ページ）。

また、文化・芸術活動に向けた支援も地

域社会の一員としての地域金融機関の

責務と考えています。「財団法人たまし

ん地域文化財団」の一連の活動は、外

部からも高い評価をいただいています。

多摩で暮らす人々に豊かな生活作りの

お手伝いをさせていただくために設立し

た「多摩らいふ倶楽部」等、他の金融機

関にはない高付加価値サービスを提供し、

今後も「お客さまの幸せづくり」のお手

伝いをさせていただきます。（詳細7ページ）

年金振込件数の推移
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皆さまのご支持により、 
年金の振込件数は 
11万件を突破いたしました。

年金振込件数につきましては、平成14年

度より6,650件増加の114,370件と11万件

を突破し、引続き多くのお客さまからご支

持をいただきました。この年金振込件数

を信頼のバロメーターのひとつとして捉え、

さらに多くのお客さまにご利用いただける

ようサービスの充実に努めてまいります。

平成13年度 平成14年度 平成15年度
（各年度ととも2月振込実績値。厚生年金基金を除く）

貸出条件緩和債権
8,536

3ヶ月以上
延滞債権

189

延滞債権
55,073

破綻先債権
3,054

担保・保証
による保全額

43,207

貸倒引当金
による保全額

11,698

実質不良債権
11,946

実質破綻先債権
12,736

破綻懸念先債権
42,336 保全率保保全

2282.. 21 ％

自己資本比率の推移
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（単位：％） 不良債権の状況
信用金庫法におけるリスク管理債権（単位：百万円）
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自己資本（58,698百万円）により
実質不良債権は100％カバー

「企業再生」「創業支援」を
サポートする、新しい融資商品の
取扱いを開始しました。

事業者の方々が抱える経営に関わる問題

にお応えするため、新しい融資商品の取

扱いを開始しました。多摩地域が起業家

にとって魅力ある産業活動の場になること

を願い「創業支援特別融資ブルーム」、

インキュベーション施設「ブルームセンター」

をスタートするとともに、「企業再生」「創業

支援」への具体的商品として債務超過企

業も対象とした「企業再生融資 Win α（ウィン
アルファ）」等、平成15年度も引続き事業

者の皆さまへの金融面における取組み

を強化してまいりました。（詳細8・11ページ） 
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※各商品、サービスについての詳細は8～12ページをご覧ください。

お客さまからお預かりした大切な資金が多摩  地域の企業等を育み、
地域の活性化に役立てられています。 

お客さま

の事業は、　お客さまにたましんのた に支えられています。られています

お客客さまのニーズに
お応応えする多彩な
預金金商品等を
ご提提供しています。

積極極的な融資と
付加加価値サービスで
地元元企業の発展に
努めめています。

71,078名
うち会員

貸出金
885,687百万円
預貸率 62.44%

支援
サービス

その他運用

出資金
13,623百万円

たましんは、多摩地域を事業区域として、地元

の事業所・住民の方々が会員となってお互い

に助け合い、発展していくことを共通の理念と

して運営されている相互扶助型の金融機関で

す。お客さまからお預かりした大切な資金（預

金積金）は地元で資金を必要とするお客さま

にご融資し、事業や生活繁栄のお手伝いをさ

せていただいております。また、金融機能の提

供にとどまらず経済、文化、環境、教育といった

面も視野に入れ、広く地域社会の活性化に取

組んでいます。

地元経済の発展を願う多摩の中核企業として、多摩
に暮らす皆さま、地元事業者の皆さまの幸せづくりの
お手伝いをさせていただきます。

平成15年度の決算状況

業務純益

経常利益

当期純利益

自己資本比率

9,948百万円
5,132百万円
3,385百万円
7.78％

総店舗数

店外キャッシュ
サービスコーナー

常勤役職員数

49店舗

37ケ所
1,424人

資金の公共性に鑑み、安全性や収益性
に留意して国債、金融債、事業債等にて
運用しています。

お客さまからお預かりした資金の一部を
有価証券等で運用しています。

預金・積立
1,418,325百万円

（平成16年3月末現在）

個人のお客さま 事業者のお客さま 地方公共団体

住宅ローン、消費者ローン等、多数の商品をライン
ナップ。さらに、住宅に関する情報等をご提供する「す
まいるCLUB」や、インターネット、携帯電話等を通じ
てお取引いただける「たましんパーソナルダイレクト」
等の各種サービスも展開しています。

指定金融機関となっている国立市、
国分寺市、昭島市および指定代
理金融機関である立川市はもとよ
り、各地方公共団体、開発公社
等にご利用いただいております。

企業再生・創業支援に取組む商品として「企業再生支援融
資 Win」「創業支援特別融資 ブルーム」「企業再生融資
Winα」などをご用意。また、会員制サービス「法人総合サー
ビスBOB」やインキュベーション施設「ブルームセンター」の
開設、「たましんビジネスダイレクト」等の新施策を展開しまし
た。また、「企業交歓会」や「経営者研究会」等、事業者の方々
との接点も広げています。

地元事業所への積極的な支援体制を
強化しました。

皆さまの豊かな生活の実現に努めます。 公共施設整備などを
資金面でサポートしています。

うち会員
14,892名

うち会員
56,186名

金融面にとどまら
ず地域経済の活
性化や文化の向
上にも取組んで
います。

非金融面
への貢献

次ページをご覧ください。

事業者
625,849

個人
252,496

地方公共団体
7,3407,340

＜貸出金残高の内訳＞（単位：百万円）

＜貸出金使途別内訳＞
設備資金 568,837百万円（64.2％）
運転資金 316,850百万円（35.7％）

多摩地域との強い絆

平成16年3月末

平成15年3月末

住宅ローン

消費者ローン

11,7322

13,2466

203,409

191,539

平成14年3月末 177,757 15,4055

＜住宅ローン・消費者ローン残高の推移＞ （単位：百万円）

294,129百万円
預証率 20.73%
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特集

たましんの取組み
～すべては「お客さまの幸せづくり」のために～

　2003 SANRIO CO., LTD.
APPROVAL NO.S 4071422

創業70周年を記念し、多摩地

域の豊かな自然や緑をイメー

ジさせる「リス」をモチーフと

した記念キャラクターを採用

しました。

「RISURU（リスル）」という名

前にはみなさまの「利益が上が

る」、地域やお客さまを「利する」

という願いが込められています。

70周年事業年度に限定し、
全役職員が記念キャラクター
「RISURU」の付いた記章を
着用しました。

オリジナルキャラクター
「RISURU」の起用

新商品 4月1日
取扱開始

創業支援特別融資資
ブルーム

2003

多摩地域で新たに事業を始める起業家
の方への金融支援を目的とした融資商品
「創業支援特別融資ブルーム」の取扱い
を開始しました。原則無担保、第三者保証
人不要で、最大500万円までご利用いた
だけるご融資です。
商品名「ブルーム
（bloom）」とは「開
花する」という意味で、
「事業の成功（＝開
花）」をお手伝いす
る意味を込めて
ネーミングしました。

昭和8年、相互扶助の精神を理念として地域の中小商工業者、

一般市民の方々の要望に応え＜たましん＞は誕生しました。

創業以来、お客さまのニーズに応えた商品・サービス提供等を通じて、

幸せづくりのお手伝いをさせていただきましたが、

70周年を迎えさらに多くのことに取組むことができました。

多摩の地域経済が発展し、

そこにお住まいの皆さまが、幸せに暮らせる地域社会を目指して、

より便利なサービスをご提供できるよう、

今後もお客さまの信頼・期待にお応えしてまいります。

地域社会の一員として、金融面にとどまらず地域経済の活性化や
文化の向上にも取組んでいます。

http://www.tamashin.or.jp

「多摩」に芽生えた芸術や文化の育成を目的として昭和49年に生まれ
たのが「多摩文化資料室」です。多摩地域の芸術家支援や作品発表
の場の提供などを通し、多摩の文化的支援を続けて、平成3年には「財
団法人たましん地域文化財団」として独立。さまざまな芸術・文化のネッ
トワーク作りを進めています。

財団法人たましん地域文化財団

http://www.tamalife.co.jp

多摩に暮らすお客さまが、より快適で、充実した暮らしを送ることができる
環境作りのお手伝いをすることを目的に、平成9年に設立された会員組織
です。カルチャースクール「多摩カレッジ」や、ウォーキングや登山などを企
画した「多摩らいふハイク」等、自然や人 と々のふれあいの場の提供、地
域情報の発信等を行っており、現在約3万人が会員として登録しています。

多摩地域における技術研究開発と経営刷新が促進され、産業・経済が活性化されればと、創立70
周年を機に創設した顕彰制度です。（9ページをご覧ください）

多摩らいふ倶楽部

http://www.tamashin.jp

地域の事業者の皆さまの企業活動等にお役立ていただくため、お取引先の景況調査や各種経済
指標のデータ収集・分析を行っています。身近なデータ等を取り上げ、気軽にお読みいただける「多
摩けいざい」や「多摩コミュニティーリポート」等の冊子やリポートを作成しています。

地域経済研究所

http://www.tamashin.jp多摩ブルー・グリーン賞

第7回信用金庫社会貢献賞 ～「たましんギャラリー」にFace to Face賞～

イベント

トラベルサークル

毎年ご好評いただいております、たまし
んトラベルサークルでは、創立70周年
記念第1弾として「新穂高温泉に泊まる
上高地と飛騨古川・高山1泊2日（約
5,600名参加）」、第2弾として「秋の
十和田湖・奥入瀬3日間（約800名参加）」
を企画し、多くのお客さまにご参加いた
だきました。

春・秋
実施

2003

運営：（株）多摩情報メディア

非金融面
への貢献

多摩地域に在住・在勤・在学している作家のために無償で作品を発表
する場として、昭和49年に開設し、グループ展を含めると、これまでに
800名を超える作家の展示を開催。地域文化の発展を願う地域貢献
活動の一環として評価されたものです。

●信用金庫社会貢献賞
地域とともに歩む信用金庫の原点を踏まえたさまざまな分野での地域・
社会貢献活動の顕彰を通じ、地域の信頼を揺るぎなく存在感を高めることを目的に、全国信用金庫協会に
て創設。（第1回開催時には財団法人たましん地域文化財団発行の郷土誌「多摩のあゆみ」がFace to
Face賞を受賞しています。）
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キャッシュカード

通帳

特集●たましんの取組み

リニューアル 6月2日
取扱開始

通帳・キャッシュ
カードをリニューアルアル

2003

70周年を記念し、通帳およびキャッシュ
カードのデザインをリニューアルしました。
新デザインは、たましんの社章を基調と
したスタイリッシュなデザインに、預金の
種類に合わせてわかりやすく色分けし
ています。

記念講演会を開催

「多摩ブルー・グリーン賞」の創設を記念して、7月

2日に講演会を開催。講師として本田技研工業（株）

のASIMO（アシモ）が登場するなど、ユニークな講

演会となりました。

第１回表彰式

125社の応募の中から「多摩ブルー賞」「多摩

グリーン賞」に9社が選ばれ、たましんの創立記

念日にあたる12月26日に表彰式を行いました。

地域への貢献 5月12日
創 設

多摩ブルー・
グリーン賞

2003

多摩地域の経済活
性化に尽力した企業
を表彰する「多摩ブ
ルー・グリーン賞」を
創設しました。「多
摩ブルー賞」は、優れた技術や製品等に、
また「多摩グリーン賞」は、新しいビジ
ネスモデル等により地域貢献を進めた
企業に贈られます。

新商品 6月23日
取扱開始

NPO事業支援
ローン

2003

活動が活発化しているNPO法人の運
営を支援する融資商品として、首都圏
の銀行・信用金庫で初の取扱いを開始
しました。三鷹市のNPO支援策であ
る事業資金融資への利子補給は、この
「NPO事業支援ローン」を利用した
際に適用されます。

イベント 5月14日
開 催

協力委員会
観劇会

2003

たましん協力委員の皆さまを対象とし
た創立70周年記念の観劇会を「明治座」
にて開催しました。協力委員とそのご家
族、約1,000名をお招きし、「五木ひろ
し特別公演/新版・忠臣蔵外伝 喧嘩安
兵衛」をお楽しみいただきました。

すまいるPress創刊

教育、レジャー、生活便利情報、クーポン割引など、

暮らしに役立つお得な情報を満載。年4回、会員

向けに発行しています。

新サービス 7月10日
取扱開始

すまいるCLUB

2003

多摩の一定地域にお住まいの方を対象に、
「住まい」に関する情報提供を行う会
員組織「すまいるCLUB」を発足しま
した。会報誌「すまいるPress」の発
行や各種セミナーのご招待など、暮ら
しに関わるサービスを無料で提供して
います。さらに、キャッシュ・デビット・
ローン・クレジット・会員証機能の5つ
を1枚のカードにした「ジョイントカード」
を希望する会員の方に発行しています。
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特集●たましんの取組み

その他のトピックス イベント 2月18日
開 催

新春講演会

2004

毎年恒例の新春講演会ではジャーナリ
スト 田原総一朗氏を招き、創立70周年
記念事業の一環として、「時代を読む’04」
と題し、経済時事問題に関してお話しい
ただきました。当日は約1,000名のお
客さまにご参加いただきました。

ブルームセンター開所式

9月22日、インキュベーション施設「ブルームセ

ンター」の開所式を多数の関係者の方々をお招

きして行いました。

新サービス 9月1日
開設

インキュベーション施設設
ブルームセンター

2003

創業間もない法人・個人事業主に、スモー
ルオフィスを廉価で提供する「インキュ
ベーション施設ブルームセンター」を京
王八王子支店7階にオープンしました。
24時間利用可能で、会議室等の共有ス
ペースも充実。また、同ビルには「首都
圏情報産業特区・八王子（サイバーシル
クロード八王子）」も入居しているほか、
「創業支援特別融資ブルーム」との連
動や「ブルームマネージャー」による顧客・
販路拡大等のアドバイスもしております。

平成15年

  5月26日

7月 7日

8日

10日

10月29日

11月13日

12月 1日

平成16年

1月 1日

29日

国分寺南口支店リニューアルオープン

IYバンク銀行とのATM提携開始

イオン昭島ショッピングセンター内

キャッシュサービスコーナーオープン

個人向け国債の取扱開始

イトーヨーカドー拝島店内

キャッシュサービスコーナーオープン

イトーヨーカドー東大和店内

キャッシュサービスコーナーオープン

健康増進法（受動喫煙の防止）へ

の対応として、全店禁煙を実施

正月三が日のATM稼動開始
これにより1年365日ご利用いただけるように
なりました。

Pay-easy（ペイジー）の取扱開始
Pay-easy（ペイジー）：インターネットで税金・
各種料金をお支払いいただけるサービス

ビジネス情報誌「たま産業ニュース」創刊

会員同士の商品の受注・発注情報や、技術・製品

紹介などの商談情報を掲載した情報誌です。

会員企業の持つ独自の技術や情報を、新たなビ

ジネスチャンスへと発展させる媒体として会員

のみならず大手企業や地元の商工団体などにも

発行しています。

新サービス 10月1日
取扱開始

法人総合サービスス
BOB（ボブ）

2003

多摩地域の事業者の方にビジネス情
報を提供する会員制サービス「法人総
合サービスBOB」の取扱いを開始し
ました。
お客さまの企業ニーズに合った取引き
先や商品などを検索できるサービスを
構築。ビジネスマッチングが可能です。
今後も各種インフォメーションやセミナー
等を展開してま
いります。

年会費 37,800円（税込）
運　営 （株）多摩情報メディア

新サービス 10月6日
取扱開始

たましんダイレクトト

2003

1年365日たましんとお取引きいだた
ける「たましんダイレクト」の取扱いを開
始しました。パソコン・携帯電話・Lモード
から接続できるインターネットバンキング、
電話によるテレフォンバンキングにより、
残高照会やお振込み等がご利用いただ
けます。個人の方には「パーソナルダイレ
クト」、事業所の方には「ビジネスダイレク
ト」をご用意しました。

新商品 9月1日
取扱開始

企業再生融資
Winα（ウィン アルファ）

2003

「企業再生支援融資Win」、「創業支援
特別融資ブルーム」に続き事業所向け
融資商品のラインナップを強化しました。
債務超過企業も対象とし、企業の財務
キャッシュフローの改善を図るための
運転資金・設備資
金として、最高3億
円までご利用いた
だけます。

専用スペースは全12室
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（平成16年4月末現在）

お取引のない方でも無料でご利用いただける各種相談サービスを実施しています。
お気軽にご相談ください。

相談サービス ATMサービス

（平成16年4月末現在）

取扱内容 ご利用日

正月三が日、ゴール

デンウィークもご利

用いただけます。

取扱時間 備考

平日
土・日・祝日

法律・税務に関する相談

年金相談会

貿易・投資相談

店外キャッシュサービスコーナー 一覧（37ヵ所）

所在地設置場所 所在地設置場所

フロム中武前

高島屋立川店内

立川市役所内

いなげや幸店前

いなげや立川栄町店前

マルエツ武蔵砂川店前

京王ストア立川店前

多摩モノレール立川南駅前

伊勢丹立川店前

オリンピック国立店前

国立市役所内

国立旭通り

さえき国立店前

国分寺ターミナルビル内

国分寺市役所内

ヤマダ電機府中店前

京王ストア栄町店前

ブリヂストン小平生協前

いなげや小平学園西町店前

立川市曙町2-11-2

立川市曙町2-39-3

立川市錦町3-2-26

立川市幸町1-23-6

立川市栄町3-7-1

立川市上砂町5-43-1

立川市柴崎町3-18-8

立川市柴崎町3-7-4

立川市曙町2-5-1

国立市北3-39-1

国立市富士見台2-47-1

国立市東3-7-17

国立市西1-11-6

国分寺市南町3-20-3

国分寺市戸倉1-6-1

府中市西原町1-3-1

府中市栄町1-20-33

小平市小川東町1-22-15

小平市学園西町3-30-18

西武国分寺線小川駅前

いなげや東大和店内

イトーヨーカドー東大和店内

ヤマダ電機武蔵村山店前

ダイエー武蔵村山店内

スーパーアルプス日野店前

イトーヨーカドー八王子店内

スーパーアルプス宇津木台店前

昭島市役所内

いなげや昭島中神店向かい

昭島駅北口前

イオン昭島ショッピングセンター内

エコス拝島店前

イトーヨーカドー拝島店内

いなげや羽村富士見平店前

羽村駅西口

いなげやあきる野雨間店前

あきる野市役所内 

小平市小川西町4-15-13

東大和市南街5-3-1

東大和市桜ヶ丘2-142-１

武蔵村山市三ッ藤1-84

武蔵村山市伊奈平3-36-1

日野市日野390-4

八王子市狭間町1462-1

八王子市久保山町1-10

昭島市田中町1-17-1

昭島市朝日町3-6-4

昭島市昭和町2-1-2

昭島市宮沢町500-1

昭島市松原町3-5-1

昭島市松原町3-2-12

羽村市富士見平1-15-10

羽村市羽東1-7-26

あきる野市雨間1-19-4

あきる野市二宮350

（平成16年4月末現在）

・定期預金・定期積金のお預入れもご利用いただけます。

・一部キャッシュコーナーでは、ご利用日、ご利用時間帯が
　異なります。 

・平日午前8時30分以前のお振込は為替通信開始時刻
　（午前8時30分）以降の発信となります。 

・平日午後3時以降および土・日・祝日のお振込は翌営業日　
　のお振込となります。

・提携金融機関カード等のご利用日についてはお取扱い
　内容が異なります。

公認会計士、税理士、弁護士が直接お客さまの法律・税務に関するご相
談を承っています。

お客さまの海外取引に関する要望に対し、きめ細かいアドバイスとサー
ビスをご提供いたします。お客さま向け情報誌「たましん貿易投資相談
ニュース」を毎月発行しています。

年金制度、年金受給手続きのご案内等、社会保険労務士や年金担当職
員が無料で承ります。

世界13通貨の外貨キャッシュと7通貨のトラベラーズチェックがその場で両替できます。

たましんワールドキャッシュセンター

立川駅ビル　ルミネ立川９階パスポートセンター前　ＴＥＬ. 042-523-0057  
営業時間／午前１０時～午後６時 （土・日・祝日は休業。３月、９月の最終営業日は午後４時までとなります。）

個人の方はもちろん住宅販売業などの業者の皆さまがお受けした住宅ローンの
ご相談に専門の担当者がお応えします。

住宅ローンプラザ

たましん立川住宅ローンプラザ

たましん多摩東住宅ローンプラザ

たましん多摩西住宅ローンプラザ

本店3F　　　　　　 TEL. 042-526-7715
営業時間  午前9時～午後3時 （土・日・祝日は休業）
国分寺支店2F　　　TEL. 042-321-7921
営業時間  午前10時～午後5時 （土・日・祝日は休業）
京王八王子支店3F　TEL. 0426-48-6721
営業時間  午前10時～午後5時 （土・日・祝日は休業）

創業間もない事業主の方を対象に、ミニオフィススペースを廉価でご提供します。全12室に
光ファイバーを敷設し、オートロックにより24時間入出館可能です。

ブルームセンター

問合せ先　サイバーシルクロード八王子　TEL. 0426-39-1009　
営業時間　午前10時～午後6時（土・日・祝日は休業）

お取扱い内容・時間は、各金融機関により異なります。

以下のカードがご利用いただけます。

●信用金庫　●都市銀行　●地方銀行
●信託銀行　●第2地銀　 ●信用組合
●労働金庫　●農　協　　●郵便局
のキャッシュカード

●その他提携先カード

ATM機能の充実と利便性の高い場所
への設置等を展開し、通年ご利用いた
だける体制となっています。 

午前7時

午後10時
〜

※一部、市役所・スーパー内等への設置コーナーを除く

お 預 入 れ
お 引 出 し
残 高 照 会
お 振 込
ご預金のお振替え
通 帳 記 入
暗証番号の変更
ポイントサービス
＜ロングパートナー＞
の 申 込 み  



昭和8年１2月26日　
有限責任立川信用組合として設立 
13,623百万円 
東京都立川市曙町2丁目8番28号 

本支店48　出張所1　
店外キャッシュサービスコーナー37 
1,413名
（男性927名、女性486名）

創 立

出資金
本 店  

店舗数
　
職員数
　

●本誌は多摩中央信用金庫のPR誌です。
●本誌では原則として単位未満（構成比等の比率については表示した数値未満）を切捨てのうえ表示しています。
　3月末時点の計数については「○年3月末」、期間中の計数については「○年度」として項目表示しています。
●平成15年度決算の詳細については店頭設置の「たましんレポート 2004」またはホームページ（http://www.tamashin.jp）をご覧ください。

（平成16年3月末現在） 

本 店

南 口 支 店

昭 島 支 店

小金井支店

国 立 支 店

府 中 支 店

国分寺支店

小 平 支 店

調 布 支 店

三 鷹 支 店

日 野 支 店

東立川支店

八王子支店

中河原支店

吉祥寺支店

西八王子支店

秋 川 支 店

羽 村 支 店

拝 島 支 店

北府中支店

村 山 支 店

錦 町 支 店

栄 町 支 店

学園東支店

本店立川ターミ
ナルビル出張所

砂 川 支 店

郷 地 支 店

東大和支店

南 平 支 店

西国分寺支店

昭島駅前支店

武蔵境支店

富士見町支店

豊 田 支 店

東村山支店

瑞 穂 支 店

宇津木台支店

福 生 支 店

国分寺南口支店

北 山 支 店

一橋学園支店

京王八王子支店

恋ヶ窪 支 店

残 堀 支 店

八王子四谷支店

八王子中野支店

東府中支店

あきる野支店

東久留米支店

〒１９０-００３１

〒１９６-００３２

〒２０７-００１４

〒１９１-００４１

〒１８５-００２４

〒１９６-００１５

〒１８０-００２３

〒１９０-００１３

〒１９１-００５３

〒１８９-００２２

〒１９０-１２２１

〒１９２-００２３

〒１９７-００２２

〒１８５-００２１

〒１８３-００４１

〒１８７-００４５

〒１９２-００４６

〒１８５-０００３

〒２０８-００３４

〒１９３-０８１６

〒１９２-００４２

〒１８３-００１５

〒１９７-０８０４

〒２０３-００５３

〒１９０-８６８１

〒１９０-００２３

〒１９６-００３４

〒１８４-０００４

〒１８６-８６８６

〒１８３-００２２

〒１８５-００１２

〒１８７-００３５

〒１８２-００２２

〒１８１-００１３

〒１９１-００１１

〒１９０-００２１

〒１９２-０９０４

〒１８３-００３４

〒１８０-０００６

〒１９３-０８３５

〒１９７-０８２３

〒２０５-００１１

〒１９６-０００３

〒１８３-００５２

〒２０８-００１１

〒１９０-００２２

〒１９０-０００３

〒１８７-００４３

〒１９０-００１２

立川市砂川町４-２-３

昭島市郷地町２-３２-１６

東大和市南街５-６５-２

日野市南平７-１７-７２

国分寺市泉町３-１７-１０

昭島市昭和町２-５-１５

武蔵野市境南町３-１５-２３

立川市富士見町４-９-２２

日野市豊田３-４１-７

東村山市野口町１-１１-１７

西多摩郡瑞穂町
箱根ヶ崎２３９-２

八王子市久保山町１-１０
宇津木台ショッピングプラザ２F

福生市本町２４

国分寺市南町３-19-8

府中市北山町２-２２-７

小平市学園西町２-１３-３３

八王子市明神町２-２７-６

国分寺市戸倉１-３-４

武蔵村山市残堀１-３３-１

八王子市大楽寺町５１０-１

八王子市中野山王１-３-１

府中市清水が丘３-２３-２０

あきる野市秋川２-１０-３

東久留米市本町１-３-１

立川市曙町２-８-２８

立川市柴崎町３-５-２２

昭島市玉川町４-５-３

小金井市本町２-５-４

国立市中１-９-５２

府中市宮西町１-５-１

国分寺市本町３-１１-１２

小平市小川西町４-１４-１６

調布市国領町１-９-８

三鷹市下連雀１-９-１５

日野市日野本町４-３-６

立川市羽衣町１-１９-６

八王子市子安町１-３-１０

府中市住吉町５-２-１

武蔵野市中町３-２９-１２

八王子市千人町３-２-１６

あきる野市野辺５３９-１

羽村市五ノ神１-２-６

昭島市松原町４-１３-２０

府中市新町１-６５-１

武蔵村山市学園３-１０１-１

立川市錦町３-６-９

立川市栄町２-６６-１

小平市学園東町２-１２-１５

立川市曙町２-１-１
立川ルミネB-１０１

℡（０４２）５３５-４４１１

℡（０４２）５４６-４１１１

℡（０４２）５６４-７１１１

℡（０４２）５９３-２１１１

℡（０４２）３２６-１５１１

℡（０４２）５４６-４３１１

℡（０４２２）３３-２１１１

℡（０４２）５２８-１７４１

℡（０４２）５８６-６１１１

℡（０４２）３９６-５５５１

℡（０４２）５５６-４１１１

℡（０４２６）９１-６１１１

℡（０４２）５５３-６１１１

℡（０４２）３２２-９１１１

℡（０４２）５７３-４７１１

℡（０４２）３４６-２１１１

℡（０４２６）４８-５６１１

℡（０４２）３２８-３０１１

℡（０４２）５６９-２１１１

℡（０４２６）２１-３７２１

℡（０４２６）２１-３１１１

℡（０４２）３６７-５２１１

℡（０４２）５５０-３１１１

℡（０４２４）７７-２１１１

℡（０４２）５２６-１１１１

℡（０４２）５２８-２２１１

℡（０４２）５４５-５１１１

℡（０４２）３８５-１１１１

℡（０４２）５７４-１１１１

℡（０４２）３６６-８２１１

℡（０４２）３２１-４１４１

℡（０４２）３４１-３１３１

℡（０４２４）８２-６１２１

℡（０４２２）４４-２１２１

℡（０４２）５８１-７３１１

℡（０４２）５２４-０６１１

℡（０４２６）４４-５１１１

℡（０４２）３６６-３３１１

℡（０４２２）５４-３３２１

℡（０４２６）６４-６６１１

℡（０４２）５５９-３１１１

℡（０４２）５５５-３１１１

℡（０４２）５４５-４１１１

℡（０４２）３６７-１３１１

℡（０４２）５６５-９１１１

℡（０４２）５２８-０５１１

℡（０４２）５３６-９７１１

℡（０４２）３４５-５５１１

℡（０４２）５２７-６９１１

店舗名 所在地 電話 店舗名 所在地 電話

店舗一覧
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