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富山県 

●◇★◆北陸銀行本店営業部 
　　　　（076）423-7111 
　　☆◆北電ビル出張所 
　　　　（076）431-1006 
　　　　富山市役所出張所 
　　　　（076）431-2322 
　　★  荒町支店 
　　　　（076）421-3171 
　　　◆電気ビル支店 
　　　　（076）441-3971 
●　★◆富山駅前支店 
　　　　（076）432-8551 
　　　◆橋北出張所 
　　　　（076）441-3376 
　　☆　県庁内支店 
　　　   （076）441-2038 
　　☆◆富山丸の内支店 
　　　   （076）441-3486 
●　☆◆越前町支店 
　　　　（076）421-5591 
　　　◆中野出張所 
　　　   （076）424-4561 
　　　　西田地方出張所 
　　　   （076）425-8844 
○　　　堀川支店 
　　　　（076）424-3446 
○　☆◆清水町支店 
　　　　（076）421-3191 
　　　　藤の木出張所 
　　　　（076）424-4444 
　　　　中央病院出張所 
　　      （076）424-8233 
●　☆◆新庄支店 
　　　　（076）441-3496 
●　　　富山問屋町出張所 
　　　　（076）451-6611 
●　　◆金泉寺出張所 
　　　　（076）451-4600 
　　☆◆岩瀬支店 
　　　　（076）437-9225 
●　　◆東富山出張所 
　　　　（076）437-4600 
●　☆◆奥田支店 
　　　　（076）441-4861 
●　　　豊田出張所 
　　　　（076）438-5555 
　　　　中島出張所 
　　　　（076）433-8161 
　　　◆向川原町支店 
　　　　（076）432-9151 
　　　◆稲荷町出張所 
　　　　（076）441-4408 
　　　　四方支店 
　　　　（076）435-1211 
●　☆◆速星支店 
　　　　（076）466-2101 
　　☆◆八尾支店 
　　　　（076）454-3101 
●　☆◆呉羽支店 
　　　   （076）436-5111 
●　　◆大沢野支店 
　　　   （076）467-2301 
○　　◆上滝支店 
　　　　（076）483-1111 
　　　◆水橋支店 
　　　　（076）478-2121 
　　　　高原町支店 
　　　　（076）423-5551 
●　☆◆五福支店 
　　　　（076）441-5722 

●◇★◆富山南中央支店 
　　　　 （076）421-1121 
　　　　富山中央市場出張所 
　　　　（076）421-2465 
　　　　熊野出張所 
　　　　 （076）429-6070 
　　　◆南富山支店 
　　　　 （076）422-1166 
　　　　富山市民病院出張所 
　　　　 （076）422-0135 
　　　　月岡出張所 
　　　 　（076）429-0687

●富山市 

●◇★◆金沢支店 
　　　　（076）263-5131 
●　☆◆東大通支店 
　　　　（076）252-3222 
　　　　橋場出張所 
           （076）261-7125 
○　　◆東金沢出張所 
           （076）251-7822 
　　☆◆金沢駅前支店 
           （076）261-8227 
　　　◆英町出張所 
           （076）261-8271 
○　　　賢坂辻支店 
           （076）263-5321 
●　☆◆小立野支店 
           （076）221-4121 
　　　◆犀川支店 
           （076）263-1226 

●　★◆金沢問屋町支店 
            （076）237-5401 
●◇★◆金沢中央支店 
            （076）223-2191 
○　☆◆新神田支店 
            （076）291-3451 
　　　　西金沢出張所 
            （076）244-1711 
○　　◆大徳支店 
            （076）268-8600 
●　☆◆金沢南中央支店 
            （076）243-1880 
　　　　野町出張所 
            （076）241-3138 
●　　◆泉野出張所 
            （076）242-3661 
●　　　光が丘出張所 
            （076）298-7772 
●　　◆もりの里支店 
            （076）222-1711 
 

石川県 

●金沢市 

●立山町 

　　　◆立山支店 
　　　　 （076）463-1115

●射水市 

●　☆◆新湊支店 
　　　　（0766）82-3101 
○　☆　堀岡出張所 
　　　　（0766）86-1101 
●　　◆新湊西出張所 
　　　　（0766）84-6141

●　　◆大島支店 
 　　　  （0766）52-4656

○　☆◆大門支店 
　　　　（0766）52-0003

○　☆◆小杉支店 
　　　　（0766）55-2345 
●　　◆太閤山出張所 
　　　　（0766）56-3660

●氷見市 

●　☆◆氷見支店 
　　　　（0766）74-0800

●小矢部市 

●　　◆石動支店 
　　　　（0766）67-1001 
○　　　津沢支店 
　　　　（0766）61-3456

●砺波市 

●◇★◆砺波支店 
　　　　（0763）32-3011 
○　　　庄川支店 
　　　　（0763）82-6677

●野々市町 

●南砺市 

○　☆◆福野支店 
　　　　（0763）22-2131 
●　　◆井波支店 
　　　　（0763）82-1212 
●　☆◆福光支店 
　　　　（0763）52-1234 
●　　◆城端支店 
　　　　（0763）62-1234

●上市町 

●　☆◆上市支店 
　　　　 （076）472-2111

●滑川市 

●　☆◆滑川支店 
　　　　 （076）475-2101

●魚津市 

●◇★◆魚津支店 
　　　　 （0765）22-4111 
●　☆◆魚津駅前支店 
　　　　 （0765）24-7111

●黒部市 

●　★◆黒部支店 
　　　　 （0765）52-1212 
　　　　生地出張所 
　　　　 （0765）56-8400 
　　☆　ＹＫＫ出張所 
            （0765）57-0260

　　　◆宇奈月支店 
　　　　 （0765）62-1201

●入善町 

●　☆◆入善支店 
　　　　 （0765）72-1151

●朝日町 

○　　◆泊支店 
　　　　 （0765）82-1122

●高岡市 

●◇★◆高岡支店 
            （0766）23-2233 
　　　◆高岡駅前出張所 
            （0766）23-0007 
　　　　高岡市役所出張所 
　　　　 （0766）23-8795 
●　　◆昭和通支店 
　　　　 （0766）23-0003 
　　　　西高岡出張所 
　　　　 （0766）31-3833 
●　　　羽広出張所 
　　　　 （0766）25-8356 
●　☆◆高岡広小路支店 
　　　　 （0766）23-0005 
　　　　能町出張所 
　　　　 （0766）25-7595 
●　★◆伏木支店 
　　　　 （0766）44-1212 
　　　◆戸出支店 
　　　　 （0766）63-1234 
　　　◆中田支店 
　　　　 （0766）36-1122　　　
　　　　福岡支店 
　　　　 （0766）64-3131 

●　☆◆高岡南支店 
　　　　 （0766）24-2288 
○　　◆高岡清水町出張所 
　　　　 （0766）23-3555 
　　　　高岡総合市場出張所 
　　　　 （0766）23-5602 
○　　◆野村支店 
　　　　 （0766）24-6668

●　　　野々市支店 
            （076）246-2911 
●　　◆金沢西インター支店 
            （076）240-7000

●白山市 

　　　◆美川支店 
　　　　 （076）278-2323 
●　☆◆松任支店 
　　　　 （076）276-8855

●能美市 

●　　◆能美支店 
　　　　 （0761）57-2000

●小松市 

●◇★◆小松支店 
            （0761）22-2481 
　　　　小松南出張所 
            （0761）22-2211

●加賀市 

○　★◆大聖寺支店 
            （0761）72-1212 
○　☆◆山代支店 
            （0761）77-1460

　　　◆山中支店 
            （0761）78-0117

●津幡町 

●　　　津幡支店 
           （076）288-3311

●かほく市 

　　　◆かほく支店 
            （076）281-1101

●羽咋市 

●　　◆羽咋支店 
            （0767）22-1177

●七尾市 

●◇★◆七尾支店 
            （0767）53-2200

●輪島市 

○　　◆輪島支店 
　　　　（0768）22-1111

●珠洲市 

　　　　珠洲支店 
　　　　（0768）82-1212

北陸銀行 北海道銀行 

○：土曜日にも店内自動サービスコーナーがご利用いただける店舗　●：土曜日・日曜日・祝日にも店内自動サービスコーナーがご利用いただける店舗　◇：信託代理業務取扱店 
☆：外貨両替取扱店　★：外国為替取扱店　◆：貸金庫取扱店 
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●恵庭市 

●　☆◆恵庭支店 
　　　　 (0123)32-4131 
●　　　恵み野出張所 
　　　　 (0123)37-1611

●江別市 

●　　　大麻支店 
　　　　 (011)386-8031 
●　☆　野幌支店 
　　　　 (011)384-1231

●北広島市 

●　☆　北広島支店 
　　　　 (011)373-3511

●石狩市 

●　☆　花川支店 
　　　　 (0133)74-2121

●函館市 

●◇★◆函館支店 
　　　　 (0138)26-5001 
　　　◆五稜郭支店 
　　　　 (0138)55-2511 
○　　◆函館東出張所 
　　　　 （0138）53-9511

●江別市 

　　　◆江別支店 
　　　　 (011)382-2012

●◇★◆福井支店 
　　　　 (0776)24-5555 
○　　◆福井駅前出張所 
　　　　 (0776)24-7888 
●　☆◆福井松本支店 
　　　　 (0776)23-2680 
   　　◆開発出張所 
　　　　 (0776)54-7123 
●　　◆福井西中央支店 
　　　　 (0776)23-2840 
●　　◆木田支店 
　　　　 (0776)35-1520 
●　　◆花堂出張所 
　　　　 (0776)35-0455 
●　☆◆福井東支店 
　　　　 (0776)21-8830 
●　　◆米松出張所 
　　　　 (0776)54-4686 
○　　◆二の宮支店 
　　　　 (0776)23-6611

○　　　金津支店 
　　　　 (0776)73-1122 
○　☆　芦原支店 
　　　　 (0776)77-2510

○　　◆三国支店 
　　　　 (0776)81-2880

○　☆　鯖江支店 
　　　　 (0778)51-2240 
●　★◆神明支店 
　　　　 (0778)51-6131

　　　◆勝山支店 
　　　　 (0779)88-1313

北海道 

●札幌市 

●あわら市 

●坂井市 

●鯖江市 

●勝山市 

　　　　大野支店 
　　　　 (0779)66-3230

●大野市 

●◇★◆武生支店 
　　　　 (0778)23-2211 
●　　◆武生東出張所 
　　　　 (0778)22-5022 
○　　　今立支店 
　　　　 (0778)42-0811

●越前市 

 

●◇★◆敦賀支店 
　　　　 (0770)22-5333 
●　　　敦賀西出張所 
　　　　 (0770)25-1011

●敦賀市 

福井県 

●福井市 

●◇★◆北海道銀行本店営業部 
　　　　 (011)261-7111 
●　　　南一条支店 
　　　　 (011)261-0301 
●　　　中央支店 
　　　　 (011)221-5111 
●　　　薄野支店 
　　　　 (011)511-6106 
●　　　西線支店 
　　　　 (011)561-8145 
●　　◆旭ヶ丘支店 
　　　　 (011)561-5591 
●　　　行啓通支店 
　　　　 (011)521-3231 
●　　◆山鼻支店 
　　　　 (011)531-7611 
●　　　創成支店 
　　　　 (011)251-2131 
●　☆◆鳥居前支店 
　　　　 (011)611-6421 
●　　◆宮の森パーソナル支店 
　　　　 (011)612-8000 
　　☆　道庁支店 
　　　　 (011)281-1313 
●　★◆札幌駅前支店 
　　　　 (011)241-1241 
●　☆　中央市場支店 
　　　　 (011)621-3201 
●　　　北十五条支店 
　　　　 (011)784-1211 
●　☆　美香保支店 
　　　　 (011)704-1151 
●　　　元町支店 
　　　　 (011)783-4121 
●　　　栄町支店 
　　　　 (011)784-2311 
●　　　北栄支店 
　　　　 (011)752-1511 
●　　　東苗穂支店 
　　　　 (011)782-7111 
●　　　札苗支店 
　　　　 (011)782-1121 
●　★◆琴似支店 
　　　　 (011)631-0311 
●　　◆八軒支店 
　　　　 (011)621-6655 
●　　◆宮の沢支店 
　　　　 (011)665-5511 
●　　　西野支店 
　　　　 (011)663-2121 
　　　　西野二股出張所 
　　　　 (011)663-2121 
●　☆　手稲支店 
　　　　 (011)682-5111 
●　　　星置支店 
　　　　 (011)694-3011 
●　　　澄川支店 
　　　　 (011)821-8141 
 

●　　◆真駒内支店 
　　　　 (011)583-4131 
●　☆　川沿支店 
　　　　 (011)571-1152 
●　　　ふじの支店 
　　　　 (011)591-2191 
●　☆◆札幌駅北口支店 
　　　　 (011)726-3221 
　　　　光星出張所 
　　　　 (011)726-3221 
●　☆◆北二十四条支店 
　　　　 (011)756-3911 
●　☆　麻生支店 
　　　　 (011)726-2571 
●　　　新川支店 
　　　　 (011)756-1221 
●　　　新川中央支店 
　　　　 (011)762-9611 
●　　　四番通出張所 
　　　　 (011)764-8381 
●　　◆屯田パーソナル支店 
　　　　 (011)771-7777 
●　☆　篠路支店 
　　　　 (011)771-6251 
●　　◆あいの里パーソナル支店 
　　　　 (011)778-7777 
●　☆　豊平支店 
　　　　 (011)811-4221 
●　☆◆平岸支店 
　　　　 (011)821-2481 
●　☆　月寒支店 
　　　　 (011)851-8241 
●　　　西岡支店 
　　　　 (011)853-7511 
●　☆　清田支店 
　　　　 (011)881-4411 
●　　　美しが丘出張所 
　　　　 (011)885-3003 
●　　　菊水元町出張所 
　　　　(011)873-1311 
●　　◆東札幌支店 
　　　　 (011)841-0201 
●　☆　白石支店 
　　　　 (011)861-0191 
●　☆　流通センター前支店 
　　　　 (011)862-5333 
●　　　北郷支店 
　　　　 (011)871-3111 
●　　　北都支店 
　　　　 (011)871-8866 
●　　　大谷地支店 
　　　　 (011)895-0211 
●　☆　新さっぽろ支店 
　　　　 (011)891-1111 
●　　　平岡パーク出張所 
　　　　 (011)896-9131

北海道 

●札幌市 

○◇★◆札幌支店 
　　　　 (011)241-7531 
　　☆◆苗穂支店 
　　　　 (011)731-4131 
　　　　元町出張所 
　　　　 (011)704-1212 
　　　　豊平支店 
　　　　 (011)811-2291 
●　　◆西岡出張所 
　　　　 (011)853-9161 
●　　◆琴似支店 
　　　　 (011)611-0201 

●　　◆麻生支店 
　　　　 (011)709-1581 
　　　　東篠路出張所 
　　　　 (011)772-5211 
●　　◆白石支店 
　　　　 (011)862-1151 
 

●　★◆高山支店 
　　　　 (0577)32-1300

岐阜県 

　◇★◆大阪支店 
　　　　 (06)6202-0961 
　　★◆今里支店 
　　　　 (06)6972-1231 
　　★　平野支店 
　　　　 (06)6792-9500

大阪府 

　　★◆京都支店 
　　　　 (075)221-7011

京都府 

●小樽市 

●　★◆小樽支店 
　　　　 (0134)23-7111 
　　　　奥沢出張所 
　　　　 (0134)23-2148

●苫小牧市 

●　　◆苫小牧支店 
　　　　 (0144)34-8181

　◇★◆東京支店 
　　　　 (03)3241-7771 
　　★◆浅草支店 
　　　　 (03)3843-4181 
　　★◆新宿支店 
　　　　 (03)5389-7111 
　　★◆渋谷支店 
　　　　 (03)3462-5121 
　　★◆上野支店 
　　　　 (03)3834-3701 
　　★◆白山支店 
　　　　 (03)3816-5751

東京都 

　　★◆横浜支店 
　　　　 (045)434-4111

神奈川県 

　　★◆新潟支店 
　　　　 (025)222-0521

新潟県 

　　★◆長野支店 
　　　　 (026)233-5800

長野県 

　◇★◆名古屋支店 
　　　　 (052)961-5371 
　　★◆金山橋支店 
　　　　 (052)321-6461 
　　★◆中村支店 
　　　　 (052)452-0101

愛知県 

●◇★◆旭川支店 
　　　　 (0166)23-4111

●旭川市 

●釧路市 

○◇★◆釧路支店 
　　　　 (0154)22-5126

●帯広市 

○　★◆帯広支店 
　　　　 (0155)23-6131

 

北陸銀行 北海道銀行 

○：土曜日にも店内自動サービスコーナーがご利用いただける店舗　●：土曜日・日曜日・祝日にも店内自動サービスコーナーがご利用いただける店舗　◇：信託代理業務取扱店 
☆：外貨両替取扱店　★：外国為替取扱店　◆：貸金庫取扱店 
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●千歳市 

●　☆◆千歳支店 
　　　　 (0123)23-5555

 
富山市内 
 
 
 
 
金沢市内 
東京都内 
 
札幌市内 
 

札幌市内 

 
らいちょう支店（アルプスビル） 
ほくぎんダイレクト支店（本店ビル2階） 
神通支店 
ほくぎんビジネスセンター富山 
（本店ビル2階） 
ほくぎんドリームセンター武蔵（出） 
国際事務センター（東京支店ビル4階） 
東京管理室（出）（東京支店ビル5階） 
札幌管理室（出）（札幌支店ビル3階） 

 
ラピッド支店 
ビジネスローンプラザ 
イーネットＡＴＭ支店 
ローソンＡＴＭ支店 
振込専用支店 
外貨両替プラザ 

 
(076)439-8704 
(076)423-7541 
(076)423-7206 
(076)423-5722 
 
(076)262-6225 
(03)3231-7329 
(03)3231-7306 
(011)241-7140 

 
(0120)433-919 
(011)233-1111 
 
 
(011)815-1235 
(011)233-1167

　　　　早来支店 
　　　　 (0145)22-2531 
　　　　追分支店 
　　　　 (0145)25-2511

●安平町 

●　　　白老支店 
　　　　 (0144)82-2381

●白老町 

●　☆　岩見沢支店 
　　　　 (0126)22-3131

●岩見沢市 

　　　　栗山支店 
　　　　 (0123)72-1325

●栗山町 

●　　　当別支店 
　　　　 (0133)23-2132

●当別町 

　　　　月形支店 
　　　　 (0126)53-2016

●月形町 

　　　　長沼支店 
　　　　 (0123)88-2727

●長沼町 

●　☆　滝川支店 
　　　　 (0125)22-5111

●滝川市 

　　　　砂川支店 
　　　　 (0125)54-2111

●砂川市 

　　　　芦別支店 
　　　　 (0124)22-3451

●芦別市 

　　　　赤平支店 
　　　　 (0125)32-2111

●赤平市 

●　　　美唄支店 
　　　　 (0126)63-2136

●美唄市 

●　★◆旭川支店 
　　　　 (0166)26-0141 
●　　　神楽支店 
　　　　 (0166)61-4281 
●　　　豊岡支店 
　　　　 (0166)31-4181 
　　　　銀座通支店 
　　　　 (0166)31-4181 
●　　　永山支店 
　　　　 (0166)48-3050 
●　　　大町支店 
　　　　 (0166)53-1411

●旭川市 

　　　　美瑛支店 
　　　　 (0166)92-1141

●美瑛町 

●士別市 

●　☆　士別支店 
　　　　 (0165)23-2151

●名寄市 

●　☆　名寄支店 
　　　　 (01654)2-2111

●広尾町 

●　　　広尾支店 
　　　　 (01558)2-3121

●中標津町 

●　　◆中標津支店 
　　　　 (0153)72-8001 
 

●足寄町 

　　　　足寄支店 
　　　　 (0156)25-2165

●富良野市 

　　☆　富良野支店 
　　　　 (0167)23-2161

●稚内市 

●　☆　稚内支店 
　　　　 (0162)23-5221

●留萌市 

●　☆　留萌支店 
　　　　 (0164)42-2434

●羽幌町 

●　　　羽幌支店 
　　　　 (0164)62-1241

●天塩町 

　　　　天塩支店 
　　　　 (01632)2-1011

●北見市 

●　★◆北見支店 
　　　　 (0157)23-3121 
●　　　北見とん田出張所 
　　　　 (0157)24-6111

●網走市 

●　☆◆網走支店 
　　　　 (0152)43-2161

●斜里町 

　　　　斜里支店 
　　　　 (0152)23-2131

●紋別市 

●　☆　紋別支店 
　　　　 (0158)24-2101

●上湧別町 

　　　　中湧別支店 
　　　　 (01586)2-2151

●釧路市 

●　★◆釧路支店 
　　　　 (0154)23-3111 
●　　　鳥取支店 
　　　　 (0154)23-2206 
●　　　釧路西港支店 
　　　　 (0154)51-6811

●白糠町 

　　　　白糠支店 
　　　　 (01547)2-2161

●根室市 

●　☆　根室支店 
　　　　 (0153)24-4115

●帯広市 

●　★◆帯広支店 
　　　　 (0155)23-7111 
●　☆　西五条支店 
　　　　 (0155)24-1988 
●　　　帯広西支店 
　　　　 (0155)36-7111

●芽室町 

●　　　芽室支店 
　　　　 (0155)62-2111

●木古内町 

　　　　木古内支店 
　　　　 (01392)2-2626

●函館市 

●今金町 

●　★◆函館支店 
　　　　 (0138)51-2211 
●　☆　函館駅前支店 
　　　　 (0138)22-8161 
●　　　亀田支店 
　　　　 (0138)42-6111 
●　　　十字街支店 
　　　　 (0138)22-7141 
●　　　東山支店 
　　　　 (0138)55-2571 
●　　　美原支店 
　　　　 (0138)42-1711 
●　　◆湯川支店 
　　　　 (0138)59-3123

　　　　今金支店 
　　　　 (0137)82-0231

●小樽市 

●　★◆小樽支店 
　　　　 (0134)23-5111 
●　　　入船支店 
　　　　 (0134)22-7181

●岩内町 

　　　　岩内支店 
　　　　 (0135)62-1515

●寿都町 

　　　　寿都支店 
　　　　 (0136)62-2416

●室蘭市 

●　☆　室蘭支店 
　　　　 (0143)22-7281 
　　　　輪西支店 
　　　　 (0143)22-7281 
●　☆　東室蘭支店 
　　　　 (0143)45-2511

●伊達市 

●　☆　伊達支店 
　　　　 (0142)23-3188

●洞爺湖町 

●　　　洞爺支店 
　　　　 (0142)76-2151

●登別市 

●　☆　登別支店 
　　　　 (0143)85-2621

●苫小牧市 

●　★◆苫小牧支店 
　　　　 (0144)33-9211 
●　　　苫小牧東支店 
　　　　 (0144)34-3441 
●　　　糸井支店 
　　　　 (0144)74-5111

海外 

●アメリカ 

●中国 

●中国 

●ロシア 

●シンガポール 

●イギリス 

ニューヨーク駐在員事務所 
国番号1　212-355-3883

瀋陽駐在員事務所 
国番号86　24-2250-5350

上海駐在員事務所 
国番号86　21-6270-8108 
 

シンガポール駐在員事務所 
国番号65　6534-0010

ロンドン駐在員事務所 
国番号44　20-7374-6028

ユジノサハリンスク駐在員事務所 
国番号7　4242-46-1774

その他 

　　　　仙台支店 
　　　　 (022)224-5311

宮城県 

　　　　東京支店 
　　　　 (03)3241-3276

東京都 

北陸銀行 北海道銀行 

○：土曜日にも店内自動サービスコーナーがご利用いただける店舗　●：土曜日・日曜日・祝日にも店内自動サービスコーナーがご利用いただける店舗　◇：信託代理業務取扱店 
☆：外貨両替取扱店　★：外国為替取扱店　◆：貸金庫取扱店 

北陸銀行 
 

北陸銀行 
 

北海道銀行 

 

北海道銀行 
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愛知県 

　○名古屋 (052)452-6017  
 

神奈川県 

　●横浜 (045)434-4136 
 横浜市神奈川区富家町1番地 

大阪府 

　　大阪 (06)6202-6204 
 大阪市中央区平野町3-2-13

　●札幌大通 (011)241-7855 
 札幌市中央区大通西2-5 
 (札幌支店内) 
　●札幌西 (011)615-5815 
 札幌市西区山の手2条1-5-1 
 (琴似支店内) 
　◇麻生 (011)709-1555 
 札幌市北区北39条西4-1-6 
　　白石 (011)866-3085 
 札幌市白石区南郷通13丁目南5-16 
◆◇元町 (011)704-1161 
 札幌市東区北24条東15-1-15 
 (元　元町出張所) 
◆◇清田 (011)882-2201 
 札幌市清田区清田1条4-5-52 
 （元　清田支店） 
　　小樽 (0134)33-0700 
 小樽市稲穂2-8-11 
　◇函館東 (0138)56-7071 
 函館市中道2丁目49-17 
　　旭川 (0166)23-4126 
 旭川市3条通10-2189 
　　帯広 (0155)23-6136 
 帯広市大通南8-18・20 
　　釧路 (0154)22-5129 
 釧路市北大通10-1-4

北海道 

長野県 

　　長野 (026)233-5825 
 長野市上千歳町1137-23 

岐阜県 

　　高山 (0577)32-2299 
 高山市本町2-71

新潟県 

　　新潟 　　　　 (025)222-0527 
　　　　　　　　　　新潟市中央区東堀前通七番町1072-2

北海道 

　◇大通 
 
　◇北二十四条 
 
　　新さっぽろ 
　　 
　　旭川 
 
　　函館 
 
　　帯広 
 
　　釧路 
 
　　苫小牧 
 
　　千歳 
 
　　小樽 
 
　　東室蘭 
 
　　北見 

(011)233-1122 
札幌市中央区大通西4-1 
(011)707-5180 
札幌市北区北23条西3-2-32 
(011)896-2501 
札幌市厚別区厚別中央2条4-9-15 
(0166)26-0198 
旭川市豊岡3条3-2-9 
(0138)42-1700 
函館市美原1-18-7 
(0155)23-7173 
帯広市西3条南9-1 
(0154)23-3118 
釧路市北大通8-2 
(0144)33-9920 
苫小牧市表町2-1-14 
(0123)27-4500 
千歳市千代田町4-1 
(0134)24-5900 
小樽市稲穂2-8-9 
(0143)46-7700 
室蘭市中島町1-22-8 
(0157)61-1200 
北見市北1条西1-1

■ 住宅ローンプラザ 

富山県 

■ ほくぎんローンプラザ 

　●アピタ富山店 (076)423-0079 
 富山市上袋100-66 
　●新庄 (076)441-3901 
 富山市荒川2-25-47 
　●婦中 (076)466-1380 
 富山市婦中町速星588 
 (速星支店内) 
　●くれは (076)436-6907 
 富山市呉羽町7100-4 
　　高原町 (076)423-5551 
 富山市高屋敷854 
　　南富山 (076)422-1166 
 富山市堀川町204 
　●魚津 (0765)22-7283 
 魚津市釈迦堂1-1110 
 (魚津駅前支店内) 
　　滑川 (076)475-2132 
 滑川市下小泉町83-9 
　　くろべ (0765)57-0265 
 黒部市飯沢6120-5 
 (YKK出張所内) 
　●高岡南 (0766)24-6882 
 高岡市問屋町65 
 (高岡問屋センター高岡エクール内) 
　　高岡 (0766)28-1731 
 高岡市片原町1-1 
　●高岡北 (0766)23-3622 
 高岡市丸の内2-11 
 (高岡広小路支店内) 
　　新湊 (0766)84-6141 
 射水市本町2-12-33 
 (新湊西出張所内) 
　　こすぎ (0766)56-3623 
 射水市中太閤山1-1-7 
 (太閤山出張所内) 
◆●となみ野 (0763)33-5821 
 砺波市宮丸30-1 
 (元 油田出張所) 
　   福光 (0763)52-1237 
 南砺市福光6788-1

石川県 

◆●ほくぎん 
        ドリームセンター武蔵 (076)262-6225 
 金沢市安江町1-10 
　　東大通　　　 (076)252-7200 
 金沢市元町2-16-2 
　●金沢北 (076)237-7735 
 金沢市問屋町1-55 
 (金沢問屋町支店内) 
　●金沢南 (076)242-3550 
 金沢市泉野出町3-1-1 
 (泉野出張所内) 
　●金沢中央 (076)223-2484 
 金沢市駅西本町1-15-35 
　　新神田 (076)291-1150 
 金沢市新神田1-9-22 
　●まっとう (076)276-8622 
 白山市八ツ矢町619 
▲●野々市 (076)246-2177 
 石川郡野々市町本町2-290 
　　つばた (076)288-6160 
 河北郡津幡町字清水イ125 
　●小松 (0761)22-2761 
 小松市京町97 
　　大聖寺 (0761)72-1214 
 加賀市大聖寺南町ホ4-2 
▲○七尾 (0767)53-2110 
 七尾市一本杉町118

福井県 

　　福井 (0776)24-5555 
 福井市中央1-7-15 
　　開発 (0776)54-7235 
 福井市西開発3-301-7 
　　花堂 (0776)35-0026 
 福井市花堂南2-1-13 
　●米松 (0776)54-4686 
 福井市松城町11-3 
　　二の宮 (0776)23-2167 
 福井市二の宮4-3-10 
▲○たけふ (0778)22-0722 
 越前市国高2丁目44-4-1 
 (武生東出張所内) 
▲○つるが (0770)25-0105 
 敦賀市新松島町4-4 
 (敦賀西出張所内)

● ：土曜･日曜･祝日にもご利用いただけるローンプラザ　　◇ ：土曜日にもご利用いただけるローンプラザ　　○ ：日曜日にもご利用いただけるローンプラザ　 

▲：水曜日はご利用いただけないローンプラザ　　◆ ：貸金庫取扱店 北陸銀行 北海道銀行 

東京都 

　　東京 (03)3241-7777 
 中央区日本橋室町3-2-10　
　　浅草 (03)3843-4181 
 台東区雷門2-12-10 
　　新宿 (03)5389-7283 
 新宿区西新宿7-20-3 
　　渋谷 (03)3462-5121 
　　　　　　　　　  渋谷区宇田川町20-11 
　　白山 (03)3816-5754 
 文京区白山5丁目1-3-101

名古屋市中村区椿町17-16 
 （中村支店内） 




