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  株式会社 北陸銀行

北陸銀行（頭取 庵 栄伸）は、このたび、政府の緊急事態宣言が解除されたことを受けて、

暫定的に実施しておりました昼休業を一部店舗において終了し、通常営業の再開をいたしますの

で、下記のとおりお知らせいたします。なお、引き続き昼休業を実施する店舗もございますので

ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 当行は、引き続きお客さまおよび職員の健康と安全を最優先に、新型コロナウイルス感染拡大

防止に取り組むとともに、お客さまの資金決済や事業に関するご支援、住宅ローン等のご返済に

関するご相談など、お客さまに寄り添った金融サービスの提供に努めてまいります。 

記 

１.通常営業 再開日 

2020 年 6 月 8 日（月） 

２.対象店舗 

都道府県 店名 所在地 

石川県 

金沢支店 金沢市南町 5番 28 号 

金沢中央支店 金沢市駅西本町一丁目 15 番 35 号 

金沢南中央支店 金沢市寺地一丁目 32番 38 号 

松任支店 白山市八ツ矢町 619 番 

小松支店 小松市京町 97 番地 

大聖寺支店 加賀市大聖寺南町ホ 4番 2 

七尾支店 七尾市一本杉町 118 番地 

福井県 

福井支店 福井市中央一丁目 7番 15 号 

武生支店 越前市蓬萊町 6番 27 号 

敦賀支店 敦賀市本町二丁目 11番 1 号 

北海道 

札幌支店 札幌市中央区大通西二丁目 5番地 

函館支店 函館市若松町 20番 1 号 

旭川支店 旭川市三条通十丁目 2189 番地 

 対象店舗内で営業する店舗、ローンプラザおよびドリームセンターについても同様に昼休業を終

了いたします。 

 対象店舗以外の石川県・福井県・北海道内の全店舗、および東京都・神奈川県・愛知県・大阪府・

京都府・新潟県・長野県・岐阜県内の全店舗では引き続き昼休業を実施いたします。（実施店舗は

別紙に記載） 

 富山県内店舗においては新型コロナウイルスの感染拡大に関連した営業時間変更を行っておら

ず、各店舗従来の営業時間に変更はありません。 

以 上 

一部店舗の昼休業終了について

＜本件に関するお問い合わせ先＞

北陸銀行 営業企画部 営業戦略室   TEL(076)423-7111



別紙 

【昼休業実施店舗一覧】 

1．12:30～13:30 に休業する店舗 

都道府県 店名 所在地 

石川県 

東大通支店 金沢市元町二丁目 16 番 2号 

東大通支店橋場出張所※ 金沢市橋場町 3番 15 号 

東大通支店東金沢出張所※ 金沢市大樋町 4番 14 号 

金沢駅前支店 金沢市本町二丁目 15 番 1号 

賢坂辻支店※ 金沢市兼六元町 15番 28 号 

小立野支店 金沢市石引一丁目 12 番 15 号 

金沢問屋町支店 金沢市問屋町一丁目 115 番地 4 

泉野支店 金沢市泉野出町 3丁目 1番 1号 

新神田支店 金沢市新神田一丁目 9番 22 号 

新神田支店西金沢出張所※ 金沢市米泉町 7丁目 28番地 4 

光が丘支店 金沢市光が丘 1丁目 127 番地 

大徳支店 金沢市松村町ヌ 8番 1 

もりの里支店 金沢市もりの里一丁目 206 番地 

美川支店※ 白山市美川中町ソ 30 番地 

野々市支店 野々市市本町二丁目 290 番地 

金沢西インター支店 野々市市御経塚四丁目 84番地 

輪島支店 輪島市河井町参部 68 番地 

珠洲支店※ 珠洲市野々江町ユ部 45番地 1 

羽咋支店 羽咋市中央町ア 21番地 2 

かほく支店 かほく市高松ツ 57番地 

津幡支店 河北郡津幡町字清水イ 125 番地 

小松南支店※ 小松市本折町 62 番地 

山代支店 加賀市山代温泉温泉通 39番 1 

山中支店 加賀市山中温泉湯の本町ラ 3番地の 2 

能美支店 能美市五間堂町戊 1番地 1 

※ 従来の昼休業実施店舗 



別紙 

都道府県 店名 所在地 

福井県 

福井支店花堂出張所※ 福井市花堂南 2丁目 1番 13 号 

福井松本支店 福井市松本二丁目 4番 15 号 

福井西中央支店 福井市学園二丁目 5番 8号 

木田支店※ 福井市毛矢 1丁目 10 番 1号 

福井東支店 福井市西方一丁目 1番 1号 

二の宮支店 福井市二の宮四丁目 3番 10 号 

米松支店※ 福井市松城町 11 番 3 号 

鯖江支店※ 鯖江市本町四丁目 8番 23 号 

神明支店 鯖江市三六町二丁目 5番 12 号 

武生支店武生東出張所※ 越前市国高 2丁目第 44号 4 番地の 1 

今立支店※ 越前市粟田部町第 26 号 1番地 

金津支店 あわら市春宮二丁目 4番 1号 

芦原支店※ あわら市温泉一丁目 523 番地 

三国支店 坂井市三国町南本町一丁目 2番 40 号 

大野支店 大野市元町 7番 22号 

勝山支店 勝山市本町二丁目 5番 11 号 

北海道 

苗穂支店 札幌市東区北十三条東七丁目 5番 1号 

豊平支店 札幌市豊平区豊平四条二丁目 6番 3号 

琴似支店 札幌市西区山の手二条一丁目 5番 1号 

麻生支店 札幌市北区北三十九条西四丁目 1番 6号 

麻生支店東篠路出張所※ 札幌市北区拓北 6条 3丁目 1番 15 号 

西岡支店※ 札幌市豊平区西岡 3条 5丁目 5番 8号 

白石支店 札幌市白石区南郷通十三丁目南 5番 16 号 

小樽支店 小樽市稲穂二丁目 8番 11 号 

江別支店 江別市七条六丁目 1番地 

苫小牧支店 苫小牧市錦町二丁目 6番 22 号 

五稜郭支店 函館市本町 12番 1号 

函館東支店 函館市中道二丁目 49 番 17 号 

釧路支店 釧路市北大通十丁目 1番地 4 

帯広支店 帯広市大通南八丁目 18・20 番地 

ローンプラザさっぽろ 札幌市東区北 24 条東 15-1-15 

※ 従来の昼休業実施店舗 



別紙 

都道府県 店名 所在地 

東京都 

浅草支店 台東区雷門二丁目 12 番 10 号 

新宿支店 新宿区西新宿七丁目 20番 3 号 

渋谷支店 渋谷区宇田川町 20番 11 号 

上野支店 台東区上野五丁目 1番 1号 

白山支店 文京区白山五丁目 1番 3号－101 

神奈川県 横浜支店 横浜市神奈川区富家町 1番地 

愛知県 
金山橋支店 名古屋市中区金山一丁目 13 番 10 号 

中村支店 名古屋市中村区椿町 17番 16 号 

大阪府 
今里支店 大阪市東成区大今里西二丁目 18 番 5 号 

平野支店 大阪市平野区平野東三丁目 1番 19 号 

京都府 京都支店 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町 659 番地 

新潟県 新潟支店 新潟市中央区東堀前通七番町 1072 番地 2 

長野県 長野支店 長野市上千歳町 1137 番地 23 

岐阜県 高山支店 高山市本町二丁目 71 番地 

2．11:30～12:30 に休業する店舗 

都道府県 店名 所在地 

東京都 東京支店
中央区日本橋室町三丁目 2番 1号 

日本橋室町三井タワー 

愛知県 名古屋支店 名古屋市中区錦三丁目 5番 27号
大阪府 大阪支店 大阪市中央区平野町三丁目 2番 13号

 なお、店舗に設置しているＡＴＭは、窓口が休業している時間帯もご利用いただけます。また、イ

ンターネットバンキングも休業時間中にご利用いただくことができます。 


