平成２３年３月２２日
日本生命保険相互会社

お客様窓口の営業再開について
この度の地震により被災されたみなさまに心からお見舞い申し上げます。
弊社では、以下のお客様窓口（ニッセイ・ライフプラザ、支社窓口、ニッセイ・ライフ
スクエア）について休業させていただいておりましたが、３月２２日から営業を再開し、
全店舗にて営業を実施しております。

＜営業を再開するお客様窓口＞
ライフプラザ品川
ライフプラザ福島
ライフプラザ郡山

また、電力会社の計画停電実施により、一部のお客様窓口で停電が発生する見込みです。
これに伴い、計画停電の予定時間中は窓口業務を停止させていただくことやお客様窓口に
電話がつながらないことがあります。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。
お客様からのお問い合せ・ご相談につきましては、下記のニッセイコールセンターにて
承っておりますので、ご案内申し上げます。

＜お問い合わせ先＞
ニッセイコールセンター

０１２０－２０１－０２１

電話受付時間：平日・土日・祝日 ９：００～１８：００
(この度の震災への対応として、受付時間を延長しております)

以 上

お客様窓口（ニッセイ・ライフプラザ/支社窓口/ニッセイ・ライフスクエア）
店舗

住所

電話番号

(平成２３年３月２２日時点)

営業時間
9:00～
9:00～
15:30
18:00

住所

電話番号

営業時間
9:00～
9:00～
15:30
18:00

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ札幌

札幌市中央区北３条西４－１－１ 日本生命札幌ビル

011-207-0160

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ豊橋

豊橋市大橋通１－６８ 静銀ニッセイ豊橋ビル

0532-52-1540

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ釧路

釧路市末広町９－２－５ 日本生命釧路末広町ビル

0154-22-7131

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ刈谷

刈谷市東陽町２－１７－３ 日本生命刈谷ビル

0566-28-6921

○

旭川市三条通９－右１日本生命旭川ビル

0166-26-1481

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ豊田

豊田市山之手８－１３７ 日本生命豊田ビル

0565-27-4735

○

苫小牧市錦町１－１－１日本生命苫小牧ビル

0144-36-1211

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ津

津市東丸之内２０－１２ 日本生命津ビル

059-228-0311

○

函館市大手町１２－８ニッセイ函館ビル

0138-26-2121

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ四日市

四日市市栄町２－１６ ニッセイ四日市ビル

059-351-6561

○
○

旭川支社
苫小牧支社
函館支社

○

店舗

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ青森

青森市長島２－２５－３ ニッセイ青森センタービル

017-775-1611

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ滋賀

大津市末広町１－１ 日本生命大津ビル

077-522-1569

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ盛岡

盛岡市大通３－３－１０ 七十七日生盛岡ビル

019-623-2321

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ京都

京都市下京区四条通東洞院東入ル立売西町６０ 日本生命四条ビル

075-211-7816

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ仙台

仙台市青葉区二日町１２－３０ 日本生命勾当台西ビル

022-213-1473

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ天王寺

大阪市阿倍野区阿倍野筋１－５－１ あべのルシアス

06-6641-1238

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ秋田

秋田市中通４－２－７ 日本生命秋田中央通ビル

018-833-5171

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ梅田

大阪市北区角田町８－４７ 阪急グランドビル

06-6311-6802

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ山形

山形市十日町２－１－２ 日本生命山形ビル

023-622-2511

○

★ﾗｲﾌｽｸｴｱ梅田

大阪市北区梅田１丁目大阪駅前ダイヤモンド地下街２号

06-6311-6802

11:00～20:00

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ福島

福島市大町５－６ 日本生命福島ビル

024-521-1201

○

★ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ本店

大阪市中央区今橋３－５－１２ 日本生命本店本館

06-6209-5543

9:00～20:00

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ郡山

郡山市駅前２－１２－２ 日本生命郡山駅前ビル

024-932-0632

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ堺

堺市堺区北花田口町３－２－６ ニッセイ堺東ビル

072-221-8250

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ水戸

水戸市泉町２－２－２７ ニッセイ水戸ビル

029-231-5225

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ池田

池田市城南１－２－２３ 日本生命池田ビル

072-754-6937

○

宇都宮市本町４－１５ ＮＩビル

028-622-8161

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ京阪

枚方市岡東町５－３２ 日本生命枚方ビル

072-845-0421

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ小山

小山市中央町２－１－１５ 日本生命小山ビル

0285-23-6065

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ布施

東大阪市長堂２－１－２２ 星光布施ビル

06-6783-2999

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ群馬

前橋市表町２－９－７ 日本生命前橋ビル

027-224-9113

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ神戸

神戸市中央区小野柄通７－１－１ 日本生命三宮駅前ビル

078-272-5577

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ太田

太田市飯田町１３２１ ニッセイ太田ビル

0276-45-7431

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ姫路

姫路市南駅前町１００番 姫路パラシオ２ビル

079-289-0901

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ大宮

さいたま市大宮区桜木町１－７－５ ソニックシティビル

048-647-7760

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ明石

明石市本町２－１－２６ ニッセイ明石ビル

078-912-2665

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ川越

川越市脇田本町１４－１ 日本生命川越ビル

049-244-3960

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ奈良

奈良市西御門町２番地 西御門服部ビル

0742-23-1190

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ熊谷

熊谷市筑波２－４８－１ 大栄日生熊谷ビル

048-522-4873

和歌山市八番丁１１ 日本生命八番丁ビル

073-423-9325

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ千葉

千葉市中央区新町１０００ センシティタワー

043-238-6851

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ鳥取

鳥取市今町２－２５１ 日本生命鳥取駅前ビル

0857-22-8501

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ船橋

船橋市湊町２－１－１ ニッセイ船橋ビル

047-431-9383

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ成田

成田市花崎町９５１ ニッセイ成田ビル

0476-22-7632

柏市柏１－２－３８ さくら柏ビル

04-7166-6843

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ宇都宮

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ柏

★ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ丸の内 千代田区丸の内１－６－６ 日本生命丸の内ビル

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ和歌山
○
○

○

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ松江

松江市御手船場町５５１ ニッセイ松江ビル

0852-21-5185

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ 岡山

岡山市北区幸町７－３３ ニッセイ岡山幸町ビル

086-224-4691

○

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ倉敷

倉敷市老松町３－１０－２５ 日本生命倉敷ビル

086-424-1261

○

03-5533-1087

9:00～20:00

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ広島

広島市中区中島町３－２５ ニッセイ平和公園ビル

082-248-1521

○

福山市紅葉町２－２７日本生命福山ビル

084-923-5240

○

○

★ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ品川

港区港南２－１６－４ 品川グランドセントラルタワー

03-3471-6301

9:00～20:00

福山支社

★ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ新宿

新宿区西新宿２－４－１ 新宿ＮＳビル

03-3346-8437

9:00～20:00

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ山口

下関市南部町１９－１０ 日本生命下関ビル

083-222-8111

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ上野

台東区東上野２－１８－１０ 日本生命上野ビル

03-3836-6835

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ徳島

徳島市八百屋町２－１１ 日本生命徳島ビル

088-654-5151

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ渋谷

渋谷区渋谷１－１３－７ ヒューリック渋谷ビル（千秋ビル）

03-5467-9211

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ高松

高松市番町１－１－５ ニッセイ高松ビル

087-825-0007

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ池袋

豊島区東池袋１－１０－１ 住友池袋駅前ビル

03-3983-4961

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ松山

松山市一番町３－３－３ 菅井・ニッセイビル

089-941-9585

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ立川

立川市曙町２－２０－５ 立川ニッセイＡＨビル

042-524-0245

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ高知

高知市本町５－６－３ 日本生命高知本町ビル

088-823-0271

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ吉祥寺

武蔵野市吉祥寺本町１－１４－５ 吉祥寺本町ビル

0422-23-2581

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ北九州

北九州市小倉北区堺町１－３－１５ 日本生命小倉堺町ビル

093-531-0985

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ町田

町田市森野１－１３－１４ 日本生命町田ビル

042-725-0365

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ福岡

福岡市博多区博多駅前４－１－１ 日本生命博多駅前第二ビル

092-483-0400

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ横浜

横浜市西区北幸１－６－１ 横浜ファーストビル

045-311-2811

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ天神

福岡市中央区天神１－１４－１ 日本生命福岡ビル

092-712-2311

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ川崎

川崎市川崎区駅前本町２６－４ ラウンドクロス川崎

044-245-1920

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ久留米

久留米市日吉町１５－６０ ニッセイ久留米ビル

0942-32-4470

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ湘南

藤沢市藤沢４６２ 日本生命藤沢駅前ビル

0466-25-9372

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ佐賀

佐賀市駅前中央１－１４－４０ ニッセイ佐賀駅前ビル

0952-32-2727

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ新潟

新潟市中央区弁天３－２－３ ニッセイ新潟駅前ビル

025-241-6621

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ長崎

長崎市万才町４－１５ 日本生命長崎ビル新館

095-823-6181

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ長岡

長岡市東坂之上町３－２－６ 日本生命長岡ビル

0258-36-5541

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ熊本

熊本市中央街２－１１ 熊本サンニッセイビル

096-325-0131

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ富山

富山市総曲輪１－５－２４ 日本生命富山ビル

076-441-2101

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ大分

大分市末広町１－１－１８ ニッセイ大分駅前ビル

097-534-9207

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ金沢

金沢市上堤町１－２８ 日本生命金沢ビル

076-261-0191

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ宮崎

宮崎市高千穂通２－５－３２ 日生宮崎駅前ビル

0985-24-7111

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ福井

福井市順化１－２１－１ ニッセイ福井ビル

0776-23-8800

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ鹿児島

鹿児島市中央町１８－１ 南国センタービル

099-255-1101

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ甲府

甲府市丸の内３－３２－１２ 甲府ニッセイスカイビル

055-222-1576

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ那覇

那覇市東町３－１ ニッセイ東町ビル

098-862-8511

○

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ長野

長野市大字南長野南県町１０４０－１ 日本生命県庁前ビル

026-227-7683

○

松本市深志１－１－１７ニッセイ松本ビル

0263-33-6633

○

○★の店舗は18:00以降、解約・入出金をともなうお手続など一部お受けできないお取扱がございますので、
ご来店の前にお電話*でご照会ください。

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ岐阜

岐阜市金町６－６ ニッセイ岐阜ビル

058-264-7188

○

○「ライフスクエア梅田」については、終日、解約・入出金をともなうお手続など、一部お受けできない
お取扱がございますのであらかじめご了承ください。

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ静岡

静岡市葵区追手町１－６ 日本生命静岡ビル

054-255-1151

○

＜土曜日の保険相談サービス＞11:00-18:00（祝日、12/31ー１/3は除きます）

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ浜松

浜松市中区砂山町３２５－３４ ニッセイ浜松駅前アネックス

053-453-8181

○

「ライフプラザ川越」「ライフプラザ柏」「ライフプラザ丸の内」「ライフプラザ品川」「ライフプラザ立川」
「ライフプラザ町田」「ライフプラザ名古屋」「ライフスクエア梅田」の８店舗で実施しています。

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ沼津

沼津市大手町２－１０－１７ ニッセイ沼津ビル

055-962-8702

○

★ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ名古屋 名古屋市東区東桜１－１３－３ ＮＨＫ名古屋放送センタービル

052-952-7890

9:00～20:00

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ名古屋駅前 名古屋市中村区名駅２－４５－７ 松岡ビル

052-583-7381

○

松本支社

＜営業時間＞月～金曜日（祝日、12/31ー１/3は除きます）

○お手続きはお取扱していません。事前にお電話*でご照会のうえ、ご来店ください。
＊電話受付時間：月～金曜日9:00-18:00（祝日、12/31ー１/3は除きます）

ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ愛知東

岡崎市康生通南２－１３ ニッセイ岡崎ビル

0564-26-1960

○

※尚、当分の間、営業を行っているお客様窓口の一部でも営業時間の変更及び短縮を行うことがあります。

