
【ＧＷ休日相談窓口設置店舗一覧】
店舗名 住所 電話番号

本店営業部
中町支店
東福島支店
松山支店
福島駅前支店 福島市栄町６番１号メディアシティエスタビル内 024-521-1465
西福島支店 福島市三河南町５番８号 024-534-4885
ローンプラザ福島支店福島市三河南町８番３１号 024-534-5010
福島西中央支店 福島市西中央４丁目８番地 024-531-8181
南福島支店 福島市黒岩字素利町２番６号 024-545-0196
渡利支店 福島市渡利字舟場２番１号 024-523-3161
泉支店 福島市泉字泉川３４番３号 024-557-3171
笹谷支店 福島市笹谷字南田１番１６号 024-557-1121
方木田支店
大森支店
北福島支店 福島市鎌田字熊ノ前１９番４号 024-553-5151
蓬莱支店 福島市蓬莱町４丁目１番１号 024-549-2131
瀬上支店 福島市瀬上町字寺前１１番８号 024-553-2171
飯坂支店 福島市飯坂町字鯖湖町１５番 024-542-2321
平野支店 福島市飯坂町平野字遠東５番１３号 024-542-1321
桑折支店 伊達郡桑折町字北町４４番 024-582-2235
保原支店
梁川支店
川俣支店
飯野支店
二本松支店 二本松市本町１丁目２０５番 0243-23-1133

郡山営業部 郡山市虎丸町２０番５８号 024-932-4811
郡山中町支店 郡山市中町２番１０号 024-922-4550
郡山駅前支店
郡山大町支店
郡山南支店
菜根支店
桑野支店
西ノ内支店
安積支店 郡山市安積１丁目１４３番１号 024-945-4631
郡山卸町支店 郡山市喜久田町卸１丁目３番１号卸センター内 024-959-6400
大槻支店 郡山市大槻町字原ノ町４９番１号 024-951-9361
新さくら通り支店 郡山市島１丁目１８番５号 024-934-3227
郡山北支店 郡山市富久山町久保田字上野６０番１号 024-934-8671
八山田支店 郡山市富田東三丁目４３番地 024-933-3301
郡山東支店 郡山市小原田３丁目１５番４号 024-944-8388
郡山金屋支店 郡山市田村町金屋字冬室９１番地１号 024-954-4045
郡山荒井支店 郡山市巳六段２１２番地 024-945-8882
希望ケ丘支店 郡山市大槻町字広町７０番１号 024-961-2277
富田支店 郡山市備前舘二丁目１１５番地 024-934-8973
本宮支店 本宮市本宮字下町８番 0243-33-3145
須賀川支店 須賀川市中町１番 0248-75-2101
須賀川東支店 須賀川市桜岡１６番５号 0248-75-4250
須賀川西支店 須賀川市岡東町９２番地 0248-76-6104
鏡石支店 岩瀬郡鏡石町中央５５番４号 0248-62-6637
三春支店 田村郡三春町字大町５９番地１ 0247-62-2141
船引支店 田村市船引町船引字南町通１３０番地１ 0247-82-1140
小野支店 田村郡小野町大字小野新町字荒町１１番地 0247-72-2141

県北

県中

郡山市駅前１丁目６番１０号
ダイワロイネットホテル郡山駅前１階

024-922-5900

郡山市栄町９番１５号 024-933-3861

郡山市朝日３丁目７番１号 024-923-7181

福島市大町３番２５号

福島市五老内町７番１５号

福島市方木田字谷地１１番１７号

伊達市保原町字八丁目７番地３

伊達郡川俣町字瓦町５４番地２

024-523-3131

024-534-1121

024-545-1531

024-575-2121

024-565-3131



店舗名 住所 電話番号
白河支店 白河市本町１８番地 0248-22-3131
白河西支店 白河市新白河一丁目１７８番地 0248-24-1411
新白河支店 西白河郡西郷村字裏山南２４番２ 0248-24-6924
矢吹支店 西白河郡矢吹町八幡町５３４番１ 0248-42-3131
石川支店 石川郡石川町字南町２８番６号 0247-26-2101
棚倉支店 東白川郡棚倉町大字棚倉字城跡２番１号 0247-33-3251
塙支店 東白川郡塙町大字塙字大町２丁目２８番地１ 0247-43-2101
浅川支店 石川郡浅川町大字浅川字本町２４番２ 0247-36-4171

会津支店
会津本町支店
会津アピオ支店 会津若松市インター西１１４番地 0242-32-0700
会津一之町支店 会津若松市中央１丁目２番９号 0242-22-3510
滝沢支店
門田支店
猪苗代支店 耶麻郡猪苗代町字本町３６番 0242-62-3737
塩川支店 喜多方市塩川町字中町１９３２番２号 0241-27-2151
喜多方支店 喜多方市字２丁目４６７２番１号 0241-22-1511
坂下支店 河沼郡会津坂下町字舘ノ下３５５番地 0242-83-2255
高田支店 大沼郡会津美里町字高田甲２９０２番地１ 0242-54-2521
会津下郷支店 南会津郡下郷町大字豊成字林中６０９２番２５ 0241-67-2131
田島支店 南会津郡南会津町田島字中町甲３９４４番１０号 0241-62-1234
山口支店 南会津郡南会津町山口字村上７９８番２２号 0241-72-2155
只見支店 南会津郡只見町大字只見字宮前１３０２番３号 0241-82-2131
川口支店 大沼郡金山町大字川口字森ノ上４６０番９号 0241-54-2326

原町支店 南相馬市原町区南町１丁目７２番地 0244-22-2141
相馬支店 相馬市中村字大町５８番１号 0244-36-3131
楢葉支店 双葉郡楢葉町大字大谷字鐘突堂９番１４号 0240-25-3125

いわき営業部
平西支店
神谷支店 いわき市平下神谷字南一里塚６２番 0246-34-4601
谷川瀬支店 いわき市平谷川瀬三丁目１９番１４号 0246-23-2521
内郷支店 いわき市内郷綴町秋山３３番地４ 0246-26-1155
湯本支店 いわき市常磐湯本町天王崎１番１５５号 0246-43-2188
いわき鹿島支店 いわき市鹿島町久保１丁目５番２０号 0246-58-8171
小名浜支店 いわき市小名浜字竹町５１番地１ 0246-53-2233
植田支店 いわき市植田町中央１丁目３番１号 0246-63-3131
勿来支店 いわき市勿来町窪田町通４丁目８５番 0246-65-4131
四倉支店 いわき市四倉町字東３丁目７番１号 0246-32-3114
いわき泉支店 いわき市泉町滝尻字折返２１番 0246-56-2451

仙台支店 仙台市青葉区中央１丁目７番２０号 022-227-3411
仙台東支店 仙台市宮城野区宮千代３丁目２番１４号高時ビル内 022-236-6551
仙台泉支店 仙台市泉区泉中央２丁目２番３号 022-725-4680
仙台南支店 仙台市太白区大野田４丁目６番３号 022-249-7301
名取支店 名取市杜せきのした２丁目２番５号 022-302-7814

東京支店 東京都中央区京橋１丁目６番１号三井住友海上テプコビル２階 03-3535-5835
新宿支店 東京都新宿区西新宿７丁目４番３号升本ビル２階 03-3365-0461
日立支店 日立市鹿島町２丁目１５番５号 0294-22-6246
水戸支店 水戸市南町３丁目４番１４号明治安田生命水戸南町ビル４階 029-225-3151
宇都宮支店 宇都宮市本町４番１５号日本生命宇都宮ＮＩビル３階 028-622-8912
新潟支店 新潟市中央区上大川前通７番町１２３０番地７ストークビル鏡橋２階 025-378-2550
米沢支店 米沢市徳町８番３号 0238-40-8816

いわき

宮城

関東
新潟
山形

会津若松市大町１丁目１０番２８号 0242-27-6511

会津若松市千石町９番４０号 0242-32-3110

いわき市平字三町目９番３号 0246-23-2321

県南

会津

相双


