
店番 店名 電話番号

※●は昼休業実施店舗（12：30～13：30休業） 

【札幌市中央区】

101 本店営業部 〒060-0042 札幌市中央区大通西４丁目１番地 011-261-7111

107 中央支店 本店営業部の店舗内 同　上

103 行啓通支店 ● 〒064-0914 札幌市中央区南１４条西６丁目５番１６号 011-521-3231

104 南一条支店 〒060-0061 札幌市中央区南１条西１０丁目３番地 011-261-0301

105 創成支店 〒060-0032 札幌市中央区北２条東７丁目８０番地 011-251-2131

106 旭ケ丘支店 ● 〒064-0811 札幌市中央区南１１条西２２丁目１番５号 011-561-5591

109 薄野支店 〒064-0804 札幌市中央区南４条西５丁目１番地 011-511-6106

110 西線支店 ● 〒064-0806 札幌市中央区南６条西１５丁目２番１号 011-561-8145

125 宮の森パーソナル支店 ● 〒064-0953 札幌市中央区宮の森３条６丁目５番１号 011-612-8000

131 桑園支店 ● 〒060-0010 札幌市中央区北１０条西１５丁目２８番地１０６ 011-618-7701

151 札幌駅前支店 〒060-0004 札幌市中央区北４条西３丁目１番地 011-241-1241

153 鳥居前支店 〒064-0821 札幌市中央区北１条西２４丁目２番１１号 011-611-6421

154 中央市場支店 〒060-0012 札幌市中央区北１２条西２３丁目２番６号 011-621-3201

178 道庁支店 ● 〒060-0003 札幌市中央区北３条西７丁目５番地１ 011-281-1313

191 山鼻支店 ● 〒064-0922 札幌市中央区南２２条西１２丁目１番１号 011-531-7611

【札幌市東区】

157 美香保支店 〒065-0023 札幌市東区北２３条東８丁目３番５号 011-704-1151

159 東苗穂支店 〒065-0041 札幌市東区本町１条４丁目７番５号 011-782-7111

167 札苗支店 ● 〒007-0806 札幌市東区東苗穂６条３丁目４番１号 011-782-1121

172 北栄支店 〒007-0842 札幌市東区北４２条東７丁目１番２号 011-752-1511

174 元町支店 ● 〒065-0023 札幌市東区北２３条東２０丁目５番２３号 011-783-4121

195 栄町支店 ● 〒007-0841 札幌市東区北４１条東１６丁目３番１号 011-784-2311

197 北十五条支店 ● 〒065-0015 札幌市東区北１５条東１６丁目１番１号 011-784-1211

【札幌市西区】

155 琴似支店 〒063-0003 札幌市西区山の手３条１丁目３番２２号 011-631-0311

165 西野支店 ● 〒063-0033 札幌市西区西野３条３丁目２番１０号 011-663-2121

120 西野二股出張所 西野支店の店舗内 同　上

183 八軒支店 ● 〒063-0841 札幌市西区八軒１条西１丁目１番１号 011-621-6655

187 宮の沢支店 〒063-0051 札幌市西区宮の沢１条１丁目１番３号 011-665-5511

【札幌市手稲区】

118 星置支店 ● 〒006-0851 札幌市手稲区星置１条４丁目２番１号 011-694-3011

164 手稲支店 〒006-0814 札幌市手稲区前田４条１０丁目２番８号 011-682-5111

【札幌市南区】

180 澄川支店 ● 〒005-0003 札幌市南区澄川３条２丁目３番１１号 011-821-8141

189 ふじの支店 ● 〒061-2283 札幌市南区藤野３条６丁目８番１５号 011-591-2191

192 真駒内支店 ● 〒005-0014 札幌市南区真駒内幸町２丁目１番５号 011-583-4131

193 川沿支店 〒005-0801 札幌市南区川沿１条１丁目３番５８号 011-571-1152

【札幌市北区】

123 屯田パーソナル支店 ● 〒002-0856 札幌市北区屯田６条３丁目５番１０号 011-771-7777

124 あいの里パーソナル支店 ● 〒002-8071 札幌市北区あいの里１条６丁目２番２号 011-778-7777

152 札幌駅北口支店 〒060-0807 札幌市北区北７条西２丁目２０番地 011-726-3221

196 光星出張所 札幌駅北口支店の店舗内 同　上

158 麻生支店 〒001-0045 札幌市北区麻生町５丁目１番２４号 011-726-2571

162 新川支店 ● 〒001-0922 札幌市北区新川２条１丁目２番３６号 011-756-1221

163 北二十四条支店 〒001-0023 札幌市北区北２３条西３丁目２番３２号 011-756-3911

166 篠路支店 〒002-8023 札幌市北区篠路３条５丁目１番１号 011-771-6251

175 新川中央支店 ● 〒001-0922 札幌市北区新川２条７丁目３番２０号 011-762-9611

186 四番通出張所 ● 〒001-0908 札幌市北区新琴似８条１３丁目２番７号 011-764-8381

【札幌市豊平区】

102 豊平支店 〒062-0903 札幌市豊平区豊平３条７丁目３番１９号 011-811-4221

108 月寒支店 〒062-0020 札幌市豊平区月寒中央通７丁目３番１３号 011-851-8241

112 平岸支店 〒062-0933 札幌市豊平区平岸３条９丁目１番４１号 011-821-2481

171 西岡支店 ● 〒062-0033 札幌市豊平区西岡３条９丁目６番１３号 011-853-7511

【札幌市清田区】

122 美しが丘出張所 ● 〒004-0813 札幌市清田区美しが丘３条６丁目９番２３号 011-885-3003

168 清田支店 〒004-0841 札幌市清田区清田１条４丁目５番６０号 011-881-4411

北海道銀行　店舗のごあんない　（2023年4月3日現在）

住所
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※●は昼休業実施店舗（12：30～13：30休業） 
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住所

【札幌市白石区】

111 東札幌支店 〒003-0003 札幌市白石区東札幌３条１丁目１番１８号 011-841-0201

132 白石区役所支店 ● 〒003-0022 札幌市白石区南郷通１丁目南８番１０号 011-861-0777

156 白石支店 〒003-0027 札幌市白石区本通５丁目北１番２２号 011-861-0191

176 北都支店 ● 〒003-0863 札幌市白石区川下３条５丁目１番１号 011-871-8866

177 流通センター前支店 〒003-0022 札幌市白石区南郷通１９丁目南３番５号 011-862-5333

194 菊水元町出張所 ● 〒003-0823 札幌市白石区菊水元町３条２丁目２番５号 011-873-1311

198 北郷支店 ● 〒003-0833 札幌市白石区北郷３条４丁目１番４５号 011-871-3111

【札幌市厚別区】

119 平岡パーク支店 ● 〒004-0033 札幌市厚別区上野幌３条４丁目１８番２５号 011-896-9131

161 新さっぽろ支店 〒004-0052 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目７番２号 011-891-1111

199 大谷地支店 ● 〒004-0041 札幌市厚別区大谷地東３丁目３番２０号 011-895-0211

113 恵庭支店 ● 〒061-1415 恵庭市泉町１番地 0123-32-4131

114 千歳支店 ● 〒066-0062 千歳市千代田町７丁目１７８９番３　千歳ステーションプラザ1Ｆ 0123-23-5555

115 北広島支店 ● 〒061-1133 北広島市栄町１丁目１番地 011-373-3511

117 恵み野出張所 ● 〒061-1373 恵庭市恵み野西１丁目８番１ 0123-37-1611

160 大麻支店 ● 〒069-0854 江別市大麻中町２６番地 011-386-8031

169 野幌支店 ● 〒069-0813 江別市野幌町５６番地 011-384-1231

173 花川支店 ● 〒061-3213 石狩市花川北３条３丁目１１番地 0133-74-2121

506 当別支店 ● 〒061-0227 当別町園生７１１番地４０ 0133-23-2132

201 函館駅前支店 ● 〒040-0063 函館市若松町20番1号 0138-22-8161

206 函館支店 〒040-0011 函館市本町７番１８号 0138-51-2211

207 亀田支店 ● 〒041-0813 函館市亀田本町３７番３号 0138-42-6111

208 十字街支店 ● 〒040-0053 函館市末広町１０番２号 0138-22-7141

209 東山支店 ● 〒041-0835 函館市東山２丁目４番３８号 0138-55-2571

210 美原支店 ● 〒041-0806 函館市美原１丁目１８番７号 0138-42-1711

211 湯川支店 ● 〒042-0932 函館市湯川町２丁目２７番３０号 0138-59-3123

202 木古内支店 ● 〒049-0422 木古内町字本町３３０番地 01392-2-2626

203 今金支店 ● 〒049-4308 今金町字今金１７３番地２ 0137-82-0231

301 小樽支店 〒047-0032 小樽市稲穂２丁目８番９号 0134-23-5111

302 入船支店 小樽支店の店舗内 同　上

303 岩内支店 ● 〒045-0013 岩内町字高台１番地の４ 0135-62-1515

304 寿都支店 岩内支店の店舗内 同　上

401 室蘭支店 ● 〒050-0074 室蘭市中島町１丁目２２番５号 0143-45-2511

412 東室蘭支店 室蘭支店の店舗内 同　上

407 室蘭駅前支店 ● 〒051-0011 室蘭市中央町４丁目１番１号 0143-22-2411

402 追分支店 ● 〒059-1911 安平町追分本町４丁目１９番地１ 0145-25-2511

403 伊達支店 ● 〒052-0024 伊達市鹿島町１３番地３ 0142-23-3188

406 洞爺支店 伊達支店の店舗内 同　上

404 苫小牧支店 〒053-0022 苫小牧市表町２丁目１番１４号 0144-33-9211

410 苫小牧東支店 ● 〒053-0052 苫小牧市新開町４丁目２番１８号 0144-57-8130

411 糸井支店 ● 〒053-0821 苫小牧市しらかば町６丁目１６番１２号 0144-74-5111

405 早来支店 ● 〒059-1501 安平町早来大町１１１番地 0145-22-2531

408 登別支店 ● 〒059-0012 登別市中央町６丁目１番地５ 0143-85-2621

409 白老支店 ● 〒059-0905 白老町大町３丁目２番１１号 0144-82-2381

501 岩見沢支店 ● 〒068-0024 岩見沢市４条西６丁目２番地 0126-22-3131

502 栗山支店 ● 〒069-1511 栗山町中央３丁目３６番１号 0123-72-1325

507 月形支店 ● 〒061-0511 月形町１０６９番地２４ 0126-53-2016

508 長沼支店 ● 〒069-1332 長沼町中央南１丁目７番２号 0123-88-2727

601 滝川支店 ● 〒073-0032 滝川市明神町１丁目５番４１号 0125-22-5111

602 砂川支店 ● 〒073-0161 砂川市西１条北２丁目１番１６号 0125-54-2111

603 芦別支店 ● 〒075-0011 芦別市北１条東１丁目６番地１０ 0124-22-3451

604 赤平支店 ● 〒079-1143 赤平市字赤平５６３番地４ 0125-32-2111

606 美唄支店 ● 〒072-0011 美唄市大通東１条南２丁目２番１５号 0126-63-2136

【胆振地区】

【石狩地区】

【空知地区】

【後志地区】

【渡島地区】
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701 旭川支店 〒070-0032 旭川市２条通９丁目２２８番地 0166-26-0141

711 神楽支店 旭川支店の店舗内 同　上

713 豊岡支店 ● 〒078-8233 旭川市豊岡３条３丁目２番９号 0166-31-4181

709 銀座通支店 豊岡支店の店舗内 同　上

714 永山支店 ● 〒079-8413 旭川市永山３条１６丁目３番１号 0166-48-3050

715 大町支店 ● 〒070-0843 旭川市大町３条９丁目２３９７番地 0166-53-1411

702 美瑛支店 ● 〒071-0208 美瑛町本町１丁目５番２５号 0166-92-1141

703 士別支店 ● 〒095-0019 士別市大通東６丁目２２９５番地 0165-23-2151

704 名寄支店 ● 〒096-0014 名寄市西４条南７丁目５番地 01654-2-2111

707 富良野支店 ● 〒076-0025 富良野市日の出町５番１０号 0167-23-2161

801 稚内支店 ● 〒097-0022 稚内市中央３丁目１１番１０号 0162-23-5221

803 天塩支店 ● 〒098-3304 天塩町新地通６丁目８７１番地６ 01632-2-1011

804 留萌支店 ● 〒077-0044 留萌市錦町３丁目２番４７号 0164-42-2434

805 羽幌支店 ● 〒078-4196 羽幌町南大通１丁目１３番地 0164-62-1241

901 北見支店 〒090-0041 北見市北１条西１丁目１番地 0157-23-3121

906 中湧別支店 北見支店の店舗内 同　上

907 北見とん田支店 ● 〒090-0832 北見市栄町１丁目１番地の７ 0157-24-6111

903 網走支店 ● 〒093-0014 網走市南４条西２丁目３番地 0152-43-2161

904 斜里支店 ● 〒099-4113 斜里町本町３８番地４ 0152-23-2131

905 紋別支店 ● 〒094-0004 紋別市本町５丁目１番５号 0158-24-2101

920 釧路支店 〒085-0015 釧路市北大通１０丁目２番地１ 0154-23-3111

921 鳥取支店 釧路支店の店舗内 同　上

924 釧路西港支店 ● 〒084-0906 釧路市鳥取大通４丁目１５番地 0154-51-6811

922 白糠支店 ● 〒088-0302 白糠町東２条南２丁目３番地３ 01547-2-2161

923 根室支店 ● 〒087-0015 根室市花咲町２丁目３１番地 0153-24-4115

925 中標津支店 ● 〒086-1141 中標津町大通北１丁目２番地１ 0153-72-8001

951 帯広支店 〒080-0013 帯広市西３条南９丁目２３番地 0155-23-7111

957 西五条支店 ● 〒080-0015 帯広市西５条南２０丁目１番地 0155-24-1988

958 帯広西支店 ● 〒080-2469 帯広市西１９条南３丁目５５番１５号 0155-36-7111

953 音更支店 ● 〒080-0111 音更町木野大通東１２丁目１番１号２ 0155-31-1411

954 芽室支店 ● 〒082-0030 芽室町本通３丁目１番地 0155-62-2111

956 足寄支店 ● 〒089-3711 足寄町南１条３丁目１番地 0156-25-2165

955 広尾支店 ● 〒089-2615 広尾町本通７丁目７番地の１ 01558-2-3121

970 東京支店 ● 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町３丁目２番１号　日本橋室町三井タワー５Ｆ 03-3241-3276

983 仙台支店 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央３丁目１番２４号　荘銀ビル６Ｆ 022-224-5311

【留萌地区】

【オホーツク地区】

【釧路地区】

【道外】

【上川地区】

【宗谷地区】

【根室地区】

【帯広地区】
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【ローンプラザ】

〒060-0042 札幌市中央区大通西４丁目１番地　新大通ビルディング２F 011-233-1122

〒001-0045 札幌市北区麻生町５丁目１番２４号　麻生支店２F 011-707-5180

〒004-0052 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目７番２号　新さっぽろ支店内 011-896-2501

〒062-0020 札幌市豊平区月寒中央通７丁目３番１３号　月寒支店内 011-595-8017

〒063-0003 札幌市西区山の手３条１丁目３番２２号　琴似支店内 011-676-8339

● 〒041-0806 函館市美原１丁目１８番７号　美原支店内 0138-42-1700

● 〒078-8233 旭川市豊岡３条３丁目２番９号　豊岡支店内 0166-26-0198

〒053-0022 苫小牧市表町２丁目１番１４号　王子不動産第３ビル１F 0144-33-9920

〒085-0015 釧路市北大通１０丁目２番地１　釧路支店内 0154-23-3118

〒080-0013 帯広市西３条南９丁目２３番地　経済センタービル２F 0155-23-7173

〒066-0062 千歳市千代田町７丁目１７８９番３　千歳ステーションプラザ１Ｆ 0123-27-4500

〒047-0032 小樽市稲穂２丁目８番９号　小樽支店内 0134-24-5900

● 〒050-0074 室蘭市中島町１丁目２２番５号　室蘭支店内 0143-46-7700

● 〒090-0832 北見市栄町１丁目１番地の７　北見とん田支店内 0157-61-1200

【プライベートバンキングセンター】

〒003-0027 札幌市白石区本通５丁目北１番２２号　白石支店内 011-827-7355

〒001-0045 札幌市北区麻生町５丁目１番２４号　麻生支店内 011-788-2794

〒003-0022 札幌市白石区南郷通１９丁目南３番５号　流通センター前支店内 011-876-8218

〒005-0003 札幌市南区澄川３条２丁目３番１１号　澄川支店内 011-876-0066

〒063-0003 札幌市西区山の手３条１丁目３番２２号　琴似支店内 011-213-9446

〒003-0022 札幌市白石区南郷通１９丁目南３番５号　流通センター前支店内 011-595-8248

〒065-0023 札幌市東区北２３条東８丁目３番５号　美香保支店内　 011-776-7007

〒064-0821 札幌市中央区北１条西２４丁目２番１１号　鳥居前支店内 011-688-5065

※訪問活動による個人のお客さまへのご相談、ご提案などのための活動拠点です。

【法人営業部】

〒060-0042 札幌市中央区大通西４丁目１番地 011-233-1128

〒060-0061 札幌市中央区南１条西１０丁目３番地　南一条道銀ビル２Ｆ 011-211-6636

〒060-0061 札幌市中央区南１条西１０丁目３番地　南一条道銀ビル２Ｆ 011-522-7787

〒062-0020 札幌市豊平区月寒中央通７丁目３番１３号　月寒支店内 011-876-8373

〒062-0020 札幌市豊平区月寒中央通７丁目３番１３号　月寒支店内 011-876-9863

〒062-0020 札幌市豊平区月寒中央通７丁目３番１３号　月寒支店内 011-876-0277

〒060-0807 札幌市北区北７条西２丁目２０番地　札幌駅北口支店内 011-374-7250

〒060-0807 札幌市北区北７条西２丁目２０番地　札幌駅北口支店内 011-788-7620

〒063-0003 札幌市西区山の手３条１丁目３番２２号　琴似支店内 011-676-7218

〒001-0023 札幌市北区北２３条西３丁目２番３２号　北二十四条支店内 011-788-8842

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町３丁目２番１号　日本橋室町三井タワー１４Ｆ 03-3241-1052

〒044-0080 虻田郡倶知安町ニセコひらふ１条３丁目６番２４号　hirafu188　１F 0136-22-5088

〒060-0042 札幌市中央区大通西４丁目　新大通ビルディング１Ｆ 011-233-1322

〒060-0061 札幌市中央区南１条西４丁目　日之出ビル地下２Ｆ 011-233-1167

〒060-0061 札幌市中央区南１条西４丁目　日之出ビル地下２Ｆ 011-233-1167

〒003-0003 札幌市白石区東札幌３条１丁目２番３３号　 0120-433-919

プライベートバンキングセンター白石

ローンプラザ千歳　　　　　　　　　　　

第７法人営業部

ローンプラザ新さっぽろ　　　　　　　　

ローンプラザ月寒　　　　　　　

ローンプラザ琴似　　　　　

ローンプラザ大通

ローンプラザ麻生

ローンプラザ小樽　　　　　　　　　　　

プライベートバンキングセンター札幌東

ローンプラザ室蘭　　　　　　　　　　　

ローンプラザ北見　　　　　　　　　　　

ラピッド支店

プライベートバンキングセンター札幌西

プライベートバンキングセンター厚別

ローンプラザ函館　　　　　　　　　　　

ローンプラザ旭川　　　　　　　　　　　

プライベートバンキングセンター月寒

プライベートバンキングセンター札幌南

第８法人営業部

プライベートバンキングセンター札幌中央

ローンプラザ苫小牧　　　　　　　　　　

ローンプラザ釧路　　　　　　　　　　　

ローンプラザ帯広　　　　　　　　　　　

第６法人営業部

外貨両替プラザ

口座開設プラザ　　　　　　　　

NISEKO出張所

どうぎん保険プラザ大通

プライベートバンキングセンター麻生

第１法人営業部

本店法人営業部

第２法人営業部

第３法人営業部

第４法人営業部

【その他】

東京事務所

第５法人営業部

第９法人営業部
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