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（2021年11月8日現在）

セブン銀行ATM
　全国のセブン－イレブンな
どにあるセブン銀行ATMで
当行キャッシュカードがお引
出しについてほぼ24時間ご
利用いただけます。

※詳しくは、当行ホームページ（https://nangin.jp）、または、セブン銀行ホームページ（https://www.sevenbank.co.jp/）をご覧ください。

(消費税等含む)

（202021年111年11月8月8日現在）

220
220

220
220

110

110

■ 店舗一覧 （本支店61カ店・3出張所） ※★マークは昼時間休業導入店舗（11：30〜12：30）但し県庁支店は11：00〜12：00が昼時間休業

店舗名 住　所 電話番号
キャッシュコーナーご利用時間 昼

時
間
休
業平　日 土・日・祝日

鹿児島県（本支店52カ店・出張所3カ所）

本店営業部 鹿児島市山下町１番１号 (099)226-1111 ８:００〜２１:００ ９:００〜１９:００

天文館支店 鹿児島市山下町１番１号（本店営業部内）  (099)226-1111 ８:００〜２１:００ ９:００〜１９:００

県庁支店 鹿児島市鴨池新町10番1号県庁行政棟内 (099)286-5481 ８:４５〜１８:００ 休ませていただきます ★

中央支店 鹿児島市中央町26番18号  (099)254-8166 ８:００〜19:００ ９:００〜１8:００

城南支店 鹿児島市新屋敷町26番10号  (099)226-1041 ８:４５〜19:００ ９:００〜１8:００

西田支店 鹿児島市西田２丁目15番15号  (099)258-2265 ８:00〜21:００ ９:００〜１9:００

明和出張所 鹿児島市西田２丁目15番15号（西田支店内） (099)258-2265 ８:00〜21:００ ９:００〜１9:００

玉里支店 鹿児島市玉里団地３丁目19番2号  (099)229-3691 ８:４５〜19:００ ９:００〜１8:００ ★

草牟田支店 鹿児島市草牟田２丁目19番20号  (099)226-2551 ８:４５〜19:００ ９:００〜１8:００ ★

伊敷支店 鹿児島市伊敷１丁目3番25号 (099)220-9236 ８:００〜19:００ ９:００〜１8:００

上町支店 鹿児島市大竜町3番11号  (099)226-0101 ８:00〜21:００ ８:00〜21:００

花棚支店 鹿児島市吉野2丁目29番20号 (099)243-5001 ８:４５〜19:００ ９:００〜１8:００

吉野支店 鹿児島市吉野町1762番地１ (099)243-5151 ８:４５〜19:００ ９:００〜１8:００ ★

脇田支店 鹿児島市宇宿3丁目16番3号  (099)258-3161 ８:００〜19:００ ９:００〜１8:００

紫原支店 鹿児島市紫原4丁目35番地19  (099)257-1911 ８:00〜21:００ ８:00〜21:００

桜ヶ丘支店 鹿児島市桜ヶ丘３丁目３番地６ (099)265-1711 ８:４５〜19:００ ９:００〜１8:００ ★

星ヶ峯支店 鹿児島市星ヶ峯２丁目26番７号 (099)265-1211 ８:４５〜19:００ ９:００〜１8:００ ★

谷山支店 鹿児島市和田1丁目22番地1  (099)268-2141 ８:４５〜19:００ ９:００〜１8:００

西谷山出張所 鹿児島市西谷山１丁目８番25号 (099)268-1300 ８:４５〜19:００ ９:００〜１8:００

卸本町支店 鹿児島市卸本町6番地13  (099)260-2611 ８:４５〜２１:００ ９:００〜１９:００

東谷山支店 鹿児島市東谷山２丁目41番23号 (099)268-7711 ８:４５〜19:００ ９:００〜１8:００

荒田支店 鹿児島市荒田２丁目11番4号  (099)254-9101 ８:００〜２0:００ ９:００〜１8:００

与次郎ヶ浜支店 鹿児島市与次郎１丁目9番35号  (099)259-1351 ８:００〜２１:００ ９:００〜１９:００

鴨池支店 鹿児島市鴨池１丁目32番12号    (099)252-2303 ８:４５〜19:００ ９:００〜１8:００

喜入支店 鹿児島市喜入町7016番地1  (099)345-2222 ８:４５〜１８:００ ９:００〜１８:００ ★

国分支店 霧島市国分中央１丁目27番25号  (0995)45-0460 ８:00〜21:００ ９:００〜１９:００

隼人支店 霧島市隼人町見次300番地４ (0995)43-1623 ８:00〜21:００ ９:００〜19:００

加治木支店 姶良市加治木町本町121番地  (0995)62-3161 ８:00〜21:００ ９:００〜１９:００

姶良支店 姶良市宮島町21番地11 (0995)65-6111 ８:00〜21:００ ９:００〜19:００

種子島支店 西之表市東町154番地  (0997)22-1541 ８:４５〜１８:００ ９:００〜１７:００

屋久島支店 熊毛郡屋久島町宮之浦93番地  (0997)42-0511 ８:４５〜１８:００ ９:００〜１７:００ ★

安房支店 熊毛郡屋久島町宮之浦93番地（屋久島支店内） (0997)42-0511 ８:４５〜１８:００ ９:００〜１7:００ ★

大島支店 奄美市名瀬末広町1番26号  (0997)52-2441 ８:４５〜１９:００ ９:００〜１９:００

川内支店 薩摩川内市西向田町14番15号  (0996)22-3171 ８:00〜21:００ ９:００〜１９:００

上川内出張所 薩摩川内市中郷２丁目６番18号 (0996)23-1001 ８:00〜21:００ ９:００〜１９:００

店舗名 住　所 電話番号
キャッシュコーナーご利用時間 昼

時
間
休
業平　日 土・日・祝日

鹿児島県（本支店52カ店・出張所3カ所）

出水支店 出水市昭和町10番１号 (0996)62-0195 ８:00〜21:００ ９:００〜１９:００

阿久根支店 阿久根市琴平町42番地  (0996)72-0485 ８:00〜21:００ ９:００〜１９:００

宮之城支店 薩摩郡さつま町宮之城屋地1569番地  (0996)53-0830 ８:00〜21:００ ９:００〜１9:００

大口支店 伊佐市大口上町9番地4 (0995)22-1521 ８:00〜21:００ ９:００〜１９:００

串木野支店 いちき串木野市旭町173番地  (0996)32-3141 ８:00〜21:００ ９:００〜１９:００

甑島支店 薩摩川内市上甑町中甑311番地  (09969)2-0019 ８:４５〜１７:００ 休ませていただきます ★

下甑支店 薩摩川内市上甑町中甑311番地（甑島支店内） (09969)2-0019 ８:４５〜１７:００ 休ませていただきます ★

鹿屋支店 鹿屋市大手町1番1-2102号  (0994)42-3145 ８:00〜21:００ ９:００〜１９:００

笠之原支店 鹿屋市笠之原町1番70号  (0994)43-6911 ８:00〜21:００ ９:００〜１9:００

垂水支店 垂水市本町12番地  (0994)32-1134 ８:00〜21:００ ９:００〜１9:００

志布志支店 志布志市志布志町志布志2丁目15番8号  (099）472-1027 ８:00〜21:００ ９:００〜１9:００

末吉支店 曽於市末吉町上町4丁目4番地11  (0986)76-1155 ８:00〜21:００ ９:００〜１9:００

加世田支店 南さつま市加世田本町50番地1  (0993)52-2161 ８:00〜21:００ ９:００〜１９:００

吹上支店 日置市吹上町中原2466番地  (099)296-2141 ８:00〜21:００ ９:００〜１9:００ ★

伊集院支店 日置市伊集院町徳重2丁目6番地5  (099)273-2151 ８:00〜21:００ ９:００〜１9:００

川辺支店 南九州市川辺町平山6960番地  (0993)56-1161 ８:00〜21:００ ９:００〜１9:００ ★

枕崎支店 枕崎市西本町77番地  (0993)72-3221 ８:00〜21:００ ９:００〜１９:００

頴娃支店 南九州市頴娃町郡1424番地  (0993)36-1135 ８:00〜21:００ ９:００〜１9:００ ★

指宿支店 指宿市大牟礼１丁目20番2号  (0993)22-3201 ８:00〜21:００ ９:００〜１９:００

ミナミネット支店 鹿児島市中町11番11号南日本銀行第2ビル1F 0120-791-373 ー ー

宮崎県（支店2カ店）
宮崎支店 宮崎市橘通西3丁目3-27（アートセンタービル2階） (0985)22-5135 ー ー ★

都城支店 都城市上町９街区26号 (0986)23-0668 9:００〜18:００ 休ませていただきます

熊本県（支店4カ店）
熊本営業部 熊本市中央区下通１丁目7番20号 (096)352-7131 9:００〜18:００ 9:００〜18:００

玉名支店 熊本市中央区下通１丁目7-20（熊本営業部内） (096)352-7131 9:００〜18:００ 9:００〜18:００

八代支店 八代市本町３丁目1番19号 (0965)32-2141 9:００〜18:００ 9:００〜18:００

人吉支店 人吉市紺屋町73番地1 (0966)22-3225 9:００〜19:００ 9:００〜18:００

福岡県（支店2カ店）
福岡支店 福岡市博多区冷泉町10番21号南日本博多ビル2階 (092)281-2631 9:００〜18:００ 休ませていただきます ★

小倉支店 北九州市小倉北区馬借３丁目2番23号 (093)521-4081 9:００〜17:００ 休ませていただきます ★

東京都（支店1カ店）
東京支店 東京都千代田区鍛冶町1丁目9番16号 丸石第二ビル8階 (03)3258-7311 ー ー

店舗名 取扱業務 住　所 電話番号 営業日 営業時間

鹿児島県（1カ所）

with you プラザ
消費者ローンセンター 消費者ローンご相談 鹿児島市中町11番11号

南日本銀行第2ビル1F
0120-791-373 平日 9:００〜17:００

住宅ローンセンター 住宅ローンご相談 0120-131-373 平日・土・日※ 9:００〜17:００

※12月31日〜1月3日および祝日を除く

■ 各種相談窓口

上記は屋久島支店ATMの営業時間

上記は甑島支店ATMの営業時間上記は西田支店ATMの営業時間

上記は本店営業部ATMの営業時間

上記は熊本営業部ATMの営業時間

■窓口営業時間のご案内 平日 9：00〜15：00 
■昼時間窓口業の店舗に関しては当行ホームページ(https://nangin.jp)でご確認ください。
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（2021年11月8日現在）

セブン銀行ATM
　全国のセブン－イレブンな
どにあるセブン銀行ATMで
当行キャッシュカードがお引
出しについてほぼ24時間ご
利用いただけます。
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■ 店舗外CD・ATM （2021年11月8日現在）
店舗外現金自動設備（70カ所）

店舗名 キャッシュコーナーご利用時間
鹿児島市 平　日 土・日・祝日

鹿児島市役所共同 8:00〜18:00 休ませていただきます

山形屋 10:00〜19:30 10:00〜19:30

マルヤガーデンズ共同 10:00〜20:00 10:00〜20:00

天神ぴらもーる通り 8:00〜21:00 8:00〜21:00

ローソン鹿児島東千石店 8:00〜23:00 8:00〜23:00

コモナートビル共同 8:00〜21:00 8:00〜21:00

ローソン照国神社前店 8:00〜23:00 8:00〜23:00

ローソン鹿児島北ふ頭店 8:00〜23:00 8:00〜23:00

アーバンポート 8:00〜21:00 8:00〜21:00

ローソン鹿児島中央駅前店 8:00〜23:00 8:00〜23:00

ローソン鹿児島中央バスターミナル店 8:00〜23:00 8:00〜23:00

JR鹿児島中央駅共同 8:00〜21:00 8:00〜21:00

ローソン鹿児島唐湊新川店 8:00〜23:00 8:00〜23:00

コープ田上店共同 9:00〜21:00 9:00〜21:00

ローソン鹿児島武岡五丁目店 8:00〜23:00 8:00〜23:00

ファミリープラザめいわ出張所 8:45〜19:00 9:00〜18:00

大峯流通団地共同 8:00〜21:00 8:50〜19:00

タイヨー西陵店 8:30〜21:00 8:30〜21:00

ドラッグイレブン下荒田店 8:00〜21:00 8:00〜21:00

イオン鹿児島鴨池店共同 9:00〜21:00 9:00〜21:00

ローソン鹿児島錦江町店 8:00〜23:00 8:00〜23:00

フレスポジャングルパーク共同 8:00〜21:00 8:00〜21:00

鴨池新町南国ビル 9:00〜18:00 9:00〜17:00

ニシムタスカイマーケット鴨池店共同 8:00〜21:00 8:00〜21:00

ローソン鹿児島小山田店 8:00〜23:00 8:00〜23:00

ホームマートニシムタ伊敷店共同 8:00〜21:00 8:00〜21:00

ローソン鹿児島小野三丁目店 8:00〜23:00 8:00〜23:00

三船病院 9:00〜17:00 （土曜日のみ稼働）
9:00〜17:00

店舗名 キャッシュコーナーご利用時間
鹿児島市 平　日 土・日・祝日

ローソン鹿児島宇宿町店 8:00〜23:00 8:00〜23:00

サンキュー新栄店 8:00〜21:00 8:00〜21:00

ローソン鹿児島新栄町店 8:00〜23:00 8:00〜23:00

鹿児島大学病院 9:00〜19:00 9:00〜19:00

オプシアミスミ 10:00〜21:00 10:00〜21:00

イオンモール鹿児島 9:00〜21:00 9:00〜21:00

エヌシティニシムタ谷山店 8:00〜21:00 8:00〜21:00

ローソン鹿児島谷山中央一丁目店 8:00〜23:00 8:00〜23:00

タイヨー坂之上店共同 8:30〜21:00 8:30〜21:00

タイヨー中山店 8:30〜21:00 8:30〜21:00

ローソン鹿児島中山中津店 8:00〜23:00 8:00〜23:00

タイヨー松元店 9:00〜21:00 9:00〜21:00

北薩地区
パワーランド川内 8:00〜21:00 8:00〜21:00

プラッセだいわ川内店共同 10:00〜20:00 10:00〜20:00

だいわ中郷店共同 9:30〜21:00 9:30〜21:00

サンキュー出水店 9:00〜21:00 9:00〜21:00

プラッセだいわ宮之城店共同 9:30〜21:00 9:30〜21:00

はやひと 9:00〜17:00 休ませていただきます

だいわ串木野店共同 9:30〜21:00 9:30〜21:00

里支所 9:00〜18:00 9:00〜17:00

甑島支店下甑出張所 9:00〜18:00 9:00〜18:00

長浜緑地公園 9:00〜18:00 9:00〜17:00

南薩地区
南さつま市役所 9:00〜18:00 休ませていただきます

ニシムタ加世田店 9:00〜20:00 9:00〜19:00

伊集院銀天街出張所 8:00〜21:00 9:00〜19:00

山形屋ストア妙円寺店 9:30〜20:00 9:30〜20:00

店舗名 キャッシュコーナーご利用時間
南薩地区 平　日 土・日・祝日

ローソン伊集院麦生田店 8:00〜23:00 8:00〜23:00

グラード伊集院共同 8:30〜21:00 8:30〜21:00

ニシムタ指宿店共同 9:00〜21:00 9:00〜21:00

ニシムタ枕崎店 9:00〜21:00 9:00〜21:00

大隅地区
垂水中央病院 9:00〜19:00 9:00〜19:00

コープかごしま鹿屋店共同 9:30〜21:00 9:30〜21:00

ミネサキ旭原店 8:00〜21:00 9:00〜19:00

サンポートしぶしアピア共同 10:00〜20:00 10:00〜19:00

姶良地区
タイヨー国分新町店共同 8:30〜21:00 8:30〜21:00

霧島市立医師会医療センター 9:30〜18:00 休ませていただきます

イオン隼人国分ショッピングセンター共同 9:00〜21:00 9:00〜21:00

フレスポ国分ジャングルパーク共同 9:00〜21:00 9:00〜21:00

イオンタウン姶良共同 9:00〜21:00 9:00〜21:00

種子島地区
プラッセだいわ種子島店 9:30〜21:00 9:30〜21:00

屋久島地区
屋久島支店安房出張所 9:00〜18:00 9:00〜17:00

熊本県玉名市
熊本営業部玉名出張所 9:00〜18:00 9:00〜18:00


