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ワイドネットご担当者 各位

三菱ＵＦＪファクター株式会社 

（ワイドネット）

金融機関合併に係る取扱いについて 

 日頃は、弊社の代金回収システム「ワイドネット」をご利用戴きまして、誠にありがとう 

ございます。 

さて、下記提携金融機関の合併につきましてご案内申し上げます。 

記 

１．合併金融機関 

合併前（旧） 合併後（新） 

金融機関番号 金融機関名 金融機関番号 金融機関名 

０１４０ 第四銀行 
０１４０ 

第四北越銀行

（ﾀﾞｲｼﾎｸｴﾂ）０１４１ 北越銀行 

合併に伴い金融機関名が変更になります。 

２．合併日：２０２１年 １月 １日（金） 

３．変更内容 

金融機関番号 金融機関名 金融機関番号 店舗番号 口座番号 

０１４０ 第四銀行 変更なし 変更なし 変更なし 

０１４１ 北越銀行 変 更 有 変更なし※ 変更なし 

金融機関の都合による変更の為、既に提出済の預金口座振替依頼書は再提出不要です。 

４．請求データの取扱い 

（１） ２０２１年１月６日振替分（契約振替日）までは、旧金融機関番号のまま処理を行

います。

（２）２０２１年１月１２日振替分（契約振替日）から、旧金融機関番号でお持込されたデ

ータは、弊社で新金融機関番号（名）への置換え処理を行います。

① 置換え対象データは、別途『金融機関番号置き換えリスト』でお知らせ致します。

・『金融機関番号置き換えリスト』は、対象の請求データがある委託者様に送付

致します。

・Ｗｅｂ掲載の委託者様は、 新作成日から過去３ヶ月間について表示します。

② 弊社からの振替結果の返却データは、置換え後の新番号に直してご返却致します。

（３）（２）の翌月振替分から、すべて新金融機関番号（名）に変更の上ご提出ください。 

※２０２１年１２月振替分（契約振替日）で置換え処理は終了となります。

翌振替分から、旧金融機関番号のデータはエラー扱いとなり、請求できなくなります

ので、必ず置換え処理期間内に請求データを変更してください。

別紙…「合併日以降の店舗のご案内」 

以 上 

※ご注意

旧北越銀行の店舗番号は一部変更しております。

2019年6月にご案内致しました「北越銀行・第四銀行の支店番号・支店名変更に伴うデー

タ変更に関するお願い」の通り、ご変更済であることが前提となります。

変更されていない場合、お引落しが出来ません。
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店番号 店名 店名カナ 所在地 電話番号 旧第四 旧北越

200 本店 ﾎﾝﾃﾝ 新潟市中央区東堀前通七番町１０７１－１ 025-222-4111 ○

270 新潟支店 ﾆｲｶﾞﾀ 新潟市中央区上大川前通八番町１３００ 025-228-5161 ○

241 住吉町支店 ｽﾐﾖｼﾁﾖｳ 新潟市中央区上大川前通十二番町２６９９－６ 025-222-2171 ○

231 白山支店 ﾊｸｻﾝ 新潟市中央区学校町通二番町５９３ 025-229-2241 ○

281 新潟市役所出張所 ﾆｲｶﾞﾀｼﾔｸｼﾖ 新潟市中央区学校町通一番町６０２－１（新潟市役所内） 025-224-0483 ○

280 古町支店 ﾌﾙﾏﾁ 新潟市中央区古町通六番町９７７ 025-222-0551 ○

234 古町中央支店 ﾌﾙﾏﾁﾁﾕｳｵｳ 新潟市中央区古町通五番町６２６ 025-229-2541 ○

239 県庁支店 ｹﾝﾁﾖｳ 新潟市中央区新光町４－１（新潟県庁舎内） 025-285-7811 ○

279 新潟県庁支店 ﾆｲｶﾞﾀｹﾝﾁﾖｳ 新潟市中央区新光町４－１（新潟県庁舎内） 025-284-2521 ○

291 関屋支店 ｾｷﾔ 新潟市中央区文京町１２－３３ 025-266-8191 ○

247 関屋中央支店 ｾｷﾔﾁﾕｳｵｳ 新潟市中央区有明大橋町３－２７ 025-231-4121 ○

292 田町支店 ﾀﾏﾁ 新潟市中央区関屋田町２－１８３ 025-267-4135 ○

251 沼垂支店 ﾇﾂﾀﾘ 新潟市中央区沼垂東３－１－１０ 025-245-6161 ○

300 沼垂中央支店 ﾇﾂﾀﾘﾁﾕｳｵｳ 新潟市中央区沼垂東３－２－７ 025-245-5221 ○

253 新潟駅前支店 ﾆｲｶﾞﾀｴｷﾏｴ 新潟市中央区東大通２－１－１８ 025-244-6141 ○

310 新潟東大通支店 ﾆｲｶﾞﾀﾋｶﾞｼｵｵﾄﾞｵﾘ 新潟市中央区東大通１－２－２５ 025-247-2111 ○

259 南新潟支店 ﾐﾅﾐﾆｲｶﾞﾀ 新潟市中央区米山１－２４ 025-246-4141 ○

301 新潟駅南支店 ﾆｲｶﾞﾀｴｷﾅﾝ 新潟市中央区南笹口１－２－１ 025-245-6391 ○

265 女池支店 ﾒｲｹ 新潟市中央区女池５－３－１８ 025-285-5201 ○

268 鳥屋野支店 ﾄﾔﾉ 新潟市中央区堀之内南１－３３－２６ 025-241-8241 ○

269 姥ケ山支店 ｳﾊﾞｶﾞﾔﾏ 新潟市中央区南長潟１５－２０ 025-286-7171 ○

274 出来島支店 ﾃﾞｷｼﾞﾏ 新潟市中央区出来島２－１－２４ 025-283-2211 ○

318 出来島中央支店 ﾃﾞｷｼﾞﾏﾁﾕｳｵｳ 新潟市中央区出来島２－１－１６ 025-285-6161 ○

293 小針支店 ｺﾊﾞﾘ 新潟市西区松美台１６－１２ 025-231-6161 ○

236 小針が丘支店 ｺﾊﾞﾘｶﾞｵｶ 新潟市西区小針が丘２－４５ 025-266-0177 ○

294 小針南支店 ｺﾊﾞﾘﾐﾅﾐ 新潟市西区小針７－２４－２１ 025-230-7811 ○

271 小針中央支店 ｺﾊﾞﾘﾁﾕｳｵｳ 新潟市西区小針４－１３－１０ 025-265-2122 ○

249 平島支店 ﾍｲｼﾞﾏ 新潟市西区平島２－１２－３ 025-231-5151 ○

237 内野支店 ｳﾁﾉ 新潟市西区内野町１０３６ 025-262-4111 ○

277 西内野支店 ﾆｼｳﾁﾉ 新潟市西区五十嵐中島５－２０－８ 025-261-4141 ○

246 寺尾支店 ﾃﾗｵ 新潟市西区寺尾西２－１－３ 025-268-3111 ○

295 寺尾中央支店 ﾃﾗｵﾁﾕｳｵｳ 新潟市西区寺尾西２－７－３ 025-260-3151 ○

248 坂井支店 ｻｶｲ 新潟市西区寺尾東２－２５－８ 025-269-4144 ○

273 流通センター支店 ﾘﾕｳﾂｳｾﾝﾀ- 新潟市西区流通センター３－３－４（流通センター会館内） 025-260-3121 ○

297 新潟流通センター支店 ﾆｲｶﾞﾀﾘﾕｳﾂｳｾﾝﾀ- 新潟市西区流通センター３－３－４（流通センター会館内） 025-260-4151 ○

299 黒埼支店 ｸﾛｻｷ 新潟市西区山田４８３－７ 025-379-3131 ○

346 大野支店 ｵｵﾉ 新潟市西区大野町２８９２－１ 025-377-3001 ○

255 臨港支店 ﾘﾝｺｳ 新潟市東区北葉町２－１ 025-275-0391 ○

284 物見山支店 ﾓﾉﾐﾔﾏ 新潟市東区物見山２－３０－２０ 025-274-4151 ○

306 物見山中央支店 ﾓﾉﾐﾔﾏﾁﾕｳｵｳ 新潟市東区物見山３－１１－１５ 025-275-4120 ○

287 新潟空港出張所 ﾆｲｶﾞﾀｸｳｺｳ
新潟市東区松浜町３７１０
（新潟空港新国際・国内旅客ターミナルビル１階）

025-270-1243 ○

305 東新潟支店 ﾋｶﾞｼﾆｲｶﾞﾀ 新潟市東区藤見町２－４－３０ 025-271-2171 ○

262 河渡支店 ｺｳﾄﾞ 新潟市東区松園１－９－３９ 025-273-2141 ○

257 中山支店 ﾅｶﾔﾏ 新潟市東区中山２－２３－９ 025-271-4111 ○

267 大形支店 ｵｵｶﾞﾀ 新潟市東区上木戸２－３－１２ 025-271-2231 ○

312 木戸支店 ｷﾄﾞ 新潟市東区山木戸６－１９－１５ 025-274-4191 ○

263 卸新町支店 ｵﾛｼｼﾝﾏﾁ 新潟市東区卸新町２－８４８－１７ 025-274-3151 ○

317 石山支店 ｲｼﾔﾏ 新潟市東区粟山４－３－１ 025-277-2131 ○

286 粟山支店 ｱﾜﾔﾏ 新潟市東区粟山３－１－１４ 025-277-1881 ○

合併日以降の店舗のご案内

新潟市内
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264 石山中央支店 ｲｼﾔﾏﾁﾕｳｵｳ 新潟市東区東中島２－５－１６ 025-276-2111 ○

266 紫竹支店 ｼﾁｸ 新潟市東区東明２－１０－９ 025-286-1421 ○

256 松浜支店 ﾏﾂﾊﾏ 新潟市北区松浜本町２－５－１４ 025-259-2701 ○

276 新崎支店 ﾆｲｻﾞｷ 新潟市北区新崎２－８－５０ 025-259-3611 ○

260 豊栄支店 ﾄﾖｻｶ 新潟市北区葛塚３２５０ 025-387-3201 ○

326 豊栄中央支店 ﾄﾖｻｶﾁﾕｳｵｳ 新潟市北区葛塚３３２１ 025-387-2151 ○

261 早通支店 ﾊﾔﾄﾞｵﾘ 新潟市北区早通北１－１－７ 025-386-5511 ○

238 酒屋支店 ｻｶﾔ 新潟市江南区酒屋町字屋敷付５２３－１ 025-280-3111 ○

258 新潟中央市場支店 ﾆｲｶﾞﾀﾁﾕｳｵｳｲﾁﾊﾞ 新潟市江南区茗荷谷８１１－２ 025-276-4455 ○

275 曽野木支店 ｿﾉｷ 新潟市江南区曽野木２－８－２１ 025-283-8731 ○

337 亀田支店 ｶﾒﾀﾞ 新潟市江南区亀田本町３－１－２６ 025-382-2141 ○

319 亀田中央支店 ｶﾒﾀﾞﾁﾕｳｵｳ 新潟市江南区西町１－２－１ 025-382-6711 ○

341 亀田駅前支店 ｶﾒﾀﾞｴｷﾏｴ 新潟市江南区西町３－５－３６ 025-382-5121 ○

342 横越支店 ﾖｺｺﾞｼ 新潟市江南区茜ケ丘６－８ 025-385-4444 ○

331 新津支店 ﾆｲﾂ 新潟市秋葉区新津本町２－４－１５ 0250-22-4111 ○

209 新津中央支店 ﾆｲﾂﾁﾕｳｵｳ 新潟市秋葉区新津本町２－５－３４ 0250-22-5161 ○

338 小須戸支店 ｺｽﾄﾞ 新潟市秋葉区小須戸３４０２ 0250-38-4111 ○

339 新津南支店 ﾆｲﾂﾐﾅﾐ 新潟市秋葉区程島１８７５－１ 0250-24-6661 ○

201 荻川支店 ｵｷﾞｶﾜ 新潟市秋葉区荻島３－２０－３５ 0250-24-5161 ○

333 白根支店 ｼﾛﾈ 新潟市南区白根３０２０ 025-372-2161 ○

340 白根中央支店 ｼﾛﾈﾁﾕｳｵｳ 新潟市南区白根３０９８ 025-372-2125 ○

348 月潟支店 ﾂｷｶﾞﾀ 新潟市南区月潟１５２７ 025-375-2715 ○

345 巻支店 ﾏｷ 新潟市西蒲区巻甲２２０８甲 0256-72-3151 ○

360 巻中央支店 ﾏｷﾁﾕｳｵｳ 新潟市西蒲区巻甲２９３０－１ 0256-72-3255 ○

347 西川支店 ﾆｼｶﾜ 新潟市西蒲区曽根２１４ 0256-88-3144 ○

店番号 店名 店名カナ 所在地 電話番号 旧第四 旧北越

311 村上支店 ﾑﾗｶﾐ 村上市小町４―６ 0254-53-2121 ○

250 村上中央支店 ﾑﾗｶﾐﾁﾕｳｵｳ 村上市安良町２－１２ 0254-53-2161 ○

313 岩船支店 ｲﾜﾌﾈ 村上市岩船上町３－１ 0254-56-7611 ○

315 山北支店 ｻﾝﾎﾟｸ 村上市府屋字大久保２７９－１ 0254-77-3811 ○

316 坂町支店 ｻｶﾏﾁ 村上市坂町字前島２４８６－７ 0254-62-3141 ○

321 新発田支店 ｼﾊﾞﾀ 新発田市中央町３―１―５ 0254-22-3171 ○

230 新発田中央支店 ｼﾊﾞﾀﾁﾕｳｵｳ 新発田市中央町３－２－２２ 0254-22-3165 ○

324 新発田西支店 ｼﾊﾞﾀﾆｼ 新発田市住吉町３－４－２８ 0254-26-6411 ○

233 新発田住吉町支店 ｼﾊﾞﾀｽﾐﾖｼﾁﾖｳ 新発田市住吉町１－２－８ 0254-22-0456 ○

240 中条支店 ﾅｶｼﾞﾖｳ 胎内市本町４－６ 0254-43-2560 ○

325 中条中央支店 ﾅｶｼﾞﾖｳﾁﾕｳｵｳ 胎内市本町３－３４ 0254-43-3323 ○

327 水原支店 ｽｲﾊﾞﾗ 阿賀野市中央町１－１－３８ 0250-62-4111 ○

220 水原中央支店 ｽｲﾊﾞﾗﾁﾕｳｵｳ 阿賀野市中央町１－８－７ 0250-62-3111 ○

328 東港支店 ﾋｶﾞｼｺｳ 北蒲原郡聖籠町大字蓮野５９５６－４ 025-256-4111 ○

278 新潟東港支店 ﾆｲｶﾞﾀﾋｶﾞｼｺｳ 北蒲原郡聖籠町大字蓮野５９５６－３ 025-256-3111 ○

332 五泉支店 ｺﾞｾﾝ 五泉市本町１―２―３３ 0250-43-2101 ○

210 五泉中央支店 ｺﾞｾﾝﾁﾕｳｵｳ 五泉市本町２－２－３７ 0250-43-2111 ○

215 村松支店 ﾑﾗﾏﾂ 五泉市村松甲１３５８－２ 0250-58-1351 ○

336 村松中央支店 ﾑﾗﾏﾂﾁﾕｳｵｳ 五泉市村松甲２１４５ 0250-58-3711 ○

335 津川支店 ﾂｶﾞﾜ 東蒲原郡阿賀町津川３５６４ 0254-92-2540 ○

349 吉田支店 ﾖｼﾀﾞ 燕市吉田上町６－１ 0256-93-3141 ○

370 吉田中央支店 ﾖｼﾀﾞﾁﾕｳｵｳ 燕市吉田中町６－１５ 0256-93-3221 ○

351 燕支店 ﾂﾊﾞﾒ 燕市仲町３－３ 0256-63-3144 ○

350 燕中央支店 ﾂﾊﾞﾒﾁﾕｳｵｳ 燕市穀町２－１０ 0256-63-2411 ○

352 つばめ物流センター支店 ﾂﾊﾞﾒﾌﾞﾂﾘﾕｳｾﾝﾀ- 燕市物流センター１－２ 0256-64-3311 ○

353 燕南支店 ﾂﾊﾞﾒﾐﾅﾐ 燕市物流センター１－６ 0256-64-3121 ○

下越地区
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355 分水支店 ﾌﾞﾝｽｲ 燕市地蔵堂本町２－５－４ 0256-97-3211 ○

380 分水中央支店 ﾌﾞﾝｽｲﾁﾕｳｵｳ 燕市地蔵堂本町３－１－２１ 0256-97-2171 ○

店番号 店名 店名カナ 所在地 電話番号 旧第四 旧北越

411 三条支店 ｻﾝｼﾞﾖｳ 三条市神明町１－１ 0256-34-4111 ○

412 三条東支店 ｻﾝｼﾞﾖｳﾋｶﾞｼ 三条市神明町１－１（三条支店内） 0256-32-2221 ○

170 三条中央支店 ｻﾝｼﾞﾖｳﾁﾕｳｵｳ 三条市旭町２－４－３１ 0256-33-1711 ○

413 三条北支店 ｻﾝｼﾞﾖｳｷﾀ 三条市嘉坪川１―３１―４ 0256-35-4411 ○

414 三条南支店 ｻﾝｼﾞﾖｳﾐﾅﾐ 三条市島田２―９―１０ 0256-34-7111 ○

421 加茂支店 ｶﾓ 加茂市本町１―２７ 0256-52-4111 ○

190 加茂中央支店 ｶﾓﾁﾕｳｵｳ 加茂市本町２－１ 0256-52-1250 ○

424 西加茂支店 ﾆｼｶﾓ 加茂市旭町１―５ 0256-53-2311 ○

160 見附支店 ﾐﾂｹ 見附市本町２―１―１ 0258-62-1800 ○

422 見附中央支店 ﾐﾂｹﾁﾕｳｵｳ 見附市本町２－１－１２ 0258-62-4111 ○

161 今町支店 ｲﾏﾏﾁ 見附市上新田町４２９－１７ 0258-66-4570 ○

423 今町中央支店 ｲﾏﾏﾁﾁﾕｳｵｳ 見附市今町１－７－１３ 0258-66-3111 ○

020 長岡本店営業部 ﾅｶﾞｵｶﾎﾝﾃﾝ 長岡市大手通２－２－１４ 0258-35-3111 ○

431 長岡営業部 ﾅｶﾞｵｶ 長岡市大手通２－８ 0258-35-5111 ○

022 長岡市役所支店 ﾅｶﾞｵｶｼﾔｸｼﾖ 長岡市大手通１－４－１０（長岡市役所内） 0258-32-4380 ○

040 千手支店 ｾﾝｼﾞﾕ 長岡市千手３―７―２０ 0258-36-4545 ○

425 長岡南支店 ﾅｶﾞｵｶﾐﾅﾐ 長岡市宮原２－１０－６ 0258-36-1818 ○

030 宮内支店 ﾐﾔｳﾁ 長岡市宮内３―１―１２ 0258-33-4770 ○

049 長岡東支店 ﾅｶﾞｵｶﾋｶﾞｼ 長岡市今朝白１－９－２０ 0258-36-3211 ○

426 長岡駅東支店 ﾅｶﾞｵｶｴｷﾋｶﾞｼ 長岡市台町２―１―１６ 0258-34-2211 ○

051 土合支店 ﾄﾞｱｲ 長岡市住吉３―８―３０ 0258-32-8111 ○

071 川崎支店 ｶﾜｻｷ 長岡市川崎２―２４７１ 0258-32-4171 ○

070 神田支店 ｶﾝﾀﾞ 長岡市神田町１―２―３ 0258-36-4730 ○

080 新町支店 ｱﾗﾏﾁ 長岡市神田町３―４―１５ 0258-36-4530 ○

432 神田中央支店 ｶﾝﾀﾞﾁﾕｳｵｳ 長岡市神田町３－１－２７ 0258-35-3960 ○

021 長岡北支店 ﾅｶﾞｵｶｷﾀ 長岡市北園町２１３ 0258-24-7962 ○

438 長岡西支店 ﾅｶﾞｵｶﾆｼ 長岡市古正寺町２０－１ 0258-28-1313 ○

085 大島支店 ｵｵｼﾞﾏ 長岡市大島本町３－１２－１４ 0258-27-6101 ○

087 長岡新産支店 ﾅｶﾞｵｶｼﾝｻﾝ 長岡市新産２－１－１ 0258-46-5800 ○

439 長岡新産センター支店 ﾅｶﾞｵｶｼﾝｻﾝｾﾝﾀ- 長岡市新産２―１―４ 0258-46-4211 ○

430 関原支店 ｾｷﾊﾗ 長岡市関原町２―１４０甲 0258-46-3181 ○

083 江陽支店 ｺｳﾖｳ 長岡市江陽１－３－３３ 0258-29-5411 ○

390 寺泊支店 ﾃﾗﾄﾞﾏﾘ 長岡市寺泊片町７７５２－４ 0258-75-3211 ○

400 島崎支店 ｼﾏｻﾞｷ 長岡市小島谷３３９３－１ 0258-74-3171 ○

410 与板支店 ﾖｲﾀ 長岡市与板町与板５０９ 0258-72-3111 ○

420 三島支店 ﾐｼﾏ 長岡市吉崎１０６－２ 0258-42-2500 ○

440 来迎寺支店 ﾗｲｺｳｼﾞ 長岡市来迎寺甲２６１２ 0258-92-3141 ○

434 栃尾支店 ﾄﾁｵ 長岡市谷内１－３－３１ 0258-52-1111 ○

151 栃尾中央支店 ﾄﾁｵﾁﾕｳｵｳ 長岡市谷内１－４－３０ 0258-52-2111 ○

436 出雲崎支店 ｲｽﾞﾓｻﾞｷ 三島郡出雲崎町大字住吉町５３４ 0258-78-3121 ○

441 柏崎支店 ｶｼﾜｻﾞｷ 柏崎市駅前２－３－４ 0257-23-4111 ○

442 柏崎東出張所 ｶｼﾜｻﾞｷﾋｶﾞｼ 柏崎市駅前２－３－４（柏崎支店内） 0257-23-4111 ○

130 柏崎中央支店 ｶｼﾜｻﾞｷﾁﾕｳｵｳ 柏崎市西本町１－６－７ 0257-22-2121 ○

140 柏崎東本町支店 ｶｼﾜｻﾞｷﾋｶﾞｼﾎﾝﾁﾖｳ 柏崎市東本町１－１６－３０ 0257-22-3195 ○

443 柏崎南支店 ｶｼﾜｻﾞｷﾐﾅﾐ 柏崎市茨目１－１－１ 0257-22-4181 ○

145 柏崎日吉町支店 ｶｼﾜｻﾞｷﾋﾖｼﾁﾖｳ 柏崎市日吉町６－４７ 0257-21-1555 ○

445 西山支店 ﾆｼﾔﾏ 柏崎市西山町和田７４８－２ 0257-48-2321 ○

460 小千谷支店 ｵﾁﾞﾔ 小千谷市本町１－１３－３０ 0258-83-3322 ○

451 小千谷中央支店 ｵﾁﾞﾔﾁﾕｳｵｳ 小千谷市本町２－６－２８ 0258-83-3530 ○

中越地区
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452 東小千谷支店 ﾋｶﾞｼｵﾁﾞﾔ 小千谷市東栄１－１０－５ 0258-83-4411 ○

450 片貝支店 ｶﾀｶｲ 小千谷市片貝町５２６３ 0258-84-2011 ○

480 十日町支店 ﾄｳｶﾏﾁ 十日町市本町２－２２４－１ 025-757-8111 ○

453 十日町中央支店 ﾄｵｶﾏﾁﾁﾕｳｵｳ 十日町市本町３－３６５－１ 025-752-4111 ○

516 松代支店 ﾏﾂﾀﾞｲ 十日町市松代３２５５－３ 025-597-2005 ○

455 堀之内支店 ﾎﾘﾉｳﾁ 魚沼市堀之内４１１４ 025-794-2003 ○

470 小出支店 ｺｲﾃﾞ 魚沼市本町２－１６ 025-792-1001 ○

456 小出中央支店 ｺｲﾃﾞﾁﾕｳｵｳ 魚沼市本町１－１４ 025-792-1212 ○

500 六日町支店 ﾑｲｶﾏﾁ 南魚沼市六日町１８７０ 025-772-3122 ○

457 六日町中央支店 ﾑｲｶﾏﾁﾁﾕｳｵｳ 南魚沼市六日町１８１８－２ 025-772-2430 ○

458 塩沢支店 ｼｵｻﾞﾜ 南魚沼市塩沢１４４７－１ 025-782-1144 ○

510 大和支店 ﾔﾏﾄ 南魚沼市浦佐９９６ 025-777-3145 ○

459 湯沢支店 ﾕｻﾞﾜ 南魚沼郡湯沢町湯沢１－１－６ 025-785-5511 ○

490 津南支店 ﾂﾅﾝ 中魚沼郡津南町大字下船渡戊５０４―２ 025-765-3131 ○

店番号 店名 店名カナ 所在地 電話番号 旧第四 旧北越

511 高田営業部 ﾀｶﾀﾞ 上越市西城町３－７－８ 025-524-2141 ○

120 高田中央支店 ﾀｶﾀﾞﾁﾕｳｵｳ 上越市本町５－３－２８ 025-523-3121 ○

121 南高田支店 ﾐﾅﾐﾀｶﾀﾞ 上越市南本町３―１４―１４ 025-522-4551 ○

514 稲田支店 ｲﾅﾀﾞ 上越市稲田２―３―３ 025-524-2147 ○

515 安塚支店 ﾔｽﾂﾞｶ 上越市安塚区安塚７６９ 025-592-3211 ○

521 直江津支店 ﾅｵｴﾂ 上越市春日新田２－６－３１ 025-543-3731 ○

110 直江津中央支店 ﾅｵｴﾂﾁﾕｳｵｳ 上越市中央２－２－１０ 025-543-3441 ○

523 直江津西支店 ﾅｵｴﾂﾆｼ 上越市西本町３―８―６２ 025-543-6565 ○

525 柿崎支店 ｶｷｻﾞｷ 上越市柿崎区柿崎６３０７ 025-536-2247 ○

527 板倉支店 ｲﾀｸﾗ 上越市板倉区針８９８－１ 0255-78-2411 ○

582 上越市役所出張所 ｼﾞﾖｳｴﾂｼﾔｸｼﾖ 上越市木田１―１―３（上越市役所内） 025-525-6610 ○

522 新井支店 ｱﾗｲ 妙高市朝日町１－１０－７ 0255-72-3141 ○

125 新井中央支店 ｱﾗｲﾁﾕｳｵｳ 妙高市諏訪町１－５－１５ 0255-72-5381 ○

531 糸魚川支店 ｲﾄｲｶﾞﾜ 糸魚川市大町２―３―８ 025-552-3911 ○

090 糸魚川中央支店 ｲﾄｲｶﾞﾜﾁﾕｳｵｳ 糸魚川市大町２－２－２２ 025-552-1551 ○

555 能生支店 ﾉｳ 糸魚川市大字能生７０２１ 025-566-3141 ○

100 青海支店 ｵｳﾐ 糸魚川市大字寺地２２８－１ 025-562-2061 ○

556 青海中央支店 ｵｳﾐﾁﾕｳｵｳ 糸魚川市大字青海３４ 025-562-2028 ○

店番号 店名 店名カナ 所在地 電話番号 旧第四 旧北越

611 両津支店 ﾘﾖｳﾂ 佐渡市両津夷４９ 0259-27-2101 ○

320 両津中央支店 ﾘﾖｳﾂﾁﾕｳｵｳ 佐渡市両津夷４２－１ 0259-27-2191 ○

616 佐和田支店 ｻﾜﾀﾞ 佐渡市中原４７４－１ 0259-52-6111 ○

330 佐和田中央支店 ｻﾜﾀﾞﾁﾕｳｵｳ 佐渡市河原田本町１７ 0259-57-2145 ○

618 南佐渡支店 ﾐﾅﾐｻﾄﾞ 佐渡市羽茂本郷２００ 0259-88-3939 ○

佐渡地区
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店番号 店名 店名カナ 所在地 電話番号 旧第四 旧北越

811 東京支店 ﾄｳｷﾖｳ
東京都中央区日本橋室町１－６－５
（だいし東京ビル３・４階）

03-3270-4441 ○

540 東京中央支店 ﾄｳｷﾖｳﾁﾕｳｵｳ 東京都中央区日本橋小網町１６－１（タナベビル３階） 03-3660-5580 ○

812 池袋支店 ｲｹﾌﾞｸﾛ 東京都豊島区東池袋３－４－３（ＮＢＦ池袋イースト１０階） 03-3981-8221 ○

815 横浜支店 ﾖｺﾊﾏ 神奈川県横浜市中区本町４－４０（横浜第一ビル５階） 045-651-0361 ○

816 大宮支店 ｵｵﾐﾔ 埼玉県さいたま市大宮区下町２－２９ 048-643-4141 ○

532 北浦和支店 ｷﾀｳﾗﾜ 埼玉県さいたま市浦和区針ケ谷２－９－５ 048-822-1566 ○

530 熊谷支店 ｸﾏｶﾞﾔ 埼玉県熊谷市本町１―１８５ 048-522-1041 ○

520 高崎支店 ﾀｶｻｷ 群馬県高崎市連雀町８５―１ 027-322-1441 ○

526 前橋東支店 ﾏｴﾊﾞｼﾋｶﾞｼ 群馬県前橋市朝日町４－２４－１８ 027-224-1641 ○

821 札幌支店 ｻﾂﾎﾟﾛ 北海道札幌市中央区北四条西４－１（ＭＭＳ札幌駅前ビル） 011-251-2181 ○

831 会津支店 ｱｲﾂﾞ 福島県会津若松市大町１―９―２４ 0242-24-5111 ○

841 富山支店 ﾄﾔﾏ 富山県富山市桜橋通り２－２５（富山第一生命ビル９階） 076-441-1471 ○

852 大阪支店 ｵｵｻｶ
大阪府大阪市中央区安土町１－８－１５
（野村不動産大阪ビル１２階）

06-4705-2111 ○

861 名古屋支店 ﾅｺﾞﾔ 愛知県名古屋市中区栄４－１４－３１（栄オークリッジ３階） 052-261-4121 ○

新潟県外
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