
2021年9月14日 現在

No. 遺 贈 寄 付 提 携 先 電話番号 備　　　考

ギフケン ギフケン　ギフシ　ヤブタミナミ　2-1-1

岐阜県 岐阜県 岐阜市 薮田南 2丁目1番1号

ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝﾄｳｶｲｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸｷｺｳｷﾞﾌﾀﾞｲｶﾞｸ ギフケン　ギフシ　ヤナギト　1-1

国立大学法人東海国立大学機構

岐阜大学
岐阜県 岐阜市 柳戸 1番1

クワナシ ミエケン　クワナシ　チュウオウチョウ　2-37

桑名市 三重県 桑名市 中央町 2丁目37番地

ニホンセキジュウジシャ ギフケンシブ ギフケン　ギフシ　アカナベナカシマ　2-9

日本赤十字社 岐阜県支部 岐阜県 岐阜市 茜部中島 2丁目9番地

シャカイフクシホウジン チュウブモウドウケンキョウカイ アイチケン ナゴヤシ ミナトクカンセイチョウ 3-41-1

社会福祉法人 中部盲導犬協会 愛知県 名古屋市 港区寛政町 3丁目41番地1

※　「じゅうろく遺言代用信託『想族あんしんたく』」「じゅうろく人生100年応援信託『人生たのしんたく』」についてのお問い合わせは、お近くの十六銀行窓口にお問い合わせください。

じゅうろく遺言代用信託 ＜想族あんしんたく＞

じゅうろく人生100年応援信託 ＜人生たのしんたく＞

住　　　　　所

5 〒455-0066 052-661-3111

4 〒500-8601 058-272-3561

1 〒500-8570 058-272-1111

2 〒501-1193 058-293-3276

3 〒511-8601 0594-24-1137

遺 贈 寄 付 提 携 先

8

6

7

岐阜県内42市町村 ※一覧は、別紙ご参照ください。 



2021年9月14日 現在

No. 遺 贈 寄 付 提 携 先 電話番号 備　　　考

ギフシ ギフケン　ギフシ　ツカサマチ　40-1

岐阜市 岐阜県 岐阜市 司町 40番地1

タカヤマシ ギフケン　タカヤマシ　ハナオカチョウ　2-18

高山市 岐阜県 高山市 花岡町 2丁目18番地

アンパチチョウ アンパチグン　アンパチチョウ　コオリトリ  161

安八町 安八郡 安八町 氷取 161

イケダチョウ イビグン　イケダチョウ　ロクノイ  1468-1

池田町 揖斐郡 池田町 六之井 1468-1

イビガワチョウ イビグン　イビガワチョウ　ミワ　133

揖斐川町 揖斐郡 揖斐川町 三輪 133

エナシ エナシ　オサシマチョウ　ショウゲ　1-1-1

恵那市 恵那市 長島町 正家 1-1-1

オオノチョウ イビグン　オオノチョウ　オオアザオオノ 　80

大野町 揖斐郡 大野町 大字大野 80

カイヅシ カイヅシ　カイヅチョウ　タカス  515

海津市 海津市 海津町 高須 515

カカミガハラシ カカミガハラシ　ナカサクラマチ　1-69

各務原市 各務原市 那加桜町 1-69

※　「じゅうろく遺言代用信託『想族あんしんたく』」「じゅうろく人生100年応援信託『人生たのしんたく』」についてのお問い合わせは、お近くの十六銀行窓口にお問い合わせください。

3 〒503-0198

住　　　　　所

1 〒500-8701 058-265-4141

0584-64-3111

7

4

5

8

9

0585-45-3111

0585-22-2111

0573-26-2111

0585-34-1111

0584-53-1111

058-383-1111

〒503-2492

〒501-0692

〒509-7292

〒501-0592

〒503-0695

〒504-8555

【別紙】じゅうろく遺言代用信託＜想族あんしんたく＞　じゅうろく人生100年応援信託 ＜人生たのしんたく＞　岐阜県内42市町村

6

2 〒506-8555 0577-32-3333



2021年9月14日 現在

No. 遺 贈 寄 付 提 携 先 電話番号 備　　　考

カサマツチョウ ハシマグン　カサマツチョウ　ツカサマチ　1

笠松町 羽島郡 笠松町 司町 1

カニシ カニシ　ヒロミ　1-1

可児市 可児市 広見 1-1

カワベチョウ カモグン　カワベチョウ　ナカカワベ　1518-4

川辺町 加茂郡 川辺町 中川辺 1518-4

キタガタチョウ モトスグン　キタガタチョウ　ハセガワ　1-1

北方町 本巣郡 北方町 長谷川 1-1

ギナンチョウ ハシマグン　ギナンチョウ　ヤツルギ　7-107

岐南町 羽島郡 岐南町 八剣 7-107

グジョウシ グジョウシ　ハチマンチョウ　シマダニ　２２８

郡上市 郡上市 八幡町 島谷 228

ゲロシ ゲロシ　モリ　960

下呂市 下呂市 森 960

ゴウドチョウ アンパチグン　ゴウドチョウ　オオアザゴウド　1111

神戸町 安八郡 神戸町 大字神戸 1111

サカホギチョウ カモグン　サカホギチョウ　トリクミ　46-18

坂祝町 加茂郡 坂祝町 取組 46-18

※　「じゅうろく遺言代用信託『想族あんしんたく』」「じゅうろく人生100年応援信託『人生たのしんたく』」についてのお問い合わせは、お近くの十六銀行窓口にお問い合わせください。

住　　　　　所

13

10

11

16

058-388-1111

0574-62-1111

0574-53-2511

058-323-1111

14

15

18

058-247-1331

0575-67-1121

0576-24-2222

0584-27-3111

0574-26-7111〒505-8501

〒501-6181

〒509-0292

〒509-0393

〒501-0492

〒501-6197

〒501-4297

〒509-2295

〒503-2392

【別紙】じゅうろく遺言代用信託＜想族あんしんたく＞　じゅうろく人生100年応援信託 ＜人生たのしんたく＞　岐阜県内42市町村

17

12



2021年9月14日 現在

No. 遺 贈 寄 付 提 携 先 電話番号 備　　　考

シラカワチョウ カモグン　シラカワチョウ　カワマタ 715

白川町 加茂郡 白川町 河岐 715

シラカワムラ オオノグン　シラカワムラ　ハトガヤ　517

白川村 大野郡 白川村 鳩谷 517

セキガハラチョウ フワグン　セキガハラチョウ　オオアザセキガハラ　894-58

関ケ原町 不破郡 関ケ原町 大字関ケ原 894-58

セキシ セキシ　ワカクサドオリ　3-1

関市 関市 若草通 3-1

タジミシ タジミシ　ヒノデマチ　2-15

多治見市 多治見市 日ノ出町 2-15

タルイチョウ フワグン　タルイチョウ　ミヤシロ　2957-11

垂井町 不破郡 垂井町 宮代2957-11

トキシ トキシ　トキツチョウ　トキグチ  2101

土岐市 土岐市 土岐津町 土岐口 2101

トミカチョウ カモグン　トミカチョウ　タキダ　1511

富加町 加茂郡 富加町 滝田 1511

ナカツガワシ ナカツガワシ　カヤノキチョウ  2-1

中津川市 中津川市 かやの木町 2-1

※　「じゅうろく遺言代用信託『想族あんしんたく』」「じゅうろく人生100年応援信託『人生たのしんたく』」についてのお問い合わせは、お近くの十六銀行窓口にお問い合わせください。

19

20

住　　　　　所

0574-72-1311

05769-6-1311

〒509-1192

〒501-5692

24

21

22

27

0584-43-1111

0575-22-3131

0572-22-1111

0584-22-1151

〒503-1592

〒501-3894

〒507-8703

〒503-2193

0572-54-1111

26 0574-54-2111

0573-66-1111

〒509-5192

〒501-3392

〒508-8501

【別紙】じゅうろく遺言代用信託＜想族あんしんたく＞　じゅうろく人生100年応援信託 ＜人生たのしんたく＞　岐阜県内42市町村

25

23



2021年9月14日 現在

No. 遺 贈 寄 付 提 携 先 電話番号 備　　　考

ハシマシ ハシマシ　タケハナチョウ　55

羽島市 羽島市 竹鼻町 55

ヒガシシラカワムラ カモグン　ヒガシシラカワムラ　カンド　548

東白川村 加茂郡 東白川村 神土 548

ヒダシ ヒダシ　フルカワチョウ　ホンマチ　2-22

飛騨市 飛騨市 古川町 本町 2-22

ヒチソウチョウ カモグン　ヒチソウチョウ　カミアソウ 2442-3

七宗町 加茂郡 七宗町 上麻生 2442-3

ミズナミシ ミズナミシ ウエダイラチョウ 1-1

瑞浪市 瑞浪市 上平町 1-1

ミズホシ ミズホシ　ベップ  1288

瑞穂市 瑞穂市 別府 1288

ミタケチョウ カニグン　ミタケチョウ　ミタケ  1239-1

御嵩町 可児郡 御嵩町 御嵩 1239-1

ミノシ ミノシ　1350

美濃市 美濃市 1350

モトスシ モトスシ　モンジュ　324

本巣市 本巣市 文殊 324

※　「じゅうろく遺言代用信託『想族あんしんたく』」「じゅうろく人生100年応援信託『人生たのしんたく』」についてのお問い合わせは、お近くの十六銀行窓口にお問い合わせください。

30

31

28

29

058-392-1111

0574-78-3111

0577-73-2111

0574-48-1111

〒501-6292

〒509-1392

35

32

33

0572-68-2111

058-327-4111

0574-67-2111

0575-33-1122

36 0581-34-2511

住　　　　　所

【別紙】じゅうろく遺言代用信託＜想族あんしんたく＞　じゅうろく人生100年応援信託 ＜人生たのしんたく＞　岐阜県内42市町村

〒509-4292

〒509-0492

〒509-6195

〒501-0293

〒505-0192

〒501-3792

〒501-1292

34



2021年9月14日 現在

No. 遺 贈 寄 付 提 携 先 電話番号 備　　　考

ヤオツチョウ カモグン　ヤオツチョウ　ヤオツ　3903-2

八百津町 加茂郡 八百津町 八百津 3903-2

ヤマガタシ ヤマガタシ　タカキ　1000-1

山県市 山県市 高木 1000-1

ヨウロウチョウ ヨウロウグン　ヨウロウチョウ　タカダ　798

養老町 養老郡 養老町 高田 798

ワノウチチョウ アンパチグン　ワノウチチョウ　ヨゴウ 2530-1

輪之内町 安八郡 輪之内町 四郷 2530-1

ミノカモシ ミノカモシ　オオタチョウ　3431-1

美濃加茂市 美濃加茂市 太田町 3431-1

オオガキシ オオガキシ　マルノウチ　2-29

大垣市 大垣市丸の内2丁目29番地

※　「じゅうろく遺言代用信託『想族あんしんたく』」「じゅうろく人生100年応援信託『人生たのしんたく』」についてのお問い合わせは、お近くの十六銀行窓口にお問い合わせください。

37

38

住　　　　　所

41

42

39

40

0574-43-2111

0581-22-2111

0584-32-1100

0584-69-3111

〒503-1392

〒503-0292

〒505-8606 0574-25-2111

〒503-8601 0584-81-4111

〒505-0392

〒501-2192

【別紙】じゅうろく遺言代用信託＜想族あんしんたく＞　じゅうろく人生100年応援信託 ＜人生たのしんたく＞　岐阜県内42市町村


