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みずほ銀行・みずほインベスターズ証券の共同店舗について 

 

 
みずほフィナンシャルグループでは総合金融サービス力の強化のため銀行・証券の具体的連携策として、

みずほ銀行とみずほインベスターズ証券の共同店舗化を実施しております。 
今般、下記のみずほ銀行 4 ヶ店を共同店舗と致します。 

 
  この共同店舗は、お客さまにワンストップショッピングを身近に実感していただくため、銀行ロビーの中に
みずほインベスターズ証券のご相談ブースを設置し、フルラインの証券サービスをご提供させていただく営
業所です。 
  現在「プラネットブース」の愛称で全国に 102 ヶ店出店しております。 
 

今後も、より多くのお客さまにみずほグループの総合金融サービスをご利用いただくため、両社による共
同店舗を追加出店して行く予定です。 
 

【プラネットブースの設置場所及び設置予定日】 
みずほ銀行 みずほｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ証券 所在地 設置予定日 

浜田山支店 
吉祥寺支店 

ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ浜田山 
東京都杉並区浜田山 3－24－2 

（みずほ銀行浜田山支店 1 階ﾛﾋﾞｰ内） 
平成19年 6月25日（月） 

高槻支店 
十三支店 

ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ高槻 
大阪府高槻市北園町 15－17 

（みずほ銀行高槻支店 1 階ﾛﾋﾞｰ内） 
平成 19 年7 月 2 日（月） 

芦屋支店※ 
神戸支店 

ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ芦屋 
兵庫県芦屋市大原町 10－1－102 
（みずほ銀行芦屋支店 2 階ﾛﾋﾞｰ内） 

平成19年 7月17日（火） 

仙台支店 
仙台支店 

ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ仙台 
宮城県仙台市青葉区一番町 3－1－1 
（みずほ銀行仙台支店 4 階ﾛﾋﾞｰ内） 

平成19年 7月17日（火） 

※みずほ銀行芦屋支店は、プラネットブース芦屋と同日の平成 19 年 7 月 17 日（火）に新規に出店致します 

 

 

 

【本件に関する問合せ先】 

   みずほｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ証券 経営企画部 広報・ＩＲ室   ０３－５６４０－７６７１ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                       

プラネットブース開設推移状況 

 

ご参考 

みずほ銀行 みずほｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ証券  
 

支店名 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ名 母店名 
設置日 

1 本店 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ内幸町 本店営業第一部 2003/07/28 

2 玉川 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ玉川 渋谷支店 2003/08/05 

3 千歳船橋 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ千歳船橋 新宿支店 2003/09/08 

4 東京中央 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ大手町 本店営業第一部 2003/09/10 

5 調布仙川 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ調布仙川 新宿支店 2003/09/22 

6 六本木 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ六本木 渋谷支店 2003/09/24 

7 横浜駅前 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ横浜駅前 横浜支店 2003/10/06 

8 市川 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ市川 本店営業第一部 2003/10/20 

9 渋谷中央 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ渋谷中央 渋谷支店 2003/10/22 

10 浜松 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ浜松 浜松支店 2003/11/17 

11 立川 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ立川 立川支店 2003/11/17 

12 上野 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ上野 上野支店 2004/06/07 

13 尾久 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ尾久 上野支店 2004/06/09 

14 北九州 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ北九州 福岡支店 2004/06/14 

15 富山 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ富山 富山支店 2004/06/21 

16 赤羽 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ赤羽 池袋支店 2004/06/28 

17 名古屋中央 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ名古屋中央 名古屋支店 2004/07/20 

18 大阪 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ大阪 大阪支店 2004/07/26 

19 茨木 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ茨木 十三支店 2004/07/28 

20 藤沢 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ藤沢 逗子支店 2004/08/02 

21 岡山 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ岡山 岡山支店 2004/09/06 

22 吉祥寺 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ吉祥寺 吉祥寺支店 2004/09/13 

23 小田原 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ小田原 小田原支店 2004/11/24 

24 三鷹 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ三鷹 吉祥寺支店 2004/11/29 

25 田無 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ田無 新宿支店 2004/12/06 

26 船橋 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ船橋 千葉支店 2004/12/13 

27 福岡 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ福岡 福岡支店 2004/12/27 

28 銀座中央 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ銀座中央 本店営業第一部 2005/01/31 

29 九段 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ九段 本店営業第一部 2005/02/07 

30 鎌倉 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ鎌倉 逗子支店 2005/02/09 

31 青山 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ青山 渋谷支店 2005/02/14 

32 神田 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ神田 本店営業第一部 2005/02/16 

33 熊本 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ熊本 熊本支店 2005/02/21 

34 水戸 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ水戸 水戸支店 2005/02/23 

35 板橋 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ板橋 池袋支店 2005/03/09 

36 京都中央 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ京都中央 京都支店 2005/03/14 

37 伏見 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ伏見 京都支店 2005/03/15 

38 亀戸 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ亀戸 押上支店 2005/03/18 

39 向ヶ丘 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ向ヶ丘 成城支店 2005/03/22 

40 北沢 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ北沢 新宿支店 2005/03/24 

41 世田谷 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ世田谷 渋谷支店 2005/03/28 

42 本郷 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ本郷 本店営業第一部 2005/04/18 

43 あざみ野 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽあざみ野 渋谷支店 2005/04/20 

44 松戸 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ松戸 柏支店 2005/04/25 

45 多摩 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ多摩 立川支店 2005/05/30 

46 新宿南口 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ新宿南口 新宿支店 2005/06/01 

47 成増 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ成増 池袋支店 2005/06/06 

48 新潟 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ新潟 新潟支店 2005/06/13 

49 荻窪 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ荻窪 高円寺支店 2005/06/20 

50 中野北口 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ中野北口 高円寺支店 2005/06/27 

51 調布 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ調布 新宿支店 2005/07/01 

52 堺 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ堺 難波支店 2005/07/04 

53 前橋 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ前橋 高崎支店 2005/07/06 

 

みずほ銀行 みずほｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ証券  
 

支店名 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ名 母店名 
設置日 

54 川崎 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ川崎 川崎支店 2005/08/29 

55 日野 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ日野 立川支店 2005/09/02 

56 高田馬場 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ高田馬場 新宿支店 2005/09/05 

57 品川 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ品川 本店営業第二部 2005/09/27 

58 平塚 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ平塚 小田原支店 2005/09/28 

59 府中 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ府中 小金井支店 2005/09/28 

60 茅ヶ崎 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ茅ヶ崎 小田原支店 2005/09/29 

61 勝田台 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ勝田台 千葉支店 2005/10/03 

62 国分寺 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ国分寺 小金井支店 2005/10/17 

63 五反田 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ五反田 渋谷支店 2005/10/21 

64 足立 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ足立 押上支店 2005/12/02 

65 西葛西 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ西葛西 本店営業第二部 2005/12/05 

66 青葉台 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ青葉台 新百合ヶ丘支店 2005/12/07 

67 池袋 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ池袋 池袋支店 2006/01/30 

68 町田 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ町田 新百合ヶ丘支店 2006/02/13 

69 鷺宮 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ鷺宮 高円寺支店 2006/02/15 

70 守口 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ守口 大阪支店 2006/02/20 

71 日本橋 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ日本橋 上野支店 2006/03/13 

72 蒲田 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ蒲田 大森支店 2006/03/17 

73 新橋 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ新橋 本店営業第一部 2006/03/22 

74 鷺沼 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ鷺沼 渋谷支店 2006/04/24 

75 所沢 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ所沢 所沢支店 2006/05/22 

76 船場 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ船場 大阪支店 2006/06/05 

77 静岡 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ静岡 清水支店 2006/07/21 

78 芝 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ芝 本店営業第二部 2006/07/24 

79 亀有 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ亀有 新小岩支店 2006/07/26 

80 大船 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ大船 逗子支店 2006/09/19 

81 春日部 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ春日部 浦和支店 2006/09/20 

82 上大岡 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ上大岡 横浜支店 2006/09/21 

83 練馬富士見台 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ練馬富士見台 池袋支店 2006/09/22 

84 二俣川 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ二俣川 横浜支店 2006/09/25 

85 池田 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ池田 十三支店 2006/09/25 

86 名古屋 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ名古屋 名古屋支店 2006/10/10 

87 新宿新都心 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ新宿新都心 新宿支店 2006/10/10 

88 多摩ｾﾝﾀｰ ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ多摩ｾﾝﾀｰ 新百合ヶ丘支店 2006/10/11 

89 新宿 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ新宿 新宿支店 2006/10/12 

90 清瀬 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ清瀬 所沢支店 2006/10/23 

91 四谷 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ四谷 新宿支店 2006/10/25 

92 飯田橋 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ飯田橋 本店営業第二部 2006/10/27 

93 高砂 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ高砂 新小岩支店 2006/12/04 

94 長野 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ長野 高崎支店 2007/01/24 

95 松山 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ松山 今治支店 2007/01/24 

96 福山 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ福山 岡山支店 2007/01/29 

97 福井 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ福井 金沢支店 2007/01/29 

98 橋本 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ橋本 新百合ヶ丘支店 2007/02/07  

99 ひばりが丘 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽひばりが丘 所沢支店 2007/02/13  

100 王子 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ王子 池袋支店 2007/02/14  

101 奈良 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ奈良 難波支店 2007/04/23 

102 烏山 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ烏山 新宿支店 2007/05/01 

103 浜田山 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ浜田山 吉祥寺支店 2007/06/25 予定 

104 高槻 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ高槻 十三支店 2007/07/02 予定 

105 芦屋 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ芦屋 神戸支店 2007/07/17 予定 

106 仙台 ﾌﾟﾗﾈｯﾄﾌﾞｰｽ仙台 仙台支店 2007/07/17 予定 

 


