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新潟県
長岡地区

本店営業部 〒940-8651 長岡市大手通一丁目5番地6 ☎0258-36-4000
神田支店 〒940-0052 長岡市神田町二丁目2番地17 ☎0258-35-1414
千手支店 〒940-0071 長岡市表町一丁目4番地11 ☎0258-33-4440
長岡東支店 〒940-0046 長岡市四郎丸三丁目5番6号 ☎ 0258-34-2330
関原支店 〒940-2034 長岡市上除町西二丁目35番地☎ 0258-46-3171
希望が丘支店 〒940-2113 長岡市大山二丁目6番地6 ☎0258-27-4721
長岡西支店 〒940-2013 長岡市下柳三丁目1番21号 ☎ 0258-28-0231
中沢支店 〒940-0853 長岡市中沢三丁目60番2 ☎0258-36-7411
新保支店 〒940-0875 長岡市新保一丁目9番6号 ☎ 0258-24-1919
宮内支店 〒940-1106 長岡市宮内三丁目11番6号 ☎ 0258-35-4611
与板支店 〒940-2402 長岡市与板町与板223番地1 ☎0258-72-3155
越後川口支店 〒949-7504 長岡市東川口1979番地282 ☎0258-89-4151

新潟地区

新潟支店 〒951-8062 新潟市中央区西堀前通七番町919番地☎025-223-4121
沼垂支店 〒950-0075 新潟市中央区沼垂東四丁目8番35号☎025-245-2271
新潟駅前支店 〒950-0087 新潟市中央区東大通一丁目7番15号☎025-245-1301
学校町支店 〒951-8126 新潟市中央区学校町通二番町568番地20☎025-265-3111
近江支店 〒950-0973 新潟市中央区上近江四丁目2番16号☎025-284-6171
小針支店 〒950-2011 新潟市西区小針上山10番22号☎025-231-2281
小針南支店 〒950-2022 新潟市西区小針七丁目17番25号☎025-230-5511
寺尾支店 〒950-2064 新潟市西区寺尾西三丁目26番1号☎025-268-4111
平和台支店 〒950-2162 新潟市西区五十嵐中島五丁目2番27号☎025-262-2261
内野支店 〒950-2112 新潟市西区内野町1007番地2 ☎025-262-5151
大形支店 〒950-0892 新潟市東区寺山三丁目1番8号☎025-271-6621
山ノ下支店 〒950-0055 新潟市東区北葉町1番7号 ☎025-273-5411
河渡支店 〒950-0005 新潟市東区太平四丁目1番6 ☎025-273-6121
新潟駅南支店 〒950-0916 新潟市中央区米山三丁目14番38号☎025-245-5171
石山支店 〒950-0843 新潟市東区粟山一丁目19番19号☎025-277-5511
大野支店 〒950-1111 新潟市西区大野町3256番地 ☎025-377-2701
亀田支店 〒950-0164 新潟市江南区亀田本町二丁目1番34号☎025-381-1122
白根支店 〒950-1217 新潟市南区白根字十人割2295番地☎025-372-2171
新津支店 〒956-0864 新潟市秋葉区新津本町二丁目4番5号☎0250-22-4121
新津西支店 〒956-0031 新潟市秋葉区新津4443番地4 ☎0250-24-8181
小須戸支店 〒956-0101 新潟市秋葉区小須戸字町浦3385番地1☎0250-38-3211
巻支店 〒953-0041 新潟市西蒲区巻甲2204番地1 ☎0256-72-3266
豊栄支店 〒950-3327 新潟市北区石動一丁目17番地13☎025-387-1400

下越地区

五泉支店 〒959-1823 五泉市駅前一丁目10番13号 ☎0250-43-3944
村松支店 〒959-1704 五泉市村松甲1754番地 ☎0250-58-6154
水原支店 〒959-2021 阿賀野市中央町二丁目6番22号☎0250-62-2830
安田支店 〒959-2221 阿賀野市保田1821番地7 ☎0250-68-4233
津川支店 〒959-4402 東蒲原郡阿賀町津川3472番地1☎0254-92-2460
新発田支店 〒957-0055 新発田市諏訪町二丁目4番22号☎0254-22-3741
新発田西支店 〒957-0058 新発田市西園町一丁目3番4号☎0254-26-1241
中条支店 〒959-2643 胎内市東本町24番22号 ☎0254-43-5337
村上支店 〒958-0842 村上市大町1番12号 ☎0254-53-3161

中越地区

三条支店 〒955-0071 三条市本町三丁目6番25号 ☎0256-32-1111
東三条支店 〒955-0045 三条市一ノ門二丁目1番22号 ☎0256-32-3211
吉田支店 〒959-0231 燕市吉田日之出町3番18号 ☎0256-93-3121

燕支店 〒959-1257 燕市宮町2番23号 ☎0256-63-3195
見附支店 〒954-0053 見附市本町一丁目1番33号 ☎0258-62-1660
加茂支店 〒959-1371 加茂市穀町8番38号 ☎0256-52-1212
柏崎支店 〒945-0066 柏崎市西本町一丁目3番15号 ☎0257-22-5256
柏崎南支店 〒945-0043 柏崎市日吉町3番17号 ☎0257-24-8181
十日町支店 〒948-0063 十日町市高田町1丁目239番1 ☎025-752-3591
中里支店 〒949-8401 十日町市上山己3083番地3 ☎025-763-3431
六日町支店 〒949-6680 南魚沼市六日町2102番地1 ☎025-772-2570
小出支店 〒946-0011 魚沼市小出島484番地 ☎025-792-1144
小千谷支店 〒947-0021 小千谷市本町二丁目2番25号 ☎0258-83-3551

上越地区

高田支店 〒943-0832 上越市本町五丁目3番1号 ☎025-523-6151
直江津支店 〒942-0081 上越市五智一丁目3番27号 ☎025-544-1022
糸魚川支店 〒941-0061 糸魚川市大町二丁目5番10号 ☎025-552-0720

佐渡地区

両津支店 〒952-0011 佐渡市両津夷30番地 ☎0259-27-3161
佐和田支店 〒952-1314 佐渡市河原田本町209番地 ☎0259-57-2188

群馬県

前橋支店 〒371-0841 前橋市石倉町二丁目5番地3 ☎027-251-6611

埼玉県

川口支店 〒332-0012 川口市本町三丁目6番22号 ☎048-224-2111
大宮支店 〒330-0801 さいたま市大宮区土手町三丁目13番地☎048-644-2111
上尾支店 〒362-0075 上尾市柏座二丁目8番6号 ☎048-776-2771
桶川支店 〒363-0021 桶川市泉一丁目8番15号 ☎048-787-4511
鴻巣支店 〒365-0077 鴻巣市雷電一丁目3番38号 ☎048-541-7111

東京都

東京支店 〒171-0021 豊島区西池袋三丁目28番13号☎03-3988-1221

神奈川県

横浜支店 〒231-0005 横浜市中区本町四丁目43番地☎045-662-8621

※東京支店・横浜支店を除く全店にキャッシュサービスコーナーを設置し
ております。
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設置場所

長岡

● 長岡駅（西口2F）
● ウオロク長岡店
● 立川綜合病院
● 台町（長岡駅東口カンコー隣り）
● 長岡工業高等専門学校
○ 宮内ショッピングセンター（原信）
● 長岡技術科学大学
○ 西長岡ショッピングセンター（原信）
● リバーサイド千秋
○ 長岡赤十字病院
● 滝の下町（旧栃尾）

新潟

● 新潟駅（東西連絡通路）
○ 新潟駅（万代口）
○ 新潟交通（万代バスセンター2F）
● 新潟市役所
○ がんセンター新潟病院
● 県庁（西回廊2F）
○ 関屋ショッピングセンター原信関屋店
○ 青山ショッピングセンター
○ 新潟大学
● 桜木ショッピングセンター
● とやのショッピングセンター
○ 原信マーケットシティ河渡
● 曽野木（ドラッグトップス）
● 豊栄北部（工業団地北部会館）
○ 新潟市民病院
○ 原信南万代店

新発田 ○ サムズウオロクコモ店
阿賀野 ● 安田ショッピングセンター

五泉
● 村松ショッピングセンター
○ 原信五泉店

燕 ● コメリホームセンター分水店
三条 ○ よっかまちショッピングセンター
見附 ○ サムズウオロク見附店

小千谷 ○ 西小千谷ショッピングセンター
十日町 ● 上村病院（旧中里）

●印はATM（お預け入れ、記帳などもできます。）
○印はCD（残高照会、お引き出しのみとなります。）

※時間外のご利用は有料です。
※「たいこうツインスマイルくらぶ」会員のお客さまは、給
与振込または年金振込のご利用、「たいこうツインスマイ
ルカード」のご加入のいずれかにより、たいこうATM、
セブン銀行ATMの平日の時間外手数料が無料（キャッシ
ュバック）となるほか、ポイントに応じて土曜・日曜・祝
日も無料となります。

＜セブン銀行ATM＞
○お取扱い内容
　お引き出し・お預け入れ・残高照会
※12月31日・1月1日～3日は、土曜・日曜・祝日の扱いと
なります。

＜ゆうちょ銀行ATM＞
○お取扱い内容
　お引き出し・お預け入れ・残高照会
※12月31日・1月1日～3日は、日曜・祝日の扱いとなります。

＜イオン銀行ATM＞
○お取扱い内容
　お引き出し・残高照会・お振込
※12月31日は、土曜・日曜・祝日の扱いとなります。
※1月1日～3日および日曜日を除く5月3日～5日はお取扱い
できません。
※法人カードのお取扱いはできません。

平日所定時間内（8:45〜18:00）はセブン銀行ATM、
ゆうちょ銀行ATM、イオン銀行ATMがお引き出し
手数料無料でご利用いただけます。

CD ATM 合計

店舗内 0台 178台 178台

店舗外 17台 22台 39台

合　計 17台 200台 217台

ネットワーク

店舗外キャッシュサービスコーナー （平成27年6月30日現在）

CD・ATM設置台数 （平成27年6月30日現在）
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