野村證券 全国店舗一覧
平成 30 年 7 月 17 日現在
店名

郵便番号

住所

電話番号

＜北海道地区＞
札幌支店

〒 060-8720

北海道札幌市中央区北三条西 4 丁目(日本生命札幌ビル)

(011)261-7211

函館支店

〒 040-0011

北海道函館市本町 31-15

(0138)87-5551

旭川支店

〒 070-0035

北海道旭川市五条通 9 丁目右 1 号

(0166)23-1181

釧路支店

〒 085-0015

北海道釧路市北大通 12-1-4

(0154)23-1171

釧路支店・とかち帯広営業所

〒 080-0013

北海道帯広市西 3 条南 10 丁目 32 番地(日本生命帯広駅前ビル 2 階)

(0155)91-1234

青森支店

〒 030-0801

青森県青森市新町 2-6-29(新町通り)

(017)723-4111

八戸支店

〒 031-0041

青森県八戸市廿三日町 28(八戸ウエストビル 1 階）

(0178)72-1001

盛岡支店

〒 020-0022

岩手県盛岡市大通 2-2-18(大通商店街)

(019)653-5000

仙台支店

〒 980-8730

宮城県仙台市青葉区中央 2-1-1

(022)221-3111

秋田支店

〒 010-0001

秋田県秋田市中通 4-2-7(日本生命秋田中央通ビル)

(018)831-2111

山形支店

〒 990-0031

山形県山形市十日町 1-7-30(山形中央郵便局隣)

(023)622-1313

福島支店

〒 960-8041

福島県福島市大町 4-1(日銀向い)

(024)522-2111

郡山支店

〒 963-8002

福島県郡山市駅前 2-5-12(郡山駅前)

(024)923-8711

郡山支店・いわき営業所

〒 970-8026

福島県いわき市平字田町 120 番地(ラトブ 7 階)

(0246)30-1111

新潟支店

〒 951-8068

新潟県新潟市中央区上大川前通六番町 1215-7

(025)225-7777

富山支店

〒 930-0046

富山県富山市堤町通り 1-4-3(西町交差点)

(076)421-7561

金沢支店

〒 920-0869

石川県金沢市上堤町 3-21

(076)221-3145

福井支店

〒 910-0005

福井県福井市大手 3-4-1(福井放送会館内)

(0776)22-8011

水戸支店

〒 310-0021

茨城県水戸市南町 3-4-14（明治安田生命水戸南町ビル）

(029)224-5231

つくば支店

〒 305-0817

茨城県つくば市研究学園 5-19(イーアスつくば 1 階）

(029)844-0011

宇都宮支店

〒 320-0026

栃木県宇都宮市馬場通り 2-1-1

(028)636-2181

高崎支店

〒 370-0849

群馬県高崎市八島町 58-1(ＪＲ高崎駅西口 ウエスト・ワンビル)

(027)323-9111

太田支店

〒 373-0853

群馬県太田市浜町 3-1

(0276)30-1533

さいたま支店

〒 330-0846

埼玉県さいたま市大宮区大門町 3-71-2

(048)641-8111

さいたま支店・大宮東口店

〒 330-0846

埼玉県さいたま市大宮区大門町 1-24

(048)641-8111

浦和支店

〒 330-0063

埼玉県さいたま市浦和区高砂 2-13-8(中山道・玉蔵院前)

(048)833-1881

川口支店

〒 332-0017

埼玉県川口市栄町 3-10-1(そごう川口店東)

(048)256-3811

越谷支店

〒 343-0816

埼玉県越谷市弥生町 16-1(越谷ツインシティ B シティ 2 階)

(048)960-2811

川越支店

〒 350-1122

埼玉県川越市脇田町 105(川越駅東口・アトレビル)

(049)225-5151

所沢支店

〒 359-1123

埼玉県所沢市日吉町 10-21

(04)2923-3811

＜東北地区＞

＜北陸地区＞

＜関東地区＞

-12-

店名

郵便番号

住所

電話番号

熊谷支店

〒 360-0037

埼玉県熊谷市筑波 3-202(ティアラ 21 1 階)

(048)529-5111

千葉支店

〒 260-0015

千葉県千葉市中央区富士見 1-14-13（JR 千葉駅前・千葉三越向い）

(043)227-2161

船橋支店

〒 273-0005

千葉県船橋市本町 2-1-33

(047)433-2211

市川支店

〒 272-0034

千葉県市川市市川 1-6-19(JR 市川駅北口 千葉街道沿い)

(047)321-3811

松戸支店

〒 271-0092

千葉県松戸市松戸 1281-29(松戸駅西口・伊勢丹向い)

(047)362-1221

柏支店

〒 277-0005

千葉県柏市柏 1-4-26(柏駅東口駅前通り)

(04)7163-2011

横浜支店

〒 220-0004

神奈川県横浜市西区北幸 1-5-10(天理ビル南・第二バスターミナル前)

(045)311-1671

横浜馬車道支店

〒 231-0015

神奈川県横浜市中区尾上町 4-52(関内馬車道)

(045)641-2101

鶴見支店

〒 230-0051

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 1-4-1

(045)502-8511

戸塚支店

〒 244-0816

神奈川県横浜市戸塚区上倉田町 489-1(戸塚駅東口・吉倉橋際)

(045)881-1181

青葉台支店

〒 227-0062

神奈川県横浜市青葉区青葉台 2-6-1

(045)985-1171

たまプラーザ支店

〒 225-0002

神奈川県横浜市青葉区美しが丘 5-1-2

(045)902-1122

川崎支店

〒 210-8604

神奈川県川崎市川崎区東田町 5-2(川崎市役所前)

(044)233-6751

武蔵小杉支店

〒 211-0012

神奈川県川崎市中原区中丸子 13-2（野村不動産武蔵小杉ビル Ｎ棟）

(044)330-3200

新百合ヶ丘支店

〒 215-0021

神奈川県川崎市麻生区上麻生 1-2-7

(044)953-6511

横須賀支店

〒 238-0008

神奈川県横須賀市大滝町 1-9(大滝町バス停前)

(046)823-2550

鎌倉支店

〒 248-0012

神奈川県鎌倉市御成町 11-32（鎌倉駅西口・市役所そば）

(0467)60-1471

藤沢支店

〒 251-0025

神奈川県藤沢市鵠沼石上 1-5-10(藤沢駅南口)

(0466)25-1311

平塚支店

〒 254-0043

神奈川県平塚市紅谷町 4-23

(0463)21-2111

小田原支店

〒 250-0011

神奈川県小田原市栄町 1-6-1(第一生命ビル 1 階)

(0465)24-8511

相模原支店

〒 252-0231

神奈川県相模原市中央区相模原 4-3-14(相模原第一生命ビルディング 2 階)

(042)704-2331

厚木支店

〒 243-0018

神奈川県厚木市中町 2-2-20(小田急線本厚木駅北口・有隣堂前)

(046)224-8666

東京支店

〒 100-0005

東京都千代田区丸の内 1-8-2(鉃鋼ビルディング本館 1 階)

(03)3211-2411

上野支店

〒 110-8501

東京都台東区上野 2-1-8(地下鉄上野広小路駅上)

(03)3831-9211

新宿支店

〒 160-0022

東京都新宿区新宿 5-17-9

(03)6832-0900

新宿駅西口支店

〒 163-1590

東京都新宿区西新宿 1-6-1(新宿エルタワー地下 1 階)

(03)3342-1281

京王新宿店

〒 160-0023

東京都新宿区西新宿 1-1-4（京王線新宿駅西口改札前）

(03)6833-2222

新宿野村ビル支店

〒 163-0502

東京都新宿区西新宿 1-26-2(新宿野村ビル 2 階)

(03)3348-8211

中野支店

〒 164-0001

東京都中野区中野 5-65-3(中野サンプラザ正面)

(03)3228-7755

荻窪支店

〒 167-0043

東京都杉並区上荻 1-8-8(荻窪駅北口前)

(03)3392-6011

虎ノ門支店

〒 105-0001

東京都港区虎ノ門 2-1-1(霞が関ビル向い・商船三井ビル 1 階)

(03)3583-2301

新橋支店

〒 105-7111

東京都港区東新橋 1-5-2(汐留シティセンター11 階)

(03)3572-0111

品川支店

〒 108-0075

東京都港区港南 2-16-1 (品川イーストワンタワー2 階)

(03)3769-6651

渋谷支店

〒 150-0002

東京都渋谷区渋谷 1-14-16(JR 渋谷駅東口 地下鉄 11 番出口すぐ)

(03)3400-7111

五反田支店

〒 141-0031

東京都品川区西五反田 1-5-1(ＪＲ五反田駅西口)

(03)3491-9101

＜東京地区＞

-13-

店名

郵便番号

住所

電話番号

中目黒支店

〒 153-0051

東京都目黒区上目黒 2-9-1(中目黒 GS 第一ビル 9 階)

(03)5724-0511

自由が丘支店

〒 152-0035

東京都目黒区自由が丘 2-10-9(自由が丘駅前)

(03)3718-3371

成城支店

〒 157-0066

東京都世田谷区成城 5-8-1(小田急線成城学園前駅西口)

(03)3482-2011

玉川支店

〒 158-0094

東京都世田谷区玉川 3-7-18(玉川高島屋 S・C 南館)

(03)3708-1811

田園調布支店

〒 145-0071

東京都大田区田園調布 2-62-3（アネックス 2 階）

(03)5483-2011

大森支店

〒 143-0023

東京都大田区山王 2-5-10(大森ララビル前)

(03)3774-1181

蒲田支店

〒 144-0052

東京都大田区蒲田 5-15-8(ＪＲ蒲田駅東口前)

(03)3738-5101

池袋支店

〒 171-0022

東京都豊島区南池袋 1-27-10(池袋駅東口前)

(03)3983-1111

池袋ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝﾌﾟﾗｻﾞ支店

〒 171-0021

東京都豊島区西池袋 1-11-1(ルミネ池袋店 8 階)

(03)3988-1181

練馬支店

〒 176-0012

東京都練馬区豊玉北 5-17-10(西武池袋線練馬駅南口前)

(03)3994-7711

小岩支店

〒 133-0056

東京都江戸川区南小岩 7-22-6(小岩駅南口前)

(03)3657-1141

千住支店

〒 120-0033

東京都足立区千住寿町 2-18(北千住駅西口・日光街道沿い)

(03)3882-8411

吉祥寺支店

〒 180-0004

東京都武蔵野市吉祥寺本町 2-2-16(吉祥寺通りパルコ前)

(0422)22-8181

田無支店

〒 188-0011

東京都西東京市田無町 4-2-11

(042)466-1811

調布支店

〒 182-0024

東京都調布市布田 1-36-9(京王線調布駅中央口)

(042)498-6011

府中支店

〒 183-8691

東京都府中市府中町 1-8-1(京王線府中駅北口)

(042)369-8111

国分寺支店

〒 185-0012

東京都国分寺市本町 2-12-2(三井生命ビル 1 階)

(042)328-6011

立川支店

〒 190-0012

東京都立川市曙町 2-5-1（JR 立川駅北口・伊勢丹ビル内）

(042)524-1111

八王子支店

〒 192-0083

東京都八王子市旭町 11-6(ＪＲ八王子駅北口)

(042)646-3811

町田支店

〒 194-0013

東京都町田市原町田 6-3-9(小田急線町田駅南口、東急横)

(042)725-2111

甲府支店

〒 400-0031

山梨県甲府市丸の内 1-17-10(東武穴水ビル・甲府市役所隣)

(055)237-1781

長野支店

〒 380-8640

長野県長野市南長野末広町 1361(長野駅前)

(026)228-1811

松本支店

〒 390-0811

長野県松本市中央 2-1-34(松本駅前通り)

(0263)33-6781

岐阜支店

〒 500-8833

岐阜県岐阜市神田町 7-15（長良橋通り）

(058)262-3101

静岡支店

〒 420-0857

静岡県静岡市葵区御幸町 6-6

(054)254-6151

浜松支店

〒 430-0944

静岡県浜松市中区田町 330-5(田町中央通りバス停前・遠鉄田町ビル)

(053)454-3151

沼津支店

〒 410-0801

静岡県沼津市大手町 3-4-21(沼津駅前通り)

(055)962-4444

名古屋支店

〒 460-8689

愛知県名古屋市中区錦 2-19-22(地下鉄伏見駅下車・広小路本町バス停前)

(052)201-2311

名古屋駅前支店

〒 450-6203

愛知県名古屋市中村区名駅 4-7-1(ミッドランドスクエア 3 階)

(052)561-5251

金山支店

〒 460-0022

愛知県名古屋市中区金山 1-12-14(金山総合駅前金山総合ビル 1 階)

(052)322-1261

春日井支店

〒 486-0844

愛知県春日井市鳥居松町 4-68

(0568)56-3001

豊田支店

〒 471-0025

愛知県豊田市西町 1-200(とよた参合館 1 階)

(0565)33-1300

刈谷支店

〒 448-0028

愛知県刈谷市桜町 1-10-2（第一セントラルビル 1 階）

(0566）63-4411

岡崎支店

〒 444-0059

愛知県岡崎市康生通西 2-11

(0564)23-1811

豊橋支店

〒 440-0888

愛知県豊橋市駅前大通 1-38(豊橋駅前)

(0532)53-1121

＜中部地区＞

-14-

店名

郵便番号

住所

電話番号

津支店

〒 514-0009

三重県津市羽所町 371(津駅前)

(059)223-2111

四日市支店

〒 510-0086

三重県四日市市諏訪栄町 1-15(近鉄四日市駅前・国道筋)

(059)353-2141

大津支店

〒 520-0046

滋賀県大津市長等 3-1-27(京阪京津線浜大津上る)

(077)526-3131

京都支店

〒 600-8006

京都府京都市下京区四条通堺町角

(075)221-7211

大阪支店

〒 540-8604

大阪府大阪市中央区平野町 3-5-12

(06)6201-1281

梅田支店

〒 530-0018

大阪府大阪市北区小松原町 2-4(大阪富国生命ビル)

(06)6313-3431

なんば支店

〒 542-0076

大阪府大阪市中央区難波 4-1-15(近鉄難波ビル 1・2・3・4・5 階)

(06)6632-5081

天王寺支店

〒 545-0052

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-6-1(キューズモール 4 階)

(06)7730-2800

上本町支店

〒 542-0062

大阪府大阪市中央区上本町西 5-3-5

(06)4304-7851

豊中支店

〒 560-0021

大阪府豊中市本町 1-2-33(阪急豊中駅前)

(06)6845-8401

千里支店

〒 560-0082

大阪府豊中市新千里東町 1-1-5(大阪モノレール千里中央ビル 2・3 階)

(06)6831-1661

茨木支店

〒 567-0817

大阪府茨木市別院町 1-21（丸屋ビルアネックス 1 階）

(072)625-3011

高槻支店

〒 569-0804

大阪府高槻市紺屋町 3-1-101(ＪＲ高槻駅南口前・松坂屋横)

(072)681-2111

枚方支店

〒 573-0032

大阪府枚方市岡東町 5-15(京阪枚方市駅南)

(072)846-2511

東大阪支店

〒 577-0056

大阪府東大阪市長堂 2-2-18(布施第一ビル)

(06)6783-5241

大東支店

〒 574-0046

大阪府大東市赤井 2-1-12（赤井交差点近く）

(072)875-7111

堺支店

〒 590-0028

大阪府堺市堺区三国ヶ丘御幸通 59(南海高野線堺東駅ビル 1 階)

(072)221-9241

岸和田支店

〒 596-0057

大阪府岸和田市筋海町 6-10

(072)438-8188

神戸支店

〒 650-0021

兵庫県神戸市中央区三宮町 1-5-32(三宮センター街東入口)

(078)321-2201

岡本支店

〒 658-0072

兵庫県神戸市東灘区岡本 1-8-3

(078)452-3611

姫路支店

〒 670-0902

兵庫県姫路市白銀町 18(大手前通り)

(079)222-6101

塚口支店

〒 661-0002

兵庫県尼崎市塚口町 1-10-20(阪急塚口駅北側)

(06)6421-1400

明石支店

〒 673-0892

兵庫県明石市本町 2-1-26

(078)918-1155

西宮支店

〒 662-0832

兵庫県西宮市甲風園 1-3-8(阪急西宮北口駅 北改札北西口)

(0798)64-8181

宝塚支店

〒 665-0845

兵庫県宝塚市栄町 2-1-2(「ソリオ 2」3 階)

(0797)87-5811

川西支店

〒 666-0016

兵庫県川西市中央町 7-18（La・La・Grande（ラ・ラ・グランデ）3 階)

(072)789-0100

奈良支店

〒 630-8227

奈良県奈良市林小路町 45(やすらぎの道)

(0742)22-0351

学園前支店

〒 631-0036

奈良県奈良市学園北 1-11-3(レナビル 2 階)

(0742)40-1011

和歌山支店

〒 640-8152

和歌山県和歌山市十番丁 9-2(和歌山城公園前)

(073)431-2111

米子支店

〒 683-0812

鳥取県米子市角盤町 1-27-13(米子高島屋東隣)

(0859)34-2851

米子支店・鳥取営業所

〒 680-0835

鳥取県鳥取市東品治町 102(鳥取駅前ビル 3 階)

(0857)33-4011

松江支店

〒 690-0003

島根県松江市朝日町 484-16

(0852)22-1515

岡山支店

〒 700-8640

岡山県岡山市北区錦町 6-24(イオンモール岡山向い)

(086)224-1181

倉敷支店

〒 710-0055

岡山県倉敷市阿知 3-9-10(元町バス停前)

(086)421-1511

＜近畿地区＞

＜中国地区＞
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店名

郵便番号

住所

電話番号

広島支店

〒 730-0032

広島県広島市中区立町 2-23(立町電停西)

(082)247-4131

福山支店

〒 720-0065

広島県福山市東桜町 3-1(福山駅前大通り)

(084)921-3111

下関支店

〒 750-8691

山口県下関市細江町 1-3-15

(083)231-3211

徳山支店

〒 745-0036

山口県周南市本町 1-3(徳山駅前)

(0834)22-0811

徳島支店

〒 770-0841

徳島県徳島市八百屋町 3-14(元町交差点東)

(088)623-0161

高松支店

〒 760-0025

香川県高松市古新町 10-5(リーガホテルゼスト高松東隣)

(087)851-4111

松山支店

〒 790-8691

愛媛県松山市千舟町 5-7-3(市駅前・千舟町通り)

(089)941-0131

高知支店

〒 780-0822

高知県高知市はりまや町 1-2-6(高知大丸東隣)

(088)823-3311

北九州支店

〒 802-0002

福岡県北九州市小倉北区京町 3-1-1

(093)521-7581

福岡支店

〒 810-0001

福岡県福岡市中央区天神 2-14-8(福岡天神センタービル)

(092)771-3111

久留米支店

〒 830-0017

福岡県久留米市日吉町 24-18(日吉町バス停前)

(0942)33-7151

佐賀支店

〒 840-0816

佐賀県佐賀市駅南本町 3-15(明治安田生命ビル内)

(0952)22-7111

長崎支店

〒 850-8691

長崎県長崎市銅座町 6-5(観光通り電停前)

(095)821-1161

佐世保支店

〒 857-0806

長崎県佐世保市島瀬町 7-20（島瀬町バス停前）

(0956)37-0531

熊本支店

〒 860-8604

熊本県熊本市中央区花畑町 12-30

(096)352-3181

大分支店

〒 870-0035

大分県大分市中央町 1-3-20(大分駅前・中央通り)

(097)535-1211

宮崎支店

〒 880-8691

宮崎県宮崎市橘通東 4-1-2（デパート前）

(0985)24-7191

鹿児島支店

〒 892-0842

鹿児島県鹿児島市東千石町 1-38（鹿児島商工会議所ビル（アイムビル）2 階）

(099)226-8141

那覇支店

〒 900-0032

沖縄県那覇市松山 1-1-19(JPR 那覇ビル)

(098)864-2471

日本橋本店

〒 103-8011

東京都中央区日本橋 1-9-1（日本橋際）

(03)3211-1811

大手町本社

〒 100-8130

東京都千代田区大手町 2-2-2 アーバンネット大手町ビル

(03)3211-1811

＜四国地区＞

＜九州・沖縄地区＞

野村ネット&コール

野村ネット＆コールは、店舗をもたず、電話（専用のコールセンター）とインターネットでお取 (0120)142-855
引いただく支店です。

/フリーダイヤルが
利用できない場合
(042)303-8500

野村證券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 142 号
加入協会／ 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協
会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
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