
１．昼時間休業を終了する店舗 
  

 
 

 
窓口営業時間 

店番号 店名 所在地 変更後 変更前 

200 本店 新潟市中央区東堀前通七番町１０７１－１ 

平日 9:00～15:00 
平日 9:00～11:30 

   12:30～15:00 

270 新潟支店 新潟市中央区東堀前通七番町１０７１－１ 

241 住吉町支店 新潟市中央区上大川前通十二番町２６９９－６ 

231 白山支店 新潟市中央区学校町通二番町５９３ 

280 古町支店 新潟市中央区古町通六番町９７７ 

234 古町中央支店 新潟市中央区古町通五番町６２６ 

239 県庁支店 新潟市中央区新光町４－１（新潟県庁舎内） 

279 新潟県庁支店 新潟市中央区新光町４－１（新潟県庁舎内） 

251 沼垂支店 新潟市中央区沼垂東３－１－１０ 

300 沼垂中央支店 新潟市中央区沼垂東３－２－７ 

253 新潟駅前支店 新潟市中央区東大通２－１－１８ 

310 新潟東大通支店 新潟市中央区東大通２－１－１８ 

259 南新潟支店 新潟市中央区米山１－２４ 

301 新潟駅南支店 新潟市中央区南笹口１－２－１ 

274 出来島支店 新潟市中央区出来島２－１－２４ 

318 出来島中央支店 新潟市中央区出来島２－１－１６ 

293 小針支店 新潟市西区松美台１６－１２ 

236 小針が丘支店 新潟市西区小針が丘２－４５ 

271 小針中央支店 新潟市西区小針４－１３－１０ 

249 平島支店 新潟市西区平島２－１２－３ 

237 内野支店 新潟市西区内野町１０３６ 

246 寺尾支店 新潟市西区寺尾西２－１－３ 

295 寺尾中央支店 新潟市西区寺尾西２－７－３ 

248 坂井支店 新潟市西区寺尾東２－２５－８ 

273 流通センター支店 新潟市西区流通センター３－３－４（流通センター会館内） 

297 新潟流通センター支店 新潟市西区流通センター３－３－４（流通センター会館内） 

299 黒埼支店 新潟市西区山田４８３－７ 

346 大野支店 新潟市西区大野町２８９２－１ 

255 臨港支店 新潟市東区北葉町２－１ 

305 東新潟支店 新潟市東区藤見町２－４－３０ 

262 河渡支店 新潟市東区松園１－９－３９ 

257 中山支店 新潟市東区中山２－２３－９ 



 
 

 
窓口営業時間 

店番号 店名 所在地 変更後 変更前 

267 大形支店 新潟市東区上木戸２－３－１２ 

平日 9:00～15:00 
平日 9:00～11:30 

    12:30～15:00 

312 木戸支店 新潟市東区山木戸６－１９－１５ 

263 卸新町支店 新潟市東区卸新町２－８４８－１７ 

317 石山支店 新潟市東区粟山４－３－１ 

266 紫竹支店 新潟市東区東明２－１０－９ 

256 松浜支店 新潟市北区松浜本町２－５－１４ 

276 新崎支店 新潟市北区新崎２－８－５０ 

260 豊栄支店 新潟市北区葛塚３２５０ 

326 豊栄中央支店 新潟市北区葛塚３３２１ 

238 酒屋支店 新潟市江南区酒屋町字屋敷付５２３－１ 

337 亀田支店 新潟市江南区亀田本町３－１－２６ 

319 亀田中央支店 新潟市江南区西町１－２－１ 

331 新津支店 新潟市秋葉区新津本町２－４－１５ 

209 新津中央支店 新潟市秋葉区新津本町２－５－３４ 

338 小須戸支店 新潟市秋葉区小須戸３４０２ 

201 荻川支店 新潟市秋葉区荻島３－２０－３５ 

333 白根支店 新潟市南区白根３０２０ 

340 白根中央支店 新潟市南区白根３０９８ 

345 巻支店 新潟市西蒲区巻甲２２０８甲 

360 巻中央支店 新潟市西蒲区巻甲２９３０－１ 

347 西川支店 新潟市西蒲区曽根２１４ 

311 村上支店 村上市小町４―６ 

250 村上中央支店 村上市安良町２－１２ 

315 山北支店 村上市府屋字大久保２７９－１ 

316 坂町支店 村上市坂町字前島２４８６－７ 

321 新発田支店 新発田市中央町３―１―５ 

230 新発田中央支店 新発田市中央町３―１―５ 

324 新発田西支店 新発田市住吉町３－４－２８ 

233 新発田住吉町支店 新発田市住吉町１－２－８ 

240 中条支店 胎内市本町４－６ 

325 中条中央支店 胎内市本町３－３４ 

327 水原支店 阿賀野市中央町１－１－３８ 

220 水原中央支店 阿賀野市中央町１－８－７ 



 
 

 
窓口営業時間 

店番号 店名 所在地 変更後 変更前 

328 東港支店 北蒲原郡聖籠町大字蓮野５９５６－４ 

平日 9:00～15:00 
平日 9:00～11:30 

    12:30～15:00 

278 新潟東港支店 北蒲原郡聖籠町大字蓮野５９５６－４ 

332 五泉支店 五泉市本町１―２―３３ 

210 五泉中央支店 五泉市本町２－２－３７ 

335 津川支店 東蒲原郡阿賀町津川３５６４ 

349 吉田支店 燕市吉田上町６－１ 

370 吉田中央支店 燕市吉田中町６－１５ 

351 燕支店 燕市仲町３－３ 

350 燕中央支店 燕市穀町２－１０ 

352 つばめ物流センター支店 燕市物流センター１－２ 

353 燕南支店 燕市物流センター１－６ 

355 分水支店 燕市地蔵堂本町２－５－４ 

380 分水中央支店 燕市地蔵堂本町３－１－２１ 

411 三条支店 三条市神明町１－１ 

412 三条東支店 三条市神明町１－１（三条支店内） 

170 三条中央支店 三条市旭町２－４－３１ 

413 三条北支店 三条市嘉坪川１―３１―４ 

421 加茂支店 加茂市本町１―２７ 

190 加茂中央支店 加茂市本町１―２７ 

424 西加茂支店 加茂市本町１―２７ 

160 見附支店 見附市本町２―１―１ 

422 見附中央支店 見附市本町２－１－１２ 

161 今町支店 見附市上新田町４２９－１７ 

020 長岡本店営業部 長岡市大手通２－２－１４ 

431 長岡営業部 長岡市大手通２－２－１４ 

040 千手支店 長岡市千手３―７―２０ 

425 長岡南支店 長岡市宮原２－１０－６ 

030 宮内支店 長岡市宮内３―１―１２ 

049 長岡東支店 長岡市今朝白１－９－２０ 

426 長岡駅東支店 長岡市台町２―１―１６ 

080 新町支店 長岡市神田町３―４―１５ 

432 神田中央支店 長岡市神田町３－１－２７ 

438 長岡西支店 長岡市古正寺町２０－１ 



 
 

 
窓口営業時間 

店番号 店名 所在地 変更後 変更前 

085 大島支店 長岡市大島本町３－１２－１４ 

平日 9:00～15:00 
平日 9:00～11:30 

    12:30～15:00 

087 長岡新産支店 長岡市新産２－１－１ 

439 長岡新産センター支店 長岡市新産２―１―４ 

430 関原支店 長岡市関原町２―１４０甲 

083 江陽支店 長岡市江陽１－３－３３ 

390 寺泊支店 長岡市寺泊片町７７５２－４ 

400 島崎支店 長岡市小島谷３３９３－１ 

410 与板支店 長岡市与板町与板５０９ 

420 三島支店 長岡市吉崎１０６－２ 

440 来迎寺支店 長岡市来迎寺甲２６１２ 

434 栃尾支店 長岡市谷内１－３－３１ 

151 栃尾中央支店 長岡市谷内１－４－３０ 

436 出雲崎支店 三島郡出雲崎町大字住吉町５３４ 

441 柏崎支店 柏崎市駅前２－３－４ 

442 柏崎東出張所 柏崎市駅前２－３－４（柏崎支店内） 

130 柏崎中央支店 柏崎市西本町１－６－７ 

443 柏崎南支店 柏崎市茨目１－１－１ 

145 柏崎日吉町支店 柏崎市日吉町６－４７ 

445 西山支店 柏崎市西山町和田７４８－２ 

460 小千谷支店 小千谷市本町１－１３－３０ 

451 小千谷中央支店 小千谷市本町２－６－２８ 

450 片貝支店 小千谷市片貝町５２６３ 

480 十日町支店 十日町市本町２－２２４－１ 

453 十日町中央支店 十日町市本町３－３６５－１ 

516 松代支店 十日町市松代３２５５－３ 

455 堀之内支店 魚沼市堀之内４１１４ 

470 小出支店 魚沼市本町２－１６ 

456 小出中央支店 魚沼市本町１－１４ 

500 六日町支店 南魚沼市六日町１８７０ 

457 六日町中央支店 南魚沼市六日町１８１８－２ 

458 塩沢支店 南魚沼市塩沢１４４７－１ 

510 大和支店 南魚沼市浦佐９９６ 

459 湯沢支店 南魚沼郡湯沢町湯沢１－１－６ 



 
 

 
窓口営業時間 

店番号 店名 所在地 変更後 変更前 

490 津南支店 中魚沼郡津南町大字下船渡戊５０４―２ 

平日 9:00～15:00 
平日 9:00～11:30 

    12:30～15:00 

511 高田営業部 上越市西城町３－７－８ 

120 高田中央支店 上越市西城町３－７－８ 

514 稲田支店 上越市稲田２―３―３ 

515 安塚支店 上越市安塚区安塚７６９ 

521 直江津支店 上越市春日新田２－６－３１ 

110 直江津中央支店 上越市中央２－２－１０ 

523 直江津西支店 上越市西本町３―８―６２ 

525 柿崎支店 上越市柿崎区柿崎６３０７ 

522 新井支店 妙高市朝日町１－１０－７ 

125 新井中央支店 妙高市諏訪町１－５－１５ 

531 糸魚川支店 糸魚川市大町２―３―８ 

090 糸魚川中央支店 糸魚川市大町２－２－２２ 

611 両津支店 佐渡市両津夷４９ 

320 両津中央支店 佐渡市両津夷４２－１ 

616 佐和田支店 佐渡市中原４７４－１ 

330 佐和田中央支店 佐渡市河原田本町１７ 

618 南佐渡支店 佐渡市羽茂本郷２００ 

 

２．昼時間休業を終了するコンサルティングプラザ 

 
 

窓口営業時間 

店名 所在地 変更後 変更前 

新潟ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ 新潟市中央区東堀前通七番町１０７１－１ 

【平日】 

9:00～17:00 

【土・日曜日】 

10:00～12:00 13:00～17:00 

【平日】 

9:00～11:30 12:30～17:00 

【土・日曜日】 

10:00～12:00 13:00～17:00 

 

新潟南ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ 新潟市中央区南笹口１－２－１ 

新潟東ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ 新潟市東区藤見町２－４－３０ 

出来島ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ 新潟市中央区出来島２－１－２４ 

新発田ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ 新発田市住吉町３－４－２８ 

県央ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ 三条市神明町１－１ 

長岡ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ 長岡市大手通２－８ 

長岡西ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ 長岡市古正寺町２０－１ 

上越ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ 上越市西城町３－７－８ 

 



３．昼時間休業を継続する店舗 

店番号 店名 所在地 窓口営業時間 

281 新潟市役所出張所 新潟市中央区学校町通一番町６０２－１（新潟市役所内） 

平日 9:00～11:30 

   12:30～15:00 

291 関屋支店 新潟市中央区有明大橋町３－２７ 

247 関屋中央支店 新潟市中央区有明大橋町３－２７ 

292 田町支店 新潟市中央区関屋田町２－１８３ 

265 女池支店 新潟市中央区女池５－３－１８ 

268 鳥屋野支店 新潟市中央区堀之内南１－３３－２６ 

269 姥ケ山支店 新潟市中央区南長潟１５－２０ 

294 小針南支店 新潟市西区小針７－２４－２１ 

277 西内野支店 新潟市西区五十嵐中島５－２０－８ 

284 物見山支店 新潟市東区物見山２－３０－２０ 

306 物見山中央支店 新潟市東区物見山３－１１－１５ 

287 新潟空港出張所 
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） 

平日 9:00～12:00 

   13:00～15:00 

286 粟山支店 新潟市東区粟山３－１－１４ 

平日 9:00～11:30 

   12:30～15:00 

264 石山中央支店 新潟市東区東中島２－５－１６ 

261 早通支店 新潟市北区早通北１－１－７ 

258 新潟中央市場支店 新潟市江南区茗荷谷８１１－２ 

275 曽野木支店 新潟市江南区曽野木２－８－２１ 

341 亀田駅前支店 新潟市江南区西町３－５－３６ 

342 横越支店 新潟市江南区茜ケ丘６－８ 

339 新津南支店 新潟市秋葉区程島１８７５－１ 

348 月潟支店 新潟市南区月潟１５２７ 

313 岩船支店 村上市岩船上町３－１ 

215 村松支店 五泉市村松甲１３５８－２ 

336 村松中央支店 五泉市村松甲２１４５ 

414 三条南支店 三条市島田２―９―１０ 

022 長岡市役所支店 長岡市大手通１－４－１０（長岡市役所内） 

051 土合支店 長岡市住吉３―８―３０ 

071 川崎支店 長岡市川崎２―２４７１ 

070 神田支店 長岡市神田町１―２―３ 

021 長岡北支店 長岡市北園町２１３ 

423 今町中央支店 見附市今町１－７－１３ 

140 柏崎東本町支店 柏崎市東本町１－１６－３０ 



店番号 店名 所在地 窓口営業時間 

452 東小千谷支店 小千谷市東栄１－１０－５ 

平日 9:00～11:30 

   12:30～15:00 

511 本町出張所 上越市本町３－３－４ 

121 南高田支店 上越市南本町３―１４―１４ 

527 板倉支店 上越市板倉区針８９８－１ 

582 上越市役所出張所 上越市木田１―１―３（上越市役所内） 

555 能生支店 糸魚川市大字能生７０２１ 

100 青海支店 糸魚川市大字寺地２２８－１ 

556 青海中央支店 糸魚川市大字青海３４ 

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

540 東京中央支店 東京都中央区日本橋室町１－６－５（だいし東京ビル３・４階） 

812 池袋支店 東京都豊島区東池袋３－４－３（ＮＢＦ池袋イースト１０階） 

815 横浜支店 神奈川県横浜市中区本町４－４０（横浜第一ビル５階） 

816 大宮支店 埼玉県さいたま市大宮区下町２－２９ 

532 北浦和支店 埼玉県さいたま市浦和区針ケ谷２－９－５ 

530 熊谷支店 埼玉県熊谷市本町１―１８５ 

520 高崎支店 群馬県高崎市連雀町８５―１ 

526 前橋東支店 群馬県前橋市朝日町４－２４－１８ 

821 札幌支店 北海道札幌市中央区北四条西４－１（ＭＭＳ札幌駅前ビル） 

831 会津支店 福島県会津若松市大町１―９―２４ 

841 富山支店 富山県富山市桜橋通り２－２５（富山第一生命ビル９階） 

852 大阪支店 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） 

861 名古屋支店 愛知県名古屋市中区栄４－１４－３１（栄オークリッジ３階） 

 


