株主のみなさまへ
2021 年 11 月 19 日
片倉工業株式会社

株式会社かたくらによる
当社株式に対する公開買付けへの応募に関するお知らせ
当社が 2021 年 11 月８日付「ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」（2021 年
11 月 19 日付で当社が公表した『（訂正）
「ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」
の一部訂正』において訂正された内容を反映させたものです。）にて公表いたしましたとお
り、株式会社かたくら（以下「公開買付者」といいます。）による当社普通株式に対する公
開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が、2021 年 11 月９日（火）から開始され、
買付期間の最終日は 2021 年 12 月 21 日（火）となっております。
本公開買付けに係る応募の受け付けにつきましては、みずほ証券株式会社を公開買付代
理人としており、みずほ証券株式会社以外の証券会社を経由した応募の受け付けは行われ
ておりません。みずほ証券株式会社に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。
本公開買付けの応募手続等の詳細につきましては、次頁以降掲載の公開買付者が 2021 年
11 月８日付けで公表しております「片倉工業株式会社株式（証券コード：3001）に対する
公開買付けの開始に関するお知らせ」
（2021 年 11 月 19 日付で公開買付者が公表した『（訂
正）公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「片倉工業株式会社株式（証券コード：3001）
に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の訂正に関するお知らせ』において訂正さ
れた内容を反映させたものです。）をご参照くださいますようお願い申し上げます。
＜本公開買付けに関するお問い合わせ先＞
片倉工業株式会社

：企画部

総務・ＩＲ室

TEL

03-6832-0223
以上

2021 年 11 月８日
各 位
会 社 名

株式会社かたくら

代表者名

代表取締役

上甲

亮祐

片倉工業株式会社株式（証券コード：3001）に対する
公開買付けの開始に関するお知らせ

株式会社かたくら（以下「公開買付者」といいます。
）は、2021 年 11 月８日、片倉工業株式会社（証券
コード：3001、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。
）市場第一部上場、以下「対
象者」といいます。
）の普通株式（以下「対象者株式」といいます。
）を金融商品取引法（昭和 23 年法律第
25 号。その後の改正を含みます。
）による公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。
）により取得す
ることを決定いたしましたので、お知らせいたします。
公開買付者は、対象者株式の取得及び所有することを主たる目的として、対象者の取締役会長である佐
野公哉氏（以下「佐野氏」といいます。所有株式数：23,191 株（注１）
、所有割合：0.07％（注２）
）及び
対象者の代表取締役社長である上甲亮祐氏（以下「上甲氏」といいます。所有株式数：2,906 株（注３）
、
所有割合：0.01％）がその株式の全てを所有する 2021 年９月 16 日付で設立された株式会社です。本日現
在、佐野氏は、公開買付者の発行済株式の 50％を所有し取締役を務め、上甲氏は、公開買付者の発行済株
式の 50％を所有し代表取締役を務めております。なお、本日現在、公開買付者は対象者株式を所有してお
りません。
（注１）佐野氏は、対象者の役員持株会を通じた持分として 1,891 株（小数点以下を切捨て）に相当す
る対象者株式を間接的に所有しており、上記佐野氏の所有株式数（23,191 株）には、佐野氏が
当該役員持株会を通じた持分として間接的に所有している対象者株式 1,891 株が含まれており
ます。
（注２）
「所有割合」とは、対象者が 2021 年 11 月８日に公表した「2021 年 12 月期 第３四半期決算短信
〔日本基準〕
（連結）
」に記載された 2021 年９月 30 日現在の発行済株式総数（35,215,000 株）
から、同日現在の対象者が所有する自己株式数（1,907,422 株。なお、自己株式数には、同日
現在の対象者の株式給付信託（ＢＢＴ）の所有分である 88,700 株は含まない株式数で、以下、
対象者が所有する自己株式の記載について同じとします。）を控除した株式数（33,307,578 株
）に対する割合（小数点以下第三位を四捨五入しております。）をいいます。以下、所有割合
の記載について同じです。
（注３）上甲氏は、対象者の役員持株会を通じた持分として 806 株（小数点以下を切捨て）に相当する
対象者株式を間接的に所有しており、上記上甲氏の所有株式数（2,906 株）には、上甲氏が当該
役員持株会を通じた持分として間接的に所有している対象者株式 806 株が含まれております。
今般、公開買付者は、東京証券取引所市場第一部に上場している対象者株式の全て（ただし、対象者が
所有する自己株式を除きます。）を取得し、対象者株式を非公開化させ、対象者の株主を公開買付者のみ
とするための一連の取引（以下「本取引」といいます。）の一環として、2021 年 11 月８日に本公開買付け
を実施することを決定しました。本取引は、いわゆるマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）
（注４）に該当
し、佐野氏及び上甲氏は、本取引後も継続して対象者の経営にあたることを予定しております。なお、本
日現在、公開買付者は、対象者のその他の取締役及び監査役との間で本公開買付け後の役員就任について
何らの合意も行っておりません。
（注４）
「マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）
」とは、一般に、買収対象会社の経営陣が、買収資金の
全部又は一部を出資して、買収対象会社の事業の継続を前提として買収対象会社の株式を取得
する取引をいいます。
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加えて、公開買付者は、公開買付者が企図する中長期的な観点で見た抜本的な施策（以下「本施策」とい
います。）において対象者の役職員の主体的な経営参画が重要な要素と考えていることから、佐野氏及び
上甲氏以外の対象者の役職員にも経営意識を持っていただけるような資本構成とするために、対象者の株
主を公開買付者のみとするための一連の手続の完了後、佐野氏及び上甲氏以外の対象者の役職員に対して
も、公開買付者への出資を募ることを検討しております。これが実現すれば、本公開買付けはマネジメン
ト・エンプロイー・バイアウト（ＭＥＢＯ）
（注５）としての性質を有することとなります。なお、本日現
在、佐野氏及び上甲氏以外の対象者の役職員との間では、出資に関する協議を実施していないことから、
佐野氏及び上甲氏以外の対象者の役職員による公開買付者への具体的な出資ストラクチャー、出資者及び
出資比率等は決定しておりません。公開買付者としては、上記のとおり、佐野氏及び上甲氏以外の対象者の
役職員にも経営意識を持っていただくことを重視しておりますので、対象者の役職員に対しては、役職等
の特段の制限なく広く公開買付者への出資を募ることを想定しております。もっとも、当該出資が本取引
後の佐野氏及び上甲氏を中核とする対象者の経営陣による本施策の迅速な実行の妨げとならないように、
出資に際して株主間契約を締結することや、経営陣とそれ以外の役職員との間で出資比率や出資ストラク
チャーに差異を設ける等の措置を講じることにより、佐野氏及び上甲氏を中核とする経営陣による迅速か
つ果敢な意思決定を可能とする体制を構築することを検討しております。当該体制についても、その具体
的な内容は、対象者株式の非公開化後に、対象者の役職員とも協議をしながら決定する想定です。
（注５）
「マネジメント・エンプロイー・バイアウト（ＭＥＢＯ）
」とは、一般に、買収対象会社の経営
陣と従業員が一体となって、買収資金の全部又は一部を共同で出資して、買収対象会社の事業
の継続を前提として買収対象会社の株式を取得する取引をいいます。
本公開買付けに際して、公開買付者は、①2021 年 11 月８日付で、対象者の筆頭株主及び主要株主である
Ｏａｓｉｓ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ⅱ Ｍａｓｔｅｒ Ｆｕｎｄ Ｌｔｄ．を運用するＯａｓｉｓ Ｍａｎ
ａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｔｄ．
（所有株式数：3,519,931 株、所有割合：10.57％）との間で、Ｏ
ａｓｉｓ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ⅱ Ｍａｓｔｅｒ Ｆｕｎｄ Ｌｔｄ．が所有する対象者株式の全てにつ
いて本公開買付けに応募する旨の契約を、②2021 年 11 月８日付で、対象者の第２位の大株主である三井物
産株式会社（所有株式数：2,200,000 株、所有割合：6.61％、以下「三井物産」といいます。
）との間で、
三井物産が三井住友信託銀行株式会社を受託者とする退職給付信託に拠出している対象者株式の全てにつ
いて本公開買付けへの応募を指図する旨の契約を、③2021 年 11 月８日付で、対象者の第４位の大株主であ
る損害保険ジャパン株式会社（所有株式数：1,715,000 株、所有割合：5.15％、以下「損保ジャパン」とい
います。
）との間で、損保ジャパンが所有する対象者株式の全てについて本公開買付けに応募する旨の契約
を、④2021 年 11 月８日付で、対象者の第５位の大株主である農林中央金庫（所有株式数：1,690,000 株、
所有割合：5.07％）との間で、農林中央金庫が所有する対象者株式の全てについて本公開買付けに応募する
旨の契約を、⑤2021 年 11 月８日付で、対象者の第７位の大株主である大成建設株式会社（所有株式数：
1,400,000 株、所有割合：4.20％、以下「大成建設」といいます。
）との間で、大成建設が所有する対象者
株式の全てについて本公開買付けに応募する旨の契約をそれぞれ締結しております（所有株式数の合計：
10,524,931 株、所有割合の合計：31.60％）
。
さらに、本公開買付けに際して、公開買付者は、2021 年 11 月８日付で、対象者の創業家出身である片
倉康行氏（所有株式数：52,900 株、所有割合：0.16％、以下「片倉氏」といいます。）との間で、片倉氏
が所有する対象者株式の全てについて本公開買付けに応募する旨の契約を締結しており、また、佐野氏と
の間でその所有する対象者株式のうち 21,300 株（所有割合：0.06％）について、上甲氏との間でその所有
する対象者株式のうち 2,100 株（所有割合：0.01％）について（所有株式数の合計：23,400 株、所有割合
の合計：0.07％、以下「本応募株式（佐野氏・上甲氏）
」と総称します。
）
（注６）、それぞれ本公開買付け
に応募することを口頭で合意しております。
（注６）佐野氏及び上甲氏が対象者の役員持株会を通じた持分として間接的に所有している対象者株式
（佐野氏：1,891 株、上甲氏：806 株、合計 2,697 株）については、佐野氏及び上甲氏が応募の
是非を判断する権限を有していないことから、本応募株式（佐野氏・上甲氏）に含まれており
ません。
本公開買付けの概要は、以下のとおりです。
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（１）対象者の名称
片倉工業株式会社
（２）買付け等を行う株券等の種類
普通株式
（３）買付け等の期間
2021年11月９日（火曜日）から2021年12月21日（火曜日）まで（30営業日）
（４）買付け等の価格
普通株式１株につき、金2,150円
（５）買付予定の株券等の数
株券等の種類

買付予定数

買付予定数の下限

買付予定数の上限

普通株式

33,218,878 株

22,146,000 株

― 株

合計

33,218,878 株

22,146,000 株

― 株

（６）決済の開始日
2021年12月28日（火曜日）
（７）公開買付代理人
みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目５番１号

なお、本公開買付けの具体的内容は、本公開買付けに関して公開買付者が2021年11月９日に提出する
公開買付届出書をご参照ください。
また、本公開買付けの応募手続等の詳細につきましては、別紙「片倉工業株式会社株式に対する公開
買付けの応募手続等のご案内」をご参照ください。
以 上
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（プレスリリース別紙）

片倉工業株式会社株式に対する
公開買付けの応募手続等の
ご案内

目次
応募手続のご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ.２
公開買付けへの応募手続きについて・・・・・・・・・・・・・Ｐ.３
公開買付けへの応募手続き（詳細）・・・・・・・・・・・・・Ｐ.４～Ｐ.７
みずほ証券の国内ネットワーク・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ.８～Ｐ.13
（支店およびプラネットブース）
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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

本公開買付けに係る公開買付代理人業務は、みずほ証券株式会社（以下「みずほ証券」といい
ます。）が担当いたします。
応募に際しては、
「公開買付けへの応募手続きについて」
（Ｐ.３）ならびに「公開買付けへの応
募手続き（詳細）」（Ｐ.４～Ｐ.７）をご確認のうえ、後記のみずほ証券の支店およびプラネット
ブース（以下「みずほ証券支店等」といいます。）に備え付けの「公開買付応募申込書」に所定の
事項を記入し、ご提出ください。
なお、本公開買付けにつきましては、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。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。
本公開買付けの応募およびお問い合わせにつきましては、みずほ証券支店等、又は、みずほ証
券のコールセンターにお申し付けくださいますようお願い申し上げます。

＜お問い合わせ＞

■よくあるご質問

■ 口座をお持ちのお客さまは
お取引店またはコールセンターへ
コールセンター

●検索フォームから

0120-324-390
営業時間（平日 8:00～19:00 / 土曜日 9:00～17:00）

● 公開買付けへの応募手続きについては

●スマートフォンから

⇒ ダイヤルプッシュ ２

■ 口座をお持ちでないお客さまは
はじめてダイヤル

0120-555-324
営業時間（平日 8:30～19:00 / 土曜日 9:00～17:00）
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公開買付けへの応募手続きについて
株式がみずほ証券のお取
引口座に記録されている

みずほ証券に
お取引口座がある

『みずほ証券以外の証券会社のお取引口座』や
『特別口座』に記録されている

みずほ証券に
お取引口座がある

みずほ証券にお取引口座がない
本･支店で口座開設に必要な手続きをとる
・口座開設には、①個人番号（マイナンバー）又は
法人番号、②本人確認書類（注１）が必要になるほ
か、③印鑑が必要になる場合があります。
・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お
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。

株式をみずほ証券のお取引口座に振り替えて応募する
◎ 他の証券会社のお取引口座に記録されている場合
⇒お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お取引口座に振り替わるまで５日程度かかります。
⇒他の証券会社の特定口座で株式を管理されており、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
通じた振り替え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出た印鑑が必要になります。
⇒みずほ証券のお取引口座に振り替わるまで２週間程度かかります。

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（みずほ証券支店等に備え付け）、②本人確認書類（注１）※既にお取引口座を開設
されている場合でも、現況がみずほ証券のご登録内容と異なる場合や長期間お取引がない場合等、改めて
本人確認書類が必要になる場合があります。
（注１）【本人確認書類について】
個 人
運転免許証、旅券（パスポート）、住民
票の写し、各種健康保険証等
【本人特定事項】
①氏名、②住所、③生年月日

法 人
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ならびに事業内容を確認できるも
の（法人自体の本人確認書類に加え、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）個人の本人確認書類が必要になります。）

（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、みずほ証券支店等又はみずほ証券のコールセンターまでご連絡ください。

上記は一般的なお手続きを簡略化して記載したものです。個別のお手続きにつきましてはみずほ証券支店等又はみず
ほ証券のコールセンター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、お手続きには一定の日数を要
する場合がありますので、お早めにご連絡ください。
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公開買付けへの応募手続き（詳細）
１． みずほ証券での口座開設について
①

みずほ証券にご持参いただくもの

（１） 個人番号(マイナンバー)又は法人番号（注１）
（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
（預金通帳又はキャッシュカード等）
（４） 印鑑（必要な場合があります）

②

口座開設には、お時間がかかる場
合がございます

・ ご提出いただいた書類に不備がない場合でも、本
人確認等でお時間をいただいております。

なるべく公開買付期間最終日の２

・ 公開買付期間最終日が近づくにつれ、受付場所が

週間前を目処にお手続きください

混み合う場合がございますので、なるべくお早め
にお手続きください。
・ 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。
・ 口座開設は、下記のＱＲコード等から「みずほ証
券

口座開設アプリ」をダウンロードすること

で、お手持ちのスマートフォンからお手続きをい
ただくことも可能です。
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２．公開買付けへの応募について
①

応募手続きにはみずほ証券のお取
引口座が必要となります

②

株式の状況をご確認ください

・ 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。
（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、株式の振り替えに関するお手続
きは必要ございません。
（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、あらかじめ特別口座の口座管理機関又は
みずほ証券支店等にて、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

みずほ証券にご持参いただくもの

・ 特にございません。ただし、上記②（３）のお手

続きを行う場合は、特別口座の口座管理機関に届
け出た印鑑をご持参ください。
④ 「公開買付応募申込書」に所定の事
項をご記入のうえ、ご提出くださ

・ 「公開買付応募申込書」は、みずほ証券支店等に
備え付けがございます。

い
※ 応募の受け付けは、公開買付期間最終日の 15 時で締め切りとなります。
３．決済の方法および場所について
①

決済の開始日

・ プレスリリース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。以下同じとします）の住所
宛に郵送いたします。
・ 買付けは、現金にて行います。
・ 買付けられた株券等に係る売却代金を応募株主
等の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、み
ずほ証券から応募株主等の指定した場所へ送金
するか、みずほ証券の応募株主等の口座へお支払
いいたします。
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（注１）イ）個人番号（マイナンバー）又は法人番号および本人確認書類の提出について
みずほ証券において新規にお取引口座を開設される場合、又は日本国内の常任代理人を通じて応
募され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。番号確認書類および本人
確認書類の詳細につきましては、みずほ証券支店等又はみずほ証券のコールセンターまでお問い合
わせください。

ロ）個人株主の場合
次の表の①から③のいずれかの個人番号確認書類および本人確認書類が必要になります。なお、
個人番号（マイナンバー）をご提供いただけない方は、公開買付代理人であるみずほ証券にて口座
開設を行うことはできません。また、みずほ証券において既にお取引口座を開設している方であっ
ても、氏名、住所、個人番号（マイナンバー）を変更する場合には個人番号確認書類および本人確
認書類が必要にな り ま す 。
①

番
号
確
認
書
類

＋

個人番号カード
（両面）
顔写真付き

本
人
確
認
書
類

②

③

通知カード

個人番号が記載された住
民票の写し
又は
住民票記載事項証明書
（※当該書類は本人確認
書類の１つになります。）

＋

＋

ａ.以下のいずれかの書
類１つ（顔写真付き確
認書類）
・運転免許証
・運転経歴証明書
・旅券（パスポート）
・在留カード
・療育手帳
・身体障害者手帳等

ａ.以下のいずれかの書
類１つ（顔写真付き確
認書類）
・運転免許証
・運転経歴証明書
・旅券（パスポート）
・在留カード
・療育手帳
・身体障害者手帳等

又は

又は

ｂ.以下のいずれかの書
ｂ.以下のいずれかの書
類２つ（ａ.の提出が困
類１つ（ａ.の提出が困
難な場合）
難な場合）
・住民票の写し
・住民票の記載事項証
・国民健康保険被保険
明書
者証などの各種健康
・国民健康保険被保険
保険証
者証などの各種健康
・印鑑登録証明書
保険証
・国民年金手帳等
・印鑑登録証明書
・国民年金手帳等
・個人番号カード（両面）をご提出いただく場合、別途本人確認書類のご提出は不要です。
・通知カードは、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致し
ている場合に限り、個人番号確認書類としてご利用になれます。
・氏名、住所、生年月日の記載のあるものをご提出ください。
・本人確認書類は有効期限内のもの、期限の記載がない場合は６ヶ月以内に作成されたものをご
提出ください。

ハ）法人株主の場合
「法人番号指定通知書」の写し、又は、国税庁法人番号公表サイトから印刷した法人番号が印刷
された書面および本人確認書類（登記事項証明書（６ヶ月以内に作成されたもので名称および本店
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））が必要になります。なお、法人自
体の本人確認書類に加え、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
人確認書類が必要となります。また、みずほ証券において既にお取引口座を開設している法人であ
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っても、法人名称および所在地を変更する場合には法人番号確認書類および本人確認書類が必要に
なります。

二）外国人株主の場合
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、名称およ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、自然人および法
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。）およ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、原則として旅券（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および役職が
記載され、みずほ証券のお取引口座に係るお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、みずほ証券支店等又はみずほ証券のコールセンターまでご連絡ください。また、
法人のお客さまの場合は、上記のコード（番号）と一部異なる場合がありますので、詳細はみずほ証
券のお取引口座の担当者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
関であるみずほ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
②
③
④

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。
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。
口座振替申請書には、特別口座の口座管理機関に届け出た印鑑を押印してください。
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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みずほ証券の国内ネットワーク
店舗名

2021 年 11 月 8 日現在

電話番号

郵便番号

住所

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

本社 大手町タワー

-

100-8176

東京都千代田区大手町 1–5–5

本社 みずほ丸の内タワー

-

100–8241

東京都千代田区丸の内 1–3–3

本社 御茶ノ水本社

-

101-8219

東京都千代田区神田駿河台 4–6 御茶ノ水ソラシティ

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

本・支社
本社 大手町本社

北海道・東北
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 ヒューリック札幌ビル 4 階

盛岡支店

019-624-5421

020-0871

岩手県盛岡市中ノ橋通 1-5-8 みずほ銀行盛岡支店 1 階

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 1-2-1 みずほ銀行秋田支店 1 階

福島支店

024-523-1171

960-8034

福島県福島市置賜町 6-20 みずほ銀行福島支店 1 階

郡山支店

024-934-0161

963-8004

福島県郡山市中町 7-19 みずほ銀行郡山支店 1 階

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

376-0045

群馬県桐生市末広町 6-4

大宮支店

048-643-9011

330-0845

埼玉県さいたま市大宮区仲町 1-104

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

船橋支店

047-460-2243

273-0005

千葉県船橋市本町 1-3-1 船橋 FACE ビル 9 階

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 1-6-1 ゆめおおおかオフィスタワー17 階

たまプラーザ支店

045-901-5811

225-0002

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

川崎支店

044-223-1678

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 1 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 2-22 みずほ銀行平塚支店 1 階

藤沢支店

0466-54-3234

251-0052

神奈川県藤沢市藤沢 559 番地

小田原支店

0465-24-3111

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 3 階

逗子支店

046-873-1781

249-0006

神奈川県逗子市逗子 1-4-1 みずほ銀行逗子支店 1 階

本店営業第一部

03-5203-6321

104-8481

東京都中央区八重洲 2-4-1

本店営業第二部

03-5203-1200

104-8481

東京都中央区八重洲 2-4-1

兜町支店

03-5847-5140

103-0026

東京都中央区日本橋兜町 4-3 みずほ銀行兜町支店 5 階

虎ノ門支店

03-3501-4311

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

新宿支店

03-3342-3211

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

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

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

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

03-6418-9250

150-0002

東京都渋谷区渋谷 1-24-16 みずほ銀行渋谷支店 1 階

池袋支店

03-3984-3181

170-0013

東京都豊島区東池袋 1-18-1 ハレザタワー8 階

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

042-628-9890

192-0081

東京都八王子市横山町 15-3 みずほ銀行八王子支店 5 階

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 2-2-13 みずほ銀行吉祥寺支店 4 階

三鷹支店

0422-76-0510

181-0013

東京都三鷹市下連雀 3-35-1 ネオ・シティ三鷹 10 階

府中支店

042-354-2403

183-0055

東京都府中市府中町 1-1-2 みずほ銀行府中支店 2 階

町田支店

042-722-5611

194-0021

東京都町田市中町 1-2-4

北陸・甲信越
新潟支店

025-223-5101

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

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 2 階

金沢支店

076-231-4181

920-0869

石川県金沢市上堤町 1-7 みずほ銀行金沢支店 2 階

福井支店

0776-21-2255

910-0005

福井県福井市大手 2-7-15

甲府支店

055-224-2141

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

長野支店

026-223-6163

380-0834

長野県長野市問御所町 1260 みずほ銀行長野支店 1 階

東海
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

420-0853

静岡県静岡市葵区追手町 8-1 みずほ銀行静岡支店 7 階

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 3 階

沼津支店

055-962-1113

410-0801

静岡県沼津市大手町 3-8-1

名古屋駅前支店

052-551-9291

450-6628

愛知県名古屋市中村区名駅 1-1-3 JR ゲートタワー28 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

近畿
大津支店

077-522-5531

520-0041

滋賀県大津市浜町 1-1 みずほ銀行大津支店 1 階

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

阿倍野支店

06-6635-1022

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 7 階

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

梅田支店

06-6373-1151

530-0012

大阪府大阪市北区芝田 1-1-4 阪急ターミナルビル 13 階

大阪営業第一部

06-6245-1122

541-0054

大阪府大阪市中央区南本町 4-1-1

大阪営業第二部

06-6281-4406

541-0054

大阪府大阪市中央区南本町 4-1-1

難波支店

06-6631-7221

542-0076

大阪府大阪市中央区難波 4-4-1 みずほ銀行難波支店 2 階

堺支店

072-238-5941

590-0076

大阪府堺市堺区北瓦町 2-4-16 みずほ銀行堺支店 5 階

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

573-0031

大阪府枚方市岡本町 2-20 みずほ銀行枚方支店 1 階

東大阪支店

06-6618-1080

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

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 9 階

姫路支店

079-282-1234

670-0924

兵庫県姫路市紺屋町 55 みずほ銀行姫路支店 1 階

尼崎支店

06-6411-1521

660-0881

兵庫県尼崎市昭和通 3-87 みずほ銀行尼崎支店 2 階

明石支店

078-918-2277

673-0891

兵庫県明石市大明石町 1-5-1 みずほ銀行明石支店 1 階

西宮支店

0798-63-5820

662-0832

兵庫県西宮市甲風園 1-9-4
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店舗名

電話番号

郵便番号

住所

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

630-8228

奈良県奈良市上三条町 13-1 みずほ銀行奈良支店 1 階

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

646-0027

和歌山県田辺市朝日ヶ丘 24-20

中国・四国
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 5 階

福山支店

084-922-2520

720-0064

広島県福山市延広町 1-23 みずほ銀行福山支店 1 階

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

760-0017

香川県高松市番町 1-6-8 みずほ銀行高松支店 3 階

松山支店

089-921-8141

790-0011

愛媛県松山市千舟町 3-3-1 みずほ銀行松山支店 1 階

今治支店

0898-32-4300

794-0026

愛媛県今治市別宮町 1-3-3 みずほ銀行今治支店 1 階

九州・沖縄
北九州支店

093-531-1631

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 5 階

福岡支店

092-741-1961

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 4 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 2-23 みずほ銀行佐賀支店 1 階

長崎支店

095-823-1204

850-0853

長崎県長崎市浜町 3-28 みずほ銀行長崎支店 1 階

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

0985-61-1705

880-0805

宮崎県宮崎市橘通東 4-1-7 みずほ銀行宮崎支店 2 階

099-227-2511

892-0828

鹿児島県鹿児島市金生町 7-3 みずほ銀行鹿児島支店 1 階

宮崎営業所
（法人のお客さま向け営業所）

鹿児島支店
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プラネットブースにつきましては、店舗により営業時間が異なる場合がございます。
ご来店の際は、事前にみずほ証券ホームページ（https://www.mizuho-sc.com/tenpo/index.html）の各店舗の営業時間をご確認ください。
店舗名

電話番号

郵便番号

住所
関東(除く東京都)

プラネットブース宇都宮

028-636-0133

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

027-325-1653

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

048-643-9030

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

048-829-2305

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口

048-829-2380

332-0017

埼玉県川口市栄町 3-5-1

みずほ銀行川口支店 1 階ロビー内

プラネットブース川越

03-3987-1350

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

04-2926-7247

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

プラネットブース春日部

048-643-9033

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

プラネットブース稲毛

043-222-8285

263-0043

千葉県千葉市稲毛区小仲台 2-5-1

みずほ銀行稲毛支店 1 階ロビー内

プラネットブース市川

047-460-2255

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

プラネットブース津田沼

047-460-2257

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

04-7166-2845

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

047-460-2241

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

044-223-1687

230-0051

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 4-32-23

みずほ銀行鶴見支店 1 階ロビー内

プラネットブース横浜駅前

045-314-3491

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

044-223-1694

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

044-223-1689

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

045-641-3636

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

プラネットブース二俣川

045-314-3493

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

045-901-5061

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

045-901-5047

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

プラネットブース武蔵小杉

044-223-1696

211-0063

神奈川県川崎市中原区小杉町 3- 600

みずほ銀行武蔵小杉支店内

プラネットブース溝ノ口

045-901-5043

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

044-952-3925

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

045-901-5040

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

042-722-5763

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

042-722-5907

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

046-873-1661

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

プラネットブース鎌倉

046-873-1677

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

プラネットブース大船

0466-54-3243

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

プラネットブース藤沢

0466-54-3245

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

プラネットブース茅ヶ崎

0463-21-6175

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

東京都
プラネットブース麹町

03-3501-3363

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

プラネットブース神田

03-5203-2315

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

プラネットブース九段

03-5203-2319

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

プラネットブース東京中央

03-5203-2238

100-0004

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

03-5203-2313

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

プラネットブース銀座中央

03-5203-2317

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

プラネットブース銀座

03-5203-2323

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

プラネットブース築地

03-5847-5137

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

プラネットブース日本橋

03-3832-2400

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

プラネットブース芝

03-3501-3365

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

プラネットブース新橋

03-3501-3369

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

プラネットブース赤坂

03-6418-9039

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
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店舗名

電話番号

郵便番号

住所

プラネットブース外苑前

03-6418-9037

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

プラネットブース青山

03-6418-9033

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

プラネットブース六本木

03-6418-9021

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

プラネットブース飯田橋

03-5847-5183

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

プラネットブース高田馬場

03-3342-3253

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

プラネットブース四谷

03-3342-3245

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

03-3342-3300

160-0022

東京都新宿区新宿 3-25-1

みずほ銀行新宿支店地下 2 階ロビー内

プラネットブース江戸川橋

03-3987-1353

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

プラネットブース本郷

03-5203-2321

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

プラネットブース駒込

03-3832-2444

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

プラネットブース雷門

03-3832-2454

111-0032

東京都台東区浅草 1-1-15

みずほ銀行雷門支店内

プラネットブース浅草橋

03-3832-2427

111-0053

東京都台東区浅草橋 1-30-9

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

03-3624-0688

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

プラネットブース深川

03-5847-5196

135-0034

東京都江東区永代 2-36-16

みずほ銀行深川支店 1 階ロビー内

プラネットブース亀戸

03-3624-0660

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

プラネットブース荏原

03-3718-1459

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

プラネットブース目黒

03-6418-9257

141-0021

東京都品川区上大崎 3-1-1

みずほ銀行目黒支店 1 階ロビー内

プラネットブース五反田

03-6418-9023

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 ※

03-6418-9041

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

※みずほ銀行大崎支店の移転に伴い、2021 年 11 月 19 日（金）をもちまして営業を終了いたします。
プラネットブース品川

03-5847-5185

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

プラネットブース中目黒

03-6418-9025

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

03-3778-9633

144-0052

東京都大田区蒲田 5-17-2

みずほ銀行蒲田支店 3 階ロビー内

プラネットブース久が原

03-3778-9637

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

プラネットブース大岡山

03-3718-1450

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

プラネットブース経堂

03-5490-7465

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

プラネットブース玉川

03-3718-1469

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

プラネットブース千歳船橋

03-5490-7463

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

プラネットブース世田谷

03-6418-9035

154-0004

東京都世田谷区太子堂 2-14-8

みずほ銀行世田谷支店 1 階ロビー内

プラネットブース烏山

03-3342-3276

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

プラネットブース北沢

03-5490-7467

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

プラネットブース渋谷中央

03-6418-9027

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

プラネットブース恵比寿

03-6418-9029

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

プラネットブース中野北口

03-3342-3279

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

03-3342-3273

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

03-3342-3283

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

0422-22-1216

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

0422-22-1203

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

プラネットブース王子

03-3984-3177

114-0002

東京都北区王子 1-10-17

みずほ銀行王子支店 2 階ロビー内

プラネットブース赤羽

03-3984-3173

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

プラネットブース尾久

03-3832-2410

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

プラネットブース三ノ輪

03-3832-2441

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

プラネットブース志村

03-3987-1329

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

03-3987-1345

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

プラネットブース板橋

03-3987-1327

173-0001

東京都板橋区本町 36-7

みずほ銀行板橋支店 2 階ロビー内

プラネットブース練馬富士見台

03-3997-1125

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

03-3987-1370

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

03-3624-0666

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
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店舗名

電話番号

郵便番号

住所

プラネットブース足立

03-3624-0690

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

プラネットブース亀有

03-3624-0693

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

プラネットブース高砂

03-3624-0675

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

プラネットブース葛飾

03-3624-0669

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

プラネットブース小松川

03-3624-0677

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

03-5847-5187

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

プラネットブース武蔵境

0422-76-0266

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

プラネットブース調布

042-354-2419

182-0026

東京都調布市小島町 1-36-16

みずほ銀行調布支店 2 階ロビー内

プラネットブース調布仙川

042-354-2421

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

プラネットブース町田

042-722-5911

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

042-628-9921

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

0422-76-0263

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

04-2926-7266

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

042-354-2423

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

044-952-3935

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

プラネットブースひばりが丘

04-2926-7245

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

プラネットブース田無

0422-76-0261

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

プラネットブース福井

0776-21-2275

910-0005

福井県福井市大手 3-5-1

北陸・甲信越
みずほ銀行福井支店 1 階ロビー内

東海
プラネットブース名古屋中央

052-204-6319

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

プラネットブース名古屋

052-204-6317

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 1 階ロビー内

プラネットブース出町

075-241-6368

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

075-241-6365

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

075-241-6360

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

プラネットブース堂島 ※

06-6281-1021

530-0003

大阪府大阪市北区堂島 1-5-17

みずほ銀行堂島支店 1 階ロビー内

近畿

※みずほ銀行堂島支店の移転に伴い、2021 年 12 月 10 日（金）をもちまして営業を終了いたします。
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 1-11-4-100

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

06-6281-4651

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

06-6245-1175

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

プラネットブース千里中央

06-6302-5931

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

072-751-2610

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

06-6302-5929

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

06-6281-4653

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

プラネットブース茨木

06-6302-5927

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

072-841-8276

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

プラネットブース芦屋

0798-33-2488

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

中国・四国
プラネットブース岡山

086-224-3227

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

九州・沖縄
プラネットブース熊本

096-356-8507

860-0806

熊本県熊本市中央区花畑町 3-8
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みずほ銀行熊本支店 1 階ロビー内

