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営業部

…複数店舗所在地（本店所在地）
…複数店舗所在地
…店舗名
…北陸新幹線
…JR
…その他鉄道

（注）

●拠点数
本支店
出張所
国内計
支店
駐在員事務所

海外計
合計

（122）
（　　9）
（131）※
〔香港〕
  大連
  上海
  バンコク
　シンガポール
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（2019年5月31日現在） ●ATMの設置状況
店舗外ATM
ローソン銀行ATM
イーネットATM
セブン銀行ATM
合計

227ヵ所（222）
13,465ヵ所（169）
12,359ヵ所（145）
23,620ヵ所（494）
49,671ヵ所（1,030）

（　）内は長野県内

（　）内は長野県内
※ブランチ・イン・ブランチ方式による移転・統合済店舗数
　は8店舗です。

（2019年5月31日現在）

八十二銀行のネットワーク

営業拠点所在地（2019年5月31日現在）

◎印は外為店（外国為替全般をお取扱いしています）　◆印は外貨買取取扱店
（注）外貨預金については、特殊形態支店、ローンプラザを除き全店舗でお取扱いしています。

営業店等のご案内（2019年5月31日現在）

長野市

長野県の店舗

　本店営業部 中御所字岡田178-8 （026）227-1182
　長野支店 西後町1597-1 （026）232-1211
　県庁内支店 南長野字幅下692-2（長野県庁内） （026）233-4151
　大門町支店 大門町63-1 （026）233-0135
　昭和通営業部 居町60 （026）215-8281
　長野駅前支店 南石堂町1277-2（長栄第2ビル内） （026）226-1181
　長野東支店 柳町14-1 （026）233-4185
　七瀬支店 鶴賀七瀬541-1 （026）226-4256
　吉田支店 吉田3-22-41（ノルテながの内） （026）241-4156
　長野南支店 上千田245 （026）226-5782
　長野北支店 三輪9-45-12 （026）241-2321
　東和田支店 東和田507-1 （026）241-8282
　長野市役所支店 緑町1613（長野市役所内） （026）226-5688
　浅川若槻支店 稲田1-33-1 （026）244-2082

◎ 　朝陽支店 北堀759-1 （026）296-6182
　風間支店 風間1156-10 （026）221-2282
　安茂里支店 安茂里3593-1 （026）226-2782
　三才出張所 吉田3-22-41（吉田支店内） （026）241-4156
　豊野支店 豊野町豊野631（長野市豊野支所内） （026）257-3082
　新町支店 信州新町新町617-3 （026）262-3182
　若穂支店 若穂綿内7973-1 （026）282-3982
　南長池支店 南長池753 （026）263-8382
　更北支店 青木島町大塚958-1 （026）283-0182
　川中島支店 稲里1-1-9 （026）284-3063
　松代支店 松代町松代174-6 （026）278-2982
　篠ノ井支店 篠ノ井布施高田780-2 （026）292-0780
　今井支店 川中島町今井1832-2 （026）284-0082

上水内郡

須坂市

中野市

上高井郡

下高井郡

飯山市

千曲市

埴科郡

上田市

　信濃町支店 信濃町大字柏原61-1 （026）255-3082

　須坂駅前支店 須坂519（須坂支店内） （026）245-1082
　須坂支店 須坂519 （026）245-1082

　中野支店 中央1-7-12 （0269）22-2181 　中野西支店 江部1323-16 （0269）26-0082

　小布施支店 小布施町小布施1456-1 （026）247-5682

　山ノ内支店 山ノ内町大字平穏3383-3 （0269）33-2482

　飯山支店 飯山1174-2 （0269）62-3181

　稲荷山支店 稲荷山972 （026）272-1006
　屋代支店 桜堂521-12 （026）272-0082

　坂城支店 坂城町大字坂城6413 （0268）82-2882◎

　上田支店 中央2-2-12 （0268）24-1182
　上田東支店 常田3-300-1 （0268）22-8282
　丸子支店 上丸子356-1 （0268）42-2882
　上田市役所出張所 大手1-11-16（上田市役所内） （0268）27-5765
　三好町支店 御所227-2 （0268）27-8282

◎

　須坂市役所出張所 須坂1528-1（須坂市役所内） （026）248-0682

　上山田支店 上山田温泉2-10-6 （026）275-1182
　戸倉支店 戸倉1926 （026）276-2282

　塩田支店 本郷590-1 （0268）38-8282
　花園出張所 中央西2-11-15 （0268）25-4182
　川西支店 御所227-2（三好町支店内） （0268）27-8282
　神科支店 古里字柳町46-15 （0268）27-1182
　真田支店 真田町本原745-3 （0268）72-3982
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　茅野支店	 塚原2-5-12	 （0266）72-6582 　茅野駅前支店	 ちの7031	 （0266）73-5482

　下諏訪支店	 下諏訪町3236	 （0266）27-1182 　富士見支店	 富士見町富士見4654-1	 （0266）62-2182

　伊那市駅前支店	 荒井3500-1（いなっせビル2階）	（0265）73-2082
　伊那支店	 境1071-3	 （0265）72-2181
　伊那北支店	 山寺1760-5	 （0265）72-1282

　高遠支店	 高遠町西高遠1693	 （0265）94-2581
　伊那市役所出張所	下新田3050（伊那市役所内）	 （0265）76-8282

　辰野支店	 辰野町辰野1800-3	 （0266）41-1182
　箕輪支店	 箕輪町大字中箕輪8423-2	 （0265）79-2182
　宮田支店	 宮田村6681-14	 （0265）85-4682

　飯島支店	 飯島町飯島1427-12	 （0265）86-3182
　南箕輪支店	 南箕輪村4893-4	 （0265）73-2882

　駒ヶ根支店	 中央20-11	 （0265）82-5282

　松川支店	 松川町元大島1560	 （0265）36-2582 　市田支店	 高森町下市田2954-11	 （0265）35-3382

　飯田支店	 知久町1-26	 （0265）22-2525
　飯田駅前支店	 中央通4-15	 （0265）22-2285
　伝馬町支店	 伝馬町1-21	 （0265）22-2225
　八幡支店	 八幡町2098-2	 （0265）22-6082
　天竜峡支店	 川路4759-1	 	（0265）27-2282

◎

◎

特殊形態支店

	 第一振込支店（長野市）	 　　「振込入金照合サービス〈スーパーキャッチ〉」の専用支店です。窓口営業は行っていません。
	 提携エーテイーエム支店（長野市）　	 　　コンビニ等に設置する共同ATMを一括管理する支店です。窓口営業は行っていません。
	 ダイレクトローン支店（長野市）　	 　　カードローン〈はちにのかん太くんカード〉の専用支店です。（0120）82-5919

82プラザ

	 82プラザ昭和通（昭和通営業部）	 　　長野市居町60	 （026）259-2182
	 82プラザ浅川若槻（浅川若槻支店）	 　　長野市稲田1-33-1	 （026）244-2782
	 82プラザ今井（今井支店）	 　　長野市川中島町今井1832-2	 （026）284-9782
	 82プラザ上田東（上田東支店）	 　　上田市常田3-300-1	 （0268）21-1382
	 82プラザ佐久中央（佐久中央支店）	 　　佐久市中込3138-1	 （0267）63-2982
	 82プラザ南松本（南松本支店）	 　　松本市双葉23-2	 （0263）25-3582
	 82プラザ広丘（広丘支店）	 　　塩尻市大字広丘野村2051-12	 （0263）53-1482
	 82プラザ岡谷（岡谷支店）	 　　岡谷市銀座1-1-1	 （0266）22-5582
	 82プラザ諏訪南（諏訪南支店）	 　　諏訪市沖田町3-26	 （0266）58-1782
	 82プラザ伝馬町（伝馬町支店）	 　　飯田市伝馬町1-21	 （0265）22-2182

年金相談コーナー

	 昭和通年金相談コーナー（82プラザ昭和通内）			長野市居町60	 （0120）39-8682
	 長野年金相談コーナー（82プラザ浅川若槻内）　長野市稲田1-33-1	 （0120）05-1182
	 南長野年金相談コーナー（82プラザ今井内）	　　長野市川中島町今井1832-2	 （0120）00-3782
	 上田年金相談コーナー（82プラザ上田東内）	　　上田市常田3-300-1	 （0120）25-1182
	 佐久年金相談コーナー（82プラザ佐久中央内）	　　佐久市中込3138-1	 （0120）50-1182
	 松本年金相談コーナー（松本駅前支店内）	 　　松本市深志1-2-11（昭和ビル内）	 （0120）60-1182
	 南松本年金相談コーナー（82プラザ南松本内）　松本市双葉23-2	 （0120）04-6682
	 塩尻年金相談コーナー（82プラザ広丘内）	 　　塩尻市大字広丘野村2051-12	 （0120）04-7782
	 岡谷年金相談コーナー（82プラザ岡谷内）	 　　岡谷市銀座1-1-1	 （0120）65-1182
	 伊那年金相談コーナー（伊那支店内）	 　　伊那市境1071-3	 （0120）70-1182
	 飯田年金相談コーナー（82プラザ伝馬町内）	　　飯田市伝馬町1-21	 （0120）75-1182

諏訪郡

茅野市

上伊那郡

伊那市

駒ヶ根市

下伊那郡

飯田市
　上郷支店	 上郷黒田471-3	 （0265）52-1282
　飯田東支店	 八幡町2098-2（八幡支店内）	 （0265）22-6082
　鼎支店	 鼎上茶屋4196-2	 （0265）52-1182
　伊賀良支店	 中村12-3	 （0265）25-5082

東御市

小諸市

北佐久郡

佐久市

南佐久郡

松本市

塩尻市

木曽郡

安曇野市

北安曇郡

大町市

岡谷市

諏訪市

　田中支店	 田中98-7	 （0268）62-1182

　小諸支店	 荒町1-6-12	 （0267）22-2082

　中軽井沢支店	 軽井沢町大字長倉3036-4	 （0267）45-5682
　軽井沢支店	 軽井沢町軽井沢東23-1	 （0267）42-2482

　御代田支店	 御代田町御代田2447-1	 （0267）32-4567

　佐久町支店	 佐久穂町高野町515-1	 （0267）86-2582 　小海支店	 小海町大字小海4297-1	 （0267）92-2582

　望月支店	 望月140-1	 （0267）53-3282
　岩村田支店	 岩村田778	 （0267）67-3782
　中込支店	 野沢170-3（野沢支店内）	 （0267）62-0820
　野沢支店	 野沢170-3	 （0267）62-0820

　松本営業部	 大手3-1-1	 （0263）33-2282
　松本駅前支店	 深志1-2-11（昭和ビル内）	 （0263）35-5582
　深志支店	 中央2-8-1	 （0263）33-4182
　南松本支店	 双葉23-2	 （0263）25-0582
　村井支店	 村井町南1-28-20	 （0263）58-2382
　平田支店	 双葉23-2（南松本支店内）	 （0263）25-0582
　松本市役所出張所	丸の内3-7（松本市役所内）	 （0263）33-4601
　寿支店	 松原50-2	 （0263）58-0282
　信州大学前支店	 桐2-1-16	 	（0263）35-6582

　福島支店	 木曽町福島5158	 （0264）22-2282
　上松支店	 上松町本町通り2-25-1	 （0264）52-2282

　南木曽支店	 南木曽町読書3397-10	 （0264）57-2282

　塩尻支店	 大門1-11-10	 （0263）52-1182
　塩尻西支店	 宗賀71-458	 （0263）54-2482

　広丘支店	 広丘野村2051-12	 （0263）53-1182

◎

◆

◆

◆

　明科支店	 明科中川手3786-1	 （0263）62-2082
　三郷支店	 三郷明盛1684	 （0263）77-3382

　豊科支店	 豊科4780-1	 （0263）72-2800
　穂高支店	 穂高6018-1	 （0263）82-2282

　大町支店	 大町2515-2	 （0261）22-1382

　池田支店	 池田町大字池田4193	 （0261）62-3182
　白馬支店	 白馬村大字北城5940	 （0261）72-3982

　あづみ松川支店	 松川村7018-4	 （0261）62-4182
◆

　諏訪支店	 小和田南14-5	 （0266）52-5080
　上諏訪駅前支店	 小和田南14-5（諏訪支店内）	 （0266）52-5080

　諏訪南支店	 沖田町3-26	 （0266）58-8182

　岡谷支店	 銀座1-1-1	 （0266）22-3682
　長地支店	 長地源2-5-1	 　（0266）27-0082

　岡谷市役所出張所	幸町8-1（岡谷市役所内）	 （0266）23-0282

◎

　臼田支店	 臼田120-13	 （0267）82-2882
　佐久市役所出張所	中込3056（佐久市役所内）	 （0267）62-8082
　佐久中央支店	 中込3138-1	 （0267）63-2382

　惣社支店	 惣社468-5	 （0263）35-3182
　清水出張所	 大手3-1-1（松本営業部内）	 （0263）33-2282
　西松本支店	 島立405-1	 （0263）47-1282
　笹賀支店	 笹賀5233-4	 （0263）25-4182
　つかま支店	 筑摩2-20-25	 （0263）28-5282
　浅間温泉支店	 浅間温泉2-5-1	 （0263）46-0282
　波田支店	 波田9891-2	 （0263）92-6282
　梓川支店	 梓川倭539-1	 （0263）78-2682
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　東京営業部 中央区日本橋室町4-1-22（日本橋室町4丁目ビル内） （03）3241-1182
　新宿支店 新宿区西新宿1-25-1（新宿センタービル35階） （03）3342-5281
　池袋支店 豊島区西池袋3-28-1（藤久ビル西2号館2階） （03）3982-4182

　青山支店 港区南青山1-1-1（新青山ビル西館1階） （03）3405-8200
　八王子支店 八王子市東町5-7 （042）646-0082
　三鷹支店 三鷹市下連雀3-35-1（ネオ・シティ三鷹13階） （0422）41-1682

ローンプラザ

 ローンプラザ松本（松本営業部2階） 　　松本市大手3-1-1  （0263）33-2182
 ローンプラザ安曇野（豊科支店内） 　　安曇野市豊科4780-1 （0263）73-8282
 ローンプラザ伊那（伊那支店内） 　　伊那市境1071-3  （0265）74-8782
 ローンプラザ上越（高田支店内） 　　上越市本町4-2-28  （025）526-8282

東京都

埼玉県

群馬県

岐阜県

愛知県

大阪府

新潟県

長野県外の店舗

◎

◆

　高崎支店 高崎市相生町1-1 （027）326-8282 　太田支店 太田市新井町533-5（MKビル2階） （0276）48-1782

　名古屋支店 名古屋市中区錦1-5-11（名古屋伊藤忠ビル1階） （052）204-8230

　大阪支店※ 大阪市中央区西心斎橋2-1-3（御堂筋ダイヤモンドビル10階） （06）6212-2182

　中津川支店 中津川市えびす町1-12（中津川タウンビル2階） （0573）65-8211

　新井支店 妙高市中町2-3 （0255）72-3181
　高田支店 上越市本町4-2-28 （025）524-4181

　直江津支店 上越市中央1-10-21 （025）543-3407
　潟町支店 上越市大潟区土底浜1081-1（上越市大潟コミュニティプラザ内） （025）534-2521

◎

◎

◎

※外貨両替はお取扱いしていません。

　大宮支店※ さいたま市大宮区桜木町1-11-3 （048）642-2882
　川越支店 川越市新富町2-22 （049）224-8182
　熊谷支店 熊谷市筑波3-4 （048）524-8282

　所沢支店 所沢市日吉町18-26（所沢 FSビル6階） （04）2924-1582
　川口支店 川口市栄町1-12-21（シティデュオタワー川口1階） （048）258-9482

◎

※大宮支店では外貨両替はお取扱いしていません。

海　外

香港支店 Hong Kong Branch
  1602-05, 16F The Gateway Tower2 25 Canton Road, Tsimshatsui Kowloon, Hong Kong
  +852-2845-4188
大連駐在員事務所 Dalian Representative Office
  中華人民共和国遼寧省大連市西崗区中山路147号 森茂大厦 6階
  6F Senmao Building, 147 Zhongshan Road, Xigang District, Dalian, Liaoning, China
  +86-411-3960-8266
上海駐在員事務所 Shanghai Representative Office
  中華人民共和国上海市浦東新区陸家嘴環路1000号 恒生銀行大厦8階
  8F, Hang Seng Bank Tower, 1000 Lujiazui Ring Road, Pudong New Area, Shanghai, China
  +86-21-6841-1882
バンコク駐在員事務所 Bangkok Representative Office
  Bhiraj Tower at EmQuartier 18th Floor, Unit 1804, 689 Sukhumvit Road, North Klongton, Vadhana, Bangkok 10110 Thailand
  +66-2261-8226
シンガポール駐在員事務所 Singapore Representative Office
  16 Raffles Quay, #15-05 Hong Leong Building, Singapore 048581
  +65-6221-1182

お電話でのお問い合わせ・ご相談

商品・サービスに関するお問い合わせ
当行へのご意見・ご要望・苦情（お客さま相談室）
金融円滑化相談時の苦情（金融円滑化苦情窓口）  

0120-82-8682
（通話料無料・携帯電話からもご利用いただけます。）
お問い合わせ内容により受付時間が異なります。詳しくはホームページをご覧ください。
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