
2020 年 5月 7日 

各 位 
長岡市大手通二丁目２番地１４ 

株 式 会 社 北 越 銀 行 
取締役頭取 佐藤 勝弥 

 
営業店等の臨時休業（窓口営業時間の変更）に関する公告 

 
株式会社 北越銀行は、政府による「緊急事態宣言」の発令および期間の延長をふまえ、

金融サービスの提供の維持と新型コロナウイルス感染拡大防止の両立を図る観点から、  

下記のとおり全営業店およびローンプラザ、暮らしの応援ひろばについて臨時休業（窓口

営業時間の変更）いたしますので、定款第５条および銀行法第１６条１項の規定に基づき、

公告いたします。 
記 

１．臨時休業する営業店等 
営業店８４店舗（窓口営業時間変更済の１４店舗を含む）、ローンプラザ３ヵ所、 
暮らしの応援ひろば２ヵ所 

  （窓口営業時間を変更する全店舗の一覧は別紙のとおり） 
 
２．窓口営業時間変更日（開始日） 

２０２０年５月１２日（火） 

 
３．変更内容（窓口営業時間） 
（１）全営業店 

変更前（2020 年 5 月 11 日まで） 変更後（2020 年 5 月 12 日より） 

  平日     9：00～15：00 

 

 

平日           9：00～11：30 

               12：30～15：00 

(窓口休業時間  11：30～12：30) 

※各店に設置しているＡＴＭの営業時間は変更ございません。 

 
（２）ローンプラザ、暮らしの応援ひろば 

変更前（2020 年 5 月 11 日まで） 変更後（2020 年 5 月 12 日より） 

平日      10：00～19：00 

 

 

 

土・日・祝日  9：00～16：00 

 

 

平日      10：00～11：30 

          12：30～19：00 

(窓口休業時間  11：30～12：30) 

 

土・日・祝日   9：00～11：30 

12：30～16：00 

(窓口休業時間  11：30～12：30) 
 
４．その他 

通常営業時間再開時には、あらためてご案内いたします。 

以 上 



【対象店舗一覧】 （別紙）
１．営業店（８４ヵ店）

変更前（2020年5月11日(月)迄） 変更後（2020年5月12日(火)より）

020 　 長岡本店営業部 長岡市大手通２－２－１４ 0258-35-3111

021 ※長岡北支店 長岡市北園町２１３ 0258-24-7962

022 　 長岡市役所支店 長岡市大手通１－４－１０「アオーレ長岡」東棟１階 0258-32-4380

030    宮内支店 長岡市宮内３－１－１２ 0258-33-4770

040    千手支店 長岡市千手３－７－２０ 0258-36-4545

049    長岡東支店 長岡市今朝白１－９－２０ 0258-36-3211

051 ※土合支店 長岡市住吉３－８－３０ 0258-32-8111

070 ※神田支店 長岡市神田町１－２－３ 0258-36-4730

071 ※川崎支店 長岡市川崎２－２４７１ 0258-32-4171

080    新町支店 長岡市神田町３－４－１５ 0258-36-4530

083    江陽支店 長岡市江陽１－３－３３ 0258-29-5411

085    大島支店 長岡市大島本町３－１２－１４ 0258-27-6101

087    長岡新産支店 長岡市新産２－１－１ 0258-46-5800

090    糸魚川中央支店 糸魚川市大町２－２－２２ 025-552-1551

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

110    直江津中央支店 上越市中央２－２－１０ 025-543-3441

120    高田中央支店 上越市本町５－３－２８ 025-523-3121

121 ※南高田支店 上越市南本町３－１４－１４ 025-522-4551

125    新井中央支店 妙高市諏訪町１－５－１５ 0255-72-5381

130    柏崎中央支店 柏崎市西本町１－６－７ 0257-22-2121

140 ※柏崎東本町支店 柏崎市東本町１－１６－３０ 0257-22-3195

145    柏崎日吉町支店 柏崎市日吉町６－４７ 0257-21-1555

151    栃尾中央支店 長岡市谷内１－４－３０ 0258-52-2111

160    見附支店 見附市本町２－１－１ 0258-62-1800

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

170    三条中央支店 三条市旭町２－４－３１ 0256-33-1711

190    加茂中央支店 加茂市本町２－１ 0256-52-1250

201    荻川支店 新潟市秋葉区荻島３－２０－３５ 0250-24-5161

209    新津中央支店 新潟市秋葉区新津本町２－５－３４ 0250-22-5161

210    五泉中央支店 五泉市本町２－２－３７ 0250-43-2111

215 ※村松支店 五泉市村松甲１３５８－２ 0250-58-1351

220    水原中央支店 阿賀野市中央町１－８－７ 0250-62-3111

230    新発田中央支店 新発田市中央町３－２－２２ 0254-22-3165

233    新発田住吉町支店 新発田市住吉町１－２－８ 0254-22-0456

240    中条支店 胎内市本町４－６ 0254-43-2560

窓口営業時間
店番 店　名 住所 電話番号

平日                　9:00～11:30
　　         　　   　12:30～15:00

（窓口休業時間　 11:30～12:30）

平日   　9:00～15:00



【対象店舗一覧】 （別紙）
１．営業店（８４ヵ店）

変更前（2020年5月11日(月)迄） 変更後（2020年5月12日(火)より）

窓口営業時間
店番 店　名 住所 電話番号

250    村上中央支店 村上市安良町２－１２ 0254-53-2161

260    豊栄支店 新潟市北区葛塚３２５０ 025-387-3201

261 ※早通支店 新潟市北区早通北１－１－７ 025-386-5511

270 　 新潟支店 新潟市中央区上大川前通８番町１３００ 025-228-5161

278    新潟東港支店 北蒲原郡聖籠町大字蓮野５９５６－３ 025-256-3111

279    新潟県庁支店 新潟市中央区新光町４－１ 025-284-2521

280    古町支店 新潟市中央区古町通６番町９７７ 025-222-0551

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

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

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

294 ※小針南支店 新潟市西区小針７－２４－２１ 025-230-7811

295    寺尾中央支店 新潟市西区寺尾西２－７－３ 025-260-3151

297    新潟流通センタ－支店 新潟市西区流通センタ－３－３－４ 025-260-4151

299    黒埼支店 新潟市西区山田４８３－７ 025-379-3131

300    沼垂中央支店 新潟市中央区沼垂東３－２－７ 025-245-5221

301    新潟駅南支店 新潟市中央区南笹口1-2-1 025-245-6391

305    東新潟支店 新潟市東区藤見町２－４－３０ 025-271-2171

306 ※物見山中央支店 新潟市東区物見山３－１１－１５ 025-275-4120

310 　 新潟東大通支店 新潟市中央区東大通１－２－２５ 025-247-2111

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

317    石山支店 新潟市東区粟山４－３－１ 025-277-2131

318    出来島中央支店 新潟市中央区出来島２－１－１６ 025-285-6161

319    亀田中央支店 新潟市江南区西町１－２－１ 025-382-6711

320    両津中央支店 佐渡市両津夷４２－１ 0259-27-2191

330    佐和田中央支店 佐渡市河原田本町１７ 0259-57-2145

340    白根中央支店 新潟市南区白根３０９８ 025-372-2125

350    燕中央支店 燕市穀町２-10 0256-63-2411

352    つばめ物流センター支店 燕市物流センター１－２ 0256-64-3311

360    巻中央支店 新潟市西蒲区巻甲２９３０－１ 0256-72-3255

370    吉田中央支店 燕市吉田中町６－１５ 0256-93-3221

380    分水中央支店 燕市地蔵堂本町３－１－２１ 0256-97-2171

390    寺泊支店 長岡市寺泊片町７７５２－４ 0258-75-3211

400    島崎支店 長岡市小島谷３３９３－１ 0258-74-3171

410    与板支店 長岡市与板町与板５０９ 0258-72-3111

420    三島支店 長岡市吉崎１０６－２ 0258-42-2500

平日                　9:00～11:30
　　         　　   　12:30～15:00

（窓口休業時間　 11:30～12:30）

平日   　9:00～15:00



【対象店舗一覧】 （別紙）
１．営業店（８４ヵ店）

変更前（2020年5月11日(月)迄） 変更後（2020年5月12日(火)より）

窓口営業時間
店番 店　名 住所 電話番号

430    関原支店 長岡市関原町２－１４０甲 0258-46-3181

440    来迎寺支店 長岡市来迎寺甲２６１２ 0258-92-3141

450    片貝支店 小千谷市片貝町５２６３ 0258-84-2011

460    小千谷支店 小千谷市本町１－１３－３０ 0258-83-3322

470    小出支店 魚沼市本町２－１６ 025-792-1001

480    十日町支店 十日町市本町2丁目２２４番地１ 025-757-8111

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

500    六日町支店 南魚沼市六日町１８７０ 025-772-3122

510    大和支店 南魚沼市浦佐９９６ 025-777-3145

520    高崎支店 群馬県高崎市連雀町８５－１ 027-322-1441

526    前橋東支店 群馬県前橋市朝日町４－２４－１８ 027-224-1641

530 ※熊谷支店 埼玉県熊谷市本町１－１８５ 048-522-1041

532 ※北浦和支店 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷２－９－５ 048-822-1566

540 ※東京中央支店（ATMなし） 東京都中央区日本橋小網町１６－１タナベビル３階 03-3660-5580

　　　　※ 熊谷・北浦和・東京中央支店の3ヵ店は4月13日(月)、長岡北・土合・神田・川崎・南高田・柏崎東本町・村松・早通・田町・小針南・物見山中央支店の11ヵ店は4月27日(月)より

　  窓口営業時間を変更（昼時間休業を実施）しています。

２．ローンプラザ（３ヵ所）、暮らしの応援ひろば（２ヵ所）

変更前（2020年5月11日(月)迄） 変更後（2020年5月12日(火)より）

－ 長岡ローンプラザ（ATMなし）
長岡市大手通２－８
　　　　（第四銀行 長岡コンサルティングプラザ内）

0258-39-7370

－ 上越ローンプラザ（ATMなし）
上越市西城町３－７－８
　　　　（第四銀行 上越コンサルティングプラザ内）

025-526-2101

－ 藤見町ローンプラザ 新潟市東区藤見町２－４－３０ 025-271-2161

－ 暮らしの応援ひろば新潟 新潟市中央区南笹口１－２－１ 025-246-3941

－ 暮らしの応援ひろば県央
三条市神明町１－１
　　　　（第四銀行 県央ローンセンター内）

　　0256-35-6300

店番 店　名 住所 電話番号
窓口営業時間

平日                  10:00～11:30
                         12:30～19:00

 （窓口休業時間　 11:30～12:30）

土・日・祝日          9:00～11:30
                 　　　 12:30～16:00

 （窓口休業時間　 11:30～12:30）

（※毎週水曜日は休日）

平日           10:00～19:00

土･日･祝日   9:00～16:00

（※毎週水曜日は休日）

平日                　9:00～11:30
　　         　　   　12:30～15:00

（窓口休業時間　 11:30～12:30）

平日   　9:00～15:00


