
担当店一覧
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青森市、東津軽郡 青森支店 017-763-0870

弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、西津軽郡、中津軽郡、
南津軽郡、北津軽郡、青森市浪岡町

弘前支店 0172-75-5511

八戸市、十和田市、三沢市、むつ市、上北郡、下北郡、三戸郡 八戸支店 0178-62-3351
久慈市、九戸郡 八戸支店 0178-62-3351
盛岡市、宮古市、花巻市、二戸市、八幡平市、滝沢市、岩手郡、紫波郡、下閉伊郡、
二戸郡

盛岡支店 019-697-6222

大船渡市、北上市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、奥州市、和賀郡、
胆沢郡、西磐井郡、気仙郡、上閉伊郡、花巻市東和町

北上支店 0197-68-2980

仙台市青葉区、仙台市宮城野区、仙台市若林区、仙台市太白区、仙台市泉区、
石巻市、塩竃市、気仙沼市、多賀城市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、
富谷市、宮城郡、黒川郡、加美郡、遠田郡、牡鹿郡、本吉郡

仙台支店 022-236-3151

白石市、名取市、角田市、岩沼市、刈田郡、柴田郡、伊具郡、亘理郡 仙台南支店 0224-57-2580
秋田市、能代市、男鹿市、潟上市、山本郡、南秋田郡 秋田支店 018-845-7855
横手市、湯沢市、大仙市、仙北市、仙北郡、雄勝郡 横手支店 0182-32-0835
大館市、鹿角市、北秋田市、鹿角郡、北秋田郡 大館支店 0186-49-6811
由利本荘市、にかほ市 酒田支店 0234-22-7233
酒田市、新庄市、最上郡、東田川郡庄内町、飽海郡遊佐町 酒田支店 0234-22-7233
鶴岡市、東田川郡三川町 鶴岡支店 0235-22-2833
山形市、寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、尾花沢市、東村山郡、
西村山郡、北村山郡

山形支店 023-684-7121

米沢市、長井市、南陽市、東置賜郡、西置賜郡白鷹町、西置賜郡飯豊町 米沢支店 0238-37-5533
西置賜郡小国町 中条支店 0254-47-2201
福島市、相馬市、南相馬市、伊達市、伊達郡、相馬郡、双葉郡浪江町、双葉郡川内村、
双葉郡葛尾村、双葉郡双葉町、双葉郡大熊町

福島帝北支店 024-558-6006

郡山市、須賀川市、田村市、本宮市、安達郡、岩瀬郡、耶麻郡猪苗代町、
西白河郡矢吹町、石川郡、田村郡、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町

郡山支店
024-959-3366
024-959-3368

白河市、西白河郡西郷村、西白河郡泉崎村、西白河郡中島村、東白川郡 白河支店 0248-25-3960
二本松市 二本松営業所 0243-22-5050
いわき市 いわき支店 0246-24-5722
会津若松市、喜多方市、南会津郡、耶麻郡北塩原村、耶麻郡西会津町、
耶麻郡磐梯町、河沼郡、大沼郡

会津若松支店 0242-24-6161

水戸市、日立市、常陸大田市、高萩市、北茨城市、笠間市、ひたちなか市、
常陸大宮市、那珂市、東茨城郡、那珂郡、久慈郡

水戸支店 029-285-4181

土浦市、石岡市、龍ヶ崎市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、坂東市、
かすみがうら市、桜川市、つくばみらい市、小美玉市、稲敷郡美浦村、
稲敷郡阿見町、北相馬郡

土浦支店 029-832-1116

古河市、結城市、下妻市、筑西市、結城郡、猿島郡 茨城古河支店 0280-75-1227
鹿嶋市、潮来市、稲敷市、神栖市、行方市、鉾田市、稲敷郡河内町 鹿島支店 0299-78-3851
下記以外の栃木県全域 宇都宮支店 0285-53-1207
小山市、下都賀郡野木町 茨城古河支店 0280-75-1227
足利市、佐野市 熊谷支店 048-525-6361
那須塩原市、那須郡那須町 白河支店 0248-25-3960
前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、みどり市、
北群馬郡、多野郡、甘楽郡、吾妻郡、利根郡、佐波郡

高崎支店 027-352-2211

安中市 安中営業所 027-381-9500
太田市、館林市、邑楽郡 熊谷支店 048-525-6361
本庄市、児玉郡 高崎支店 027-352-2211
熊谷市、行田市、羽生市、深谷市、大里郡 熊谷支店 048-525-6361
さいたま市北区、さいたま市大宮区、さいたま市見沼区、
さいたま市中央区、さいたま市緑区、さいたま市岩槻区、春日部市、上尾市、
桶川市、久喜市、北本市、蓮田市、幸手市、加須市、鴻巣市、白岡市、北足立郡、
南埼玉郡、北葛飾郡杉戸町

上尾支店 048-766-2771

川越市、秩父市、所沢市、飯能市、東松山市、狭山市、入間市、富士見市、
坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、入間郡、比企郡、秩父郡

狭山支店 04-2952-4121

川口市、草加市、越谷市、八潮市 足立支店 03-5838-7600
三郷市、吉川市、北葛飾郡松伏町 柏支店 04-7131-8866
さいたま市西区、さいたま市桜区、さいたま市浦和区、さいたま市南区、蕨市、
戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市

板橋支店 03-3938-6141

福島県
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銚子市、旭市、匝瑳市、香取市、香取郡 鹿島支店 0299-78-3851
松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、白井市 柏支店 04-7131-8866
市川市、船橋市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市 葛西支店 03-5658-1181
館山市、木更津市、茂原市、東金市、勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、
南房総市、山武市、いすみ市、大網白里市、山武郡九十九里町、長生郡、
夷隅郡、安房郡

東京支店 03-3647-2111

千葉市、成田市、佐倉市、市原市、八千代市、四街道市、八街市、印西市、
富里市、印旛郡、山武郡芝山町、山武郡横芝光町

千葉支店 0436-41-0281

青梅市、羽村市、西多摩郡瑞穂町、西多摩郡奥多摩町 狭山支店 04-2952-4121
新宿区、中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区、練馬区、武蔵野市、三鷹市、
調布市、清瀬市、東久留米市、西東京市

板橋支店 03-3938-6141

千代田区、中央区、文京区、台東区、墨田区、江東区、葛飾区、江戸川区、渋谷区、
大島支庁、八丈支庁、三宅支庁、小笠原支庁

東京支店 03-3647-2111

足立区、荒川区 足立支店 03-5838-7600
港区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、狛江市 京浜支店 03-3762-8282
八王子市、立川市、府中市、昭島市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、
国分寺市、国立市、福生市、東大和市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、
あきる野市、西多摩郡日の出町、西多摩郡檜原村

八王子支店 042-645-3181

町田市 横浜旭支店 045-923-0131
横浜市中区、川崎市川崎区、川崎市幸区 京浜支店 03-3762-8282
横浜市鶴見区、横浜市神奈川区、横浜市西区 横浜鶴見支店 045-581-6241
横浜市金沢区、横浜市戸塚区、横浜市栄区、横浜市泉区、横須賀市、鎌倉市、
藤沢市、逗子市、三浦市、三浦郡

戸塚支店 045-871-2111

横浜市南区、横浜市保土ヶ谷区、横浜市磯子区、横浜市港北区、横浜市港南区、
横浜市旭区、横浜市緑区、横浜市瀬谷区、横浜市青葉区、横浜市都筑区、
川崎市中原区、川崎市高津区、川崎市多摩区、川崎市宮前区、川崎市麻生区、
相模原市緑区、相模原市中央区、相模原市南区、大和市、座間市、綾瀬市

横浜旭支店 045-923-0131

平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、厚木市、伊勢原市、海老名市、南足柄市、
高座郡、中郡、足柄上郡、足柄下郡、愛甲郡

海老名支店 046-204-4321

新潟市東区、新潟市中央区、新潟市江南区、新潟市南区、新潟市西区、
新潟市西蒲区、佐渡市

新潟支店 025-260-5111

新潟市秋葉区、五泉市、阿賀野市、東蒲原郡 五泉支店 0250-43-3164
新潟市北区、新発田市、北蒲原郡 新発田支店 025-256-2246
村上市、胎内市、岩船郡 中条支店 0254-47-2201
三条市、加茂市、見附市、南蒲原郡 三条支店 0256-32-0131
燕市、西蒲原郡 燕支店 0256-63-5148
長岡市、小千谷市 長岡支店 0258-23-2111
十日町市、魚沼市、南魚沼市、南魚沼郡、中魚沼郡 六日町支店 025-772-3314
糸魚川市、妙高市、上越市 上越支店 025-544-6711
柏崎市、三島郡、刈羽郡 柏崎支店 0257-22-5225
高岡市、氷見市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市 高岡支店 0766-31-1771
富山市、魚津市、滑川市、黒部市、中新川郡、下新川郡 富山支店 076-451-4891
金沢市、白山市、小松市、加賀市、能美市、羽咋市、かほく市、野々市市、
能美郡、河北郡、羽咋郡宝達志水町

金沢支店 076-248-1371

七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鹿島郡、鳳珠郡 高岡支店 0766-31-1771
福井県 （全域） 福井支店 0776-41-3400
山梨県 （全域） 甲府支店 055-279-0311

下水内郡栄村 六日町支店 025-772-3314
長野市、須坂市、中野市、飯山市、千曲市、上高井郡、下高井郡、上水内郡 長野支店 026-241-1161
上田市、小諸市、佐久市、東御市、南佐久郡、北佐久郡、小県郡、埴科郡 上田支店 0268-63-0660
松本市、大町市、塩尻市、安曇野市、木曽郡、東筑摩郡、北安曇郡 松本支店 0263-86-1051
岡谷市、諏訪市、伊那市、茅野市、駒ケ根市、飯田市、諏訪郡、上伊那郡、
下伊那郡

諏訪支店 0266-73-1255

岐阜県 （全域） 春日井支店 0568-82-1811
静岡市（全区）、焼津市、藤枝市、榛原郡吉田町、島田市 静岡支店 054-647-2440
浜松市（全区）、磐田市、湖西市 浜松支店 053-422-1331
掛川市、袋井市、御前崎市、菊川市、牧之原市、榛原郡川根本町、周智郡、
島田市川根町

掛川支店 0537-22-5201

沼津市、熱海市、三島市、伊東市、御殿場市、下田市、裾野市、伊豆市、
伊豆の国市、賀茂郡、田方郡、駿東郡

沼津支店 055-992-0687

富士宮市、富士市、静岡市清水区蒲原町、由比町 富士営業所 0545-51-2277

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

千葉県

静岡県

長野県

東京都
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名古屋市中村区、名古屋市中区、名古屋市昭和区、名古屋市瑞穂区、
名古屋市熱田区、名古屋市中川区、名古屋市港区、名古屋市南区、
名古屋市緑区、名古屋市天白区、津島市、東海市、大府市、知多市、愛西市、
弥富市、海部郡、あま市

名古屋支店 052-303-6211

名古屋市千種区、名古屋市東区、名古屋市北区、名古屋市西区、
名古屋市守山区、名古屋市名東区、一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、
小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、
愛知郡、西春日井郡、丹羽郡、みよし市、長久手市

春日井支店 0568-82-1811

岡崎市、半田市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、常滑市、知立市、
高浜市、知多郡

安城支店 0566-77-6872

豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、幡豆郡、額田郡、北設楽郡、
西尾市、豊田市山間部

豊川支店 0533-84-2111

三重県 （全域） 四日市支店 059-365-2195
滋賀県 （全域） 滋賀支店 0748-58-1175
京都府 （全域） 京都支店 075-681-6361

大阪市都島区、大阪市天王寺区、大阪市東成区、大阪市生野区、大阪市旭区、
大阪市城東区、大阪市阿倍野区、大阪市東住吉区、大阪市鶴見区、
大阪市平野区、大阪市北区、大阪市中央区、堺市美原区、守口市、八尾市、
富田林市、河内長野市、松原市、大東市、柏原市、羽曳野市、門真市、
藤井寺市、東大阪市、大阪狭山市、南河内郡

大阪支店 06-6747-5162

大阪市福島区、大阪市西区、大阪市港区、大阪市大正区、大阪市浪速区、
大阪市住吉区、大阪市西成区、大阪市住之江区、堺市堺区、堺市中区、
堺市東区、堺市西区、堺市南区、堺市北区、岸和田市、泉大津市、貝塚市、
泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、泉北郡、泉南郡

大阪南港支店 06-6615-1500

大阪市東淀川区、大阪市淀川区、吹田市、高槻市、枚方市、茨木市、寝屋川市、
箕面市、四条畷市、交野市、豊中市、摂津市、三島郡

摂津支店 072-654-1221

大阪市此花区、大阪市西淀川区、池田市、豊能郡 尼崎支店 06-6413-8231
下記以外の兵庫県全域 摂津支店 072-654-1221
神戸市（全区）、芦屋市 神戸支店 078-841-2641
尼崎市、西宮市、伊丹市、宝塚市、川西市 尼崎支店 06-6413-8231

奈良県 （全域） 京都支店 075-681-6361
和歌山県 （全域） 和歌山支店 073-477-3121

鳥取市、倉吉市、岩美郡、八頭郡、東伯郡 鳥取支店 0857-28-6355
米子市、境港市、西伯郡、日野郡 米子支店 0859-22-5585
下記以外の島根県全域 鳥取支店 0857-28-6355
松江市、安来市、出雲市 米子支店 0859-22-5585

岡山県 （全域） 岡山支店 086-274-4713
広島県 （全域） 広島支店 082-277-8877
福岡県 （全域） 福岡支店 092-612-8970
※上記以外の地区につきましては、本社 025-285-0001 までお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

鳥取県

兵庫県

島根県

大阪府

愛知県
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