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平成 21 年 9 月 24 日 

各 位 
西日本シティ銀行 

「ローン新宮営業室」の設置について 

 西日本シティ銀行（頭取 久保田 勇夫）は、お客さまの生活スタイルに合わせてローンのご

相談ができるように、12か所目のローン専門拠点として、「ローン新宮営業室」を開設いたし

ますのでお知らせします。 

 ローン新宮営業室は、平成 21 年 10 月 5 日（月）に新築移転オープンする新宮支店内に設置

いたします。平日に加え、土・日曜日の 17 時までローンに精通した専門のスタッフが常駐し、

住宅ローンや自動車ローンなど各種ローンのご相談・お申込受付を承り、糟屋郡新宮町から福

岡市東区周辺のお客さまや住宅関連業者さまのご要望にお応えできる地域密着のサービスを

提供してまいります。 
記 

 

【 新設のローン新宮営業室 】  

拠 点 名 ローン新宮営業室 

所 在 地 福岡市東区和白丘 1丁目 22 番 13 号 新宮支店内 

新 設 日 平成 21 年 10 月 5 日（月） ＊新宮支店移転オープン日と同一 

電話番号 092－608－5330 

Ｆ Ａ Ｘ 092－608－5360 

営業時間 
平 日  9：00 ～ 17：00 

土曜日 10：00 ～ 17：00 

日曜日 10：00 ～ 17：00 ※祝日は休業 

取扱業務 住宅ローン、自動車ローン等各種ローンのご相談およびお申込受付け 
 

以上 
 

◇ 当行の土・日曜日のローン相談受付窓口について 

ローン新宮営業室の新設により、土・日曜日営業のローン営業室は、11か所となります。 

また、土・日曜日も営業しているインストアブランチの「NCB いつでもプラザ」（12か所）

においては、支援スタッフを派遣し、土・日曜日のローンご相談の受付体制を充実させてお

ります。 

土・日曜日にローンをご相談いただける窓口は合計 23 か所（ローン営業室 11・NCB いつでも

プラザ 12）です。今後も、お客さまの利便性・満足度の向上を目指してまいります。 
 
 

 
 
 
 

本件に関するお問い合わせ先 
営業企画部     小野・鈴木 TEL 092-476-2257 
リテール営業部 荒木・津村 TEL 092-476-2763 
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ローン営業室・ＮＣＢいつでもプラザ一覧表 

 ローン営業室 所在地 営業時間 

ローン福岡営業室 福岡市博多区博多駅前 1-3-6      
福岡支店内 

平日 9:00～17:00 

ローン天神営業室 福岡市中央区天神 2-5-28     
大名支店ビル 6F 

平日  9:00～17:00 
土日 10:00～17:00 

ローン香椎営業室 福岡市東区千早 5-8-1         
千早支店内 

平日  9:00～17:00 
土日 10:00～17:00 

ローン姪浜営業室 福岡市西区姪浜駅南 1-1-17     
姪浜駅前支店内 

平日  9:00～17:00 
土日 10:00～17:00 

ローン福岡南営業室 福岡市南区老司 1-16-4               
老司支店内 

平日  9:00～17:00 
土日 10:00～17:00 

ローン二日市営業室 筑紫野市二日市中央 4-11-1  
西鉄二日市駅前支店内 

平日  9:00～17:00 
土日 10:00～17:00 

ローン古賀営業室 古賀市舞の里 3-14-12  
イオンスーパーセンター古賀店出張所内 

平日 10:00～18:00 
土日 10:00～17:00 

ローン北九州営業室 北九州市小倉北区鍛治町 1-5-1      
小倉支店内 

平日  9:00～17:00 
土日 10:00～17:00 

ローン北九州西営業室 北九州市八幡西区折尾 1-14-16  
 折尾支店内 

平日  9:00～17:00 
土日 10:00～17:00 

ローン飯塚営業室 飯塚市枝国 476-4    
        穂波支店内 

平日  9:00～17:00 
土日 10:00～17:00 

ローン久留米営業室 久留米市大手町 1-5     
久留米センター出張所 

平日  9:00～17:00 
土日 10:00～17:00 

ローン新宮営業室（今回新設） 福岡市東区和白丘 1-22-13 
新宮支店内 

平日  9:00～17:00 
土日 10:00～17:00 

※祝日及び平日における祝日の振替休日は、休業とさせていただきます。 
また、土曜日・日曜日の営業は、年末・年始(12/31～1/3)、ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸ期間中(5/3～5)は休業とさせていただきます。 

 
 

NCB いつでもプラザ 所在地 営業時間 

田島支店（ﾀﾞｲｴｰ笹丘店内） 福岡市中央区笹丘 1-28-74 平日  9:00～20:00 
土日祝 10:00～17:00 

ｼｮｯﾊﾟｰｽﾞﾓｰﾙﾏﾘﾅﾀｳﾝ出張所 福岡市西区豊浜 3-1-10 平日  10:00～20:00 
土日祝 10:00～17:00 

福岡東サティ出張所 糟屋郡志免町御手洗字高原 6 平日  10:00～20:00 
土日祝 10:00～17:00 

ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ古賀店出張所 古賀市舞の里 3-14-12 平日  10:00～20:00 
土日祝 10:00～17:00 

赤間支店（ｻﾝﾘﾌﾞくりえいと宗像内） 宗像市くりえいと 1-5-1 平日  9:00～20:00 
土日祝 10:00～17:00 

ゆめタウン筑紫野出張所 筑紫野市針摺東 3-3-1 平日  10:00～20:00 
土日祝 10:00～17:00 

戸畑サティ出張所 北九州市戸畑区汐井町 2-2 平日  10:00～20:00 
土日祝 10:00～17:00 

ゆめタウン遠賀出張所 遠賀郡遠賀町松の本 1-1-1 平日  10:00～18:00 
土日祝 10:00～17:00 

ゆめタウン行橋出張所 行橋市西宮市 3-8-1 平日  10:00～20:00 
土日祝 10:00～17:00 

ゆめタウン久留米出張所 久留米市新合川 1-2-1 平日  10:00～20:00 
土日祝 10:00～17:00 

ゆめタウン大牟田出張所 大牟田市旭町 2-28-1 平日  10:00～20:00 
土日祝 10:00～17:00 

ゆめタウン大川出張所 大川市大字上巻 430-1 平日  10:00～20:00 
土日祝 10:00～17:00 

※土曜日・日曜日の営業は、年末・年始(12/31～1/3)、ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸ期間中(5/3～5)は休業とさせていただきます。 
また、上記のうち、出張所 10 拠点につきましては、ｼｮﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰの休業日は休業となります。 

参考 

http://714919.jp/loaneigyositsu/index.html
http://www.ncbank.co.jp/isb/index.html

