取扱い対象地域

商号又は名称

（記載の無い場合は全国が対象）

取扱い対象機械装置等

その他

1 株式会社日本包装リース
2 八十二オートリース株式会社
3 ヤンマークレジットサービス株式会社
4 あおぎんリース株式会社
5 三菱電機クレジット株式会社

長野県のみ

・車両を除き対応できない
・小型特殊自動車と大型特殊自動車は対応できない

【確認中】
全都道府県（離島除く）
個人事業者の場合、青色申告の経営体のみ対応可（白
色は不可）

6 三井住友ファイナンス＆リース株式会社
7 鹿児島リース株式会社
8 三重リース株式会社

鹿児島県・宮崎県
三重県全域・大阪府全域・愛知県（名古屋市・岡崎
市・豊橋市）奈良県（奈良市・橿原市・桜井市）和歌
山県（和歌山市・御坊市・田辺市・海南市・新宮市・
東牟婁郡）岐阜県（岐阜市・大垣市）

・建物・構築物・建物付属設備を除く動産

法人・個人事業主等、業として畜産業/酪農業を営む者
で、３期分の決算書・申告書の提供をお願いできる方

9 東京センチュリー株式会社
滋賀県

10 滋賀コープサービス株式会社
11 株式会社クボタクレジット

全都道府県
長野県のみ

12 八十二リース株式会社
13 公益財団法人畜産近代化リース協会
14 いよぎんリース株式会社
15 阿波銀リース株式会社
16 但銀リース株式会社
17 百五リース株式会社
18 株式会社秋田グランドリース

19 JA三井リース株式会社

20 三菱UFJリース株式会社
21 富士通リース株式会社
22 首都圏リース株式会社

瀬戸内圏内（主に愛媛、香川、大分、広島、岡山、大
阪）
四国、大阪府、兵庫県、岡山県、東京都
兵庫県、京都府、大阪府のみ
原則、三重県・愛知県。但し近隣県についてはお問い
合わせください
【確認中】
全都道府県（H31年度事業（H31年度予算配分）から九
州・沖縄についてはJA三井リース九州㈱が対応しまの
で、JA三井リース九州㈱にお問い合わせください。JA
三井リース㈱にお問い合わせいただいた場合はJA三井
リース九州㈱にお取次ぎいたします。）
【確認中】
関東地方のみ
山梨県、東京都、神奈川県

23 山梨中銀リース株式会社
24 〔登録解除のため欠番〕
25 きらやかリース株式会社

26 日通商事株式会社

27 株式会社ホクレン商事 リース事業部

山形県、宮城県
①沖縄県以外は対応可能ですが、リース対象金額が少
額の場合、弊社拠点から遠方の場合はお受けできない
場合があります
②放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他
の環境汚染物質等の環境下でリース対象物件を使用す
る場合はお受けできない場合があります
北海道のみ

・建築基準法で建築物とされるものは対応できない
・小型特殊自動車等の標識登録をした場合、弊社で加
入している動産総合保険の付保は出来ないので借受者
には損害保険（共済）への加入を条件とする
・動産以外は対応できない
・大型特殊自動車を除き運輸局に登録する車両は対応
できない
・建築基準法で建築物とするものには対応できない
・不動産とされるものは貸付けできない
・建築基準法で建築物とされるものは対応できない

貸付けは農協等を介した再貸付方式のみ（農家への直
接貸付けは不可）
伊予銀行取引先に限る

・建築基準法で建築物とされるものは対応できない

事業用のみリース契約が可能

・建築基準法で建築物とされるものは対応できません

・軽自動車税/自動車税を納付する車両は取組不可

原則法人経営のみリース契約が可能

・建築基準法で建築物とされるもの、および不動産と
されるものについては対応できません。その他の物件
については個別に対応を判断します

法人経営のみリース契約が可能
個人事業主、法人経営のみﾘｰｽ契約が可能です。原則と
して母体行の(株)山梨中央銀行と取引のあるお客さま
が対象となります

・建築基準法で建築物とされる物件、取り外しや撤去
の難しい物件、弊社において中古流通性が乏しいと判
断した物件はお受けできない場合があります

法人経営、個人事業主のみリース契約が可能
法人、団体のみリース契約が可能です。なお審査は弊
社内基準にて行い、その基準はその時の情勢に応じて
都度変更致します

取扱い対象地域

商号又は名称
28
29
30
31

しんきん総合リース株式会社
第四リース株式会社
ひめぎんリース株式会社
鹿児島県くみあい開発株式会社

32 宮銀リース株式会社
33 静銀リース株式会社

（記載の無い場合は全国が対象）

岐阜県、愛知県、長野県（一部）
新潟県のみ

北海道のみ

37 リコーリース株式会社
39 南都リース株式会社

全都道府県
奈良県全域、大阪府、京都府、和歌山県、三重県の一
部地域

株式会社しんれんリース
ひろぎんリース株式会社
みちのくリース株式会社
キャタピラー・ファイナンス株式会社
愛銀リース株式会社
九州しんきんリース株式会社
肥銀リース株式会社
ちくぎんリース株式会社
北海道リース株式会社
一般財団法人畜産環境整備機構

【確認中】
広島県、山口県、岡山県、愛媛県
青森県、（北海道南、秋田県北、岩手県北）
【確認中】
愛知県、岐阜県、三重県、静岡県の一部
【確認中】
熊本県内を中心に九州地域等
福岡県および佐賀県鳥栖市ならびに大分県日田市
北海道のみ
沖縄県内のみ対応可能

51 株式会社琉球リース
52
53
54
55
56

百十四リース株式会社
株式会社宮崎太陽リース
株式会社しぐまリース
コマツビジネスサポート株式会社
東銀リース株式会社

・構築物あるいは構築物附帯設備と判断されるものは
対応できない
・公道走行可能な（自動車登録しナンバープレートを
取得した）車両は取扱い不可
・建築基準法で構築物とされるものは対応できない
・公道走行可能な車輌は一部対応できない
・建築基準法で建築物とされるものは一部対応できな
い
・動産以外の物件は対応できない可能性があります。
詳細はお問合せ願います

九州のみ(沖縄県以外)
青森県内全域、岩手県北（久慈・二戸）

61 山陰総合リース株式会社
62 四銀総合リース株式会社
63 東邦リース株式会社
64 とりぎんリース株式会社

特に無し

法人および確定申告（青色申告）している個人事業主

不動産リースは取り扱わない

愛知銀行本支店の融資取引先に限る

・建物附属設備や構築物は取扱いできない
・建築基準法で建築物とされるものは対応できない

財務資料や計画書等の提出を依頼することがある

・建築基準法で構築物とされるもの及び建物付属設備
は取扱不可
・放射線同位元素（RI）使用物件の取扱不可 ・特定
保守製品の取扱不可
・建築基準法で建築物とされるものは対応できない。

・法人及び個人事業者のみ対応可

建築基準法で建築物とされるものは対応できない
・小松製作所製建設機械のみ

法人及びみなし法人は対応可

58 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社
59 サーラフィナンシャルサービス株式会社
60 紀陽リース・キャピタル株式会社

法人のみリース契約可能

・動産全般
倉庫等で不動産登記必要物件は、取扱い不可

・対象機械が自動車に架装されている事が要件（工場
など構内使用ナンバー無し可）

57 住友三井オートサービス株式会社

法人のみリース契約対象。

・建築基準法で建築物とされるものは対応できない
・日立建機製の建設機械のみ対象。その他は対象外で
す

40 日立建機リーシング株式会社
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

建物・付属建物は対応できない
・建築基準法で建築物とされるものは対応できない

主に静岡県

36 オリックス株式会社

38 エムジーリース株式会社

その他

法人でかつ、株式会社愛媛銀行の与信がある先
鹿児島県、宮崎県のみ
宮崎県、鹿児島県

34 NTTファイナンス株式会社
35 株式会社札幌北洋リース

取扱い対象機械装置等

法人経営のみリース契約が可能
対象機械が高額であったり中古・海外製等
事前に確認が必要なケースがあります。
法人経営及び個人事業主について、リース契約可能で
す

・高度医療機器以外
【確認中】
島根県、鳥取県、岡山県、広島県、兵庫県、大阪府に
本社または支社のある先
【確認中】
福島県、宮城県、栃木県、茨城県のみ
鳥取県、島根県東部

・不動産（建物附属設備・構築物等）、特定・識別が
困難な物件(仮設資材等)は対応できない
・建築基準法で建築物とされるものは対応できない
・原則、法人または法人格を有する団体に限る
・取組には、決算書類等のご提出を含め、当社所定の
審査手続きが必要

取扱い対象地域

商号又は名称

（記載の無い場合は全国が対象）

取扱い対象機械装置等

その他

65 日本ハム・ソーセージ工業協同組合
66 十六リース株式会社
67 株式会社ふくぎんリース
68 東和銀リース株式会社
69 株式会社めぶきリース

岐阜県、愛知県における営業エリア
福島県
【確認中】
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、福島県、
宮城県
四国全域、岡山県、広島県、大阪府、兵庫県

・新品の動産物件にあたる機械装置以外は対応できな
い
・建築基準法で建築物とされるものは対応できない

法人および個人事業主のリース契約が可能

・建築基準法で建築物とされるものは対応できない

金融機関のグループ企業であり、対応後の管理上の観
点から、原則、香川銀行、徳島銀行、大正銀行のお取
引先を対象とさせていただいております

・建築基準法で建築物とされるものは対応できませ
ん。

リース利用には個別の審査が必要となります。審査に
伴い決算書等のご提出をお願い致します
取引相手：個人（自然人）、法人、その他の団体

・動産全般。建築基準法で構築物とされるものは対応
できない場合があります。詳細はお問合せ願います。
・建物、建物付属設備、構築物は対応不可
・建築基準法で建築物とされるものは取扱い不可
・建築基準法で建築物とされるものは対応できない
・自動車に分類されるもの（※全ての特殊自動車含
む）および作業機以外は取扱い不可
※特装車や農耕作業用自動車（トラクター、コンバイ
ン、田植機、薬剤散布車等）、その他自動車（ホイル
ローダー、フォークリフト等）など
・建築基準法で建築物とされるものは対応できない
・公道走行可能な車輌は対応できない
・建築基準法で建築物とされるものは対応できない

法人経営および個人事業主がリース契約可能。詳細は
お問合せ願います

・建築基準法で建物とされるものは対応できない
・動産及び建物の付属設備

所有権移転外ファイナンスリースのみ取扱っています
豊橋信用金庫の取引先のみ

・三菱ふそう正規ディーラーが取扱する車両・搭載す
る機械装置のみ

商談窓口は三菱ふそう正規ディーラーとなります。正
規ディーラーへご相談下さい

70 トモニリース株式会社
71 共友リース株式会社
72 関西アーバン銀リース株式会社
73 JA三井リース九州株式会社
74 ワイエムリース株式会社
75 ちばぎんリース株式会社
76 おかしんリース株式会社
77 中道リース株式会社
78 株式会社中電オートリース

愛知県、岐阜県、三重県、滋賀県
滋賀県全域
九州のみ
主に千葉県及びその周辺地域。詳細はお問合せ願いま
す
愛知県
北海道全域 ・東北全域 ・関東圏全域
愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、長野県

79 三菱オートリース株式会社
80 しがぎんリース・キャピタル株式会社
81 株式会社九州リースサービス
82 株式会社とちぎんリーシング
83 ぐんぎんリース株式会社
84 佐銀リース株式会社
85 豊信リース株式会社
86 メルセデス・ベンツ・ファイナンス株式会社

滋賀県、京都府、三重県のみ
九州(沖縄県除く)･山口県
【確認中】
【確認中】
佐賀県全域と福岡県・長崎県の一部
愛知県東三河､奥三河､岡崎市､旧東加茂郡稲武町 静岡
県浜松市､湖西市

法人および個人事業主のリース契約が可能

