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サービスマーケティング　企画推進本部 〒160-0022 東京都新宿区新宿4-2-23 （新四curumu11F） TEL.03-6380-4818  FAX.03-5368-6167

　◎技術支援 ： サポートセンター 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町8-2 （NCO神田紺屋町5F） TEL.03-6206-4419  FAX.03-3252-7918

  ◎障害受付 ： コールセンター フリーダイヤル TEL.0120-025-037

　◎障害受付 ： ＳＭＡＣ TEL.044-330-3334  FAX.044-280-8733

豊洲事業所(ソリューションセンター) 〒135-0051 東京都江東区枝川１-10-24 （FACE-1ﾋﾞﾙ5F） TEL.03-5665-2661  FAX.03-5665-2654

東日本カスタマサービス本部 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町8-2 （NCO神田紺屋町5F） TEL.03-3252-7943  FAX.03-3252-7918

　　札　　幌 〒060-0001 北海道札幌市中央区北一条西6丁目1-2 （ｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ札幌ﾋﾞﾙ3F） TEL.011-271-5218  FAX.011-261-1927

　　青　　森 〒030-0812 青森県青森市堤町1-6-7-3F ㈱吉田ｼｽﾃﾑ内 TEL.0177-21-0025  FAX.0177-21-0027

　　盛　　岡 〒020-0866 岩手県盛岡市本宮１-5-23（NTﾋﾞﾙ2F）㈱吉田ｼｽﾃﾑ内 TEL.019-681-1856  FAX.019-681-1857

　　秋　　田 〒010-0964 秋田県秋田市八橋鯲沼町1-60 ㈱アキタシステムマネジメント内 TEL.018-863-9341  FAX.018-863-9347

　　仙　　台 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-2-3 (仙台MTﾋﾞﾙ10F) TEL.022-292-0515  FAX.022-256-0370

　　宇 都 宮 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷1-9-15 （ﾌﾛｰﾗﾋﾞﾙ5F) TEL.028-633-8001  FAX.028-610-5277

　　水　　戸 〒310-0804 茨城県水戸市白梅2-6-3 （平和公園三和ﾋﾞﾙ2F） TEL.029-221-2635  FAX.029-221-2659

　　大　　宮 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１－７東通ビル７F TEL.048-649-2026  FAX.048-644-5915

　　熊　　谷 〒360-0033 埼玉県熊谷市曙町1-67-1 (埼北生コン会館3F) TEL.  048-577-6581048-577-6581

　　千　　葉　 〒277-0843 千葉県柏市明原1-8-22 （三井生命柏第二ﾋﾞﾙ2F） TEL.04-7147-2041  FAX.04-7148-7157

　　神　　田 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町8-2 （NCO神田紺屋町5F） TEL.03-3252-7943  FAX.03-3252-7918

　　豊　  洲 〒135-0051 東京都江東区枝川１-10-24 （FACE-1ﾋﾞﾙ5F） TEL.03-5665-2661  FAX.03-5665-2677

　　立　　川 〒190-0012 東京都立川市曙町2-22-22 （TBK立川ﾋﾞﾙ3F） TEL.042-526-3955  FAX.042-526-3956

　　川　　崎 〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580　　ソリッドスクエア西館　20F TEL.044-280-9360  FAX.044-541-6534

　　新　　潟 〒950-0983 新潟県新潟市中央区神道寺1-1-18　ファーストクラス神道寺302号 TEL.025-244-9115  FAX.025-242-2479

　　松　　本 〒390-0874 長野県松本市大手1-1-28 アルコ松本　301号室 TEL.0263-50-5282  FAX.0263-50-5283

中部カスタマサービス本部 〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜1-13-3 （NHK名古屋放送ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ17F） TEL.052-952-8615  FAX.052-952-8617

　◎障害受付 ： サービスデスク TEL.052-952-8620  FAX.052-952-7815

名古屋パーツセンター 〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜1-13-3 （NHK名古屋放送ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ17F） TEL.052-253-8370      FAX.052-952-8627

　　名 古 屋 〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜1-13-3 （NHK名古屋放送ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ17F） TEL.052-952-8615  FAX.052-952-8627

　　三　　河 〒448-0027 愛知県刈谷市相生町2-29-2 K-front2 5F TEL.0566-63-6555  FAX.0566-21-6590

　　静　　岡 〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町11-1 （静銀・中京銀 静岡駅南ﾋﾞﾙ7F） TEL.054-288-5030  FAX.054-288-5040

　　浜　　松 〒430-0935 静岡県浜松市中区伝馬町312-32 （浜松シティビル 5F) TEL.053-456-1311  FAX.053-456-8939

　　　  津　　（三重） 〒514-0009 三重県津市羽所町345 （津駅前第一ﾋﾞﾙ6F） TEL.059-225-9176  FAX.059-225-9177

　　金　　沢 〒920-0853 石川県金沢市此花町9-23 グラーサ・グランペール102号室 TEL.076-222-8538  FAX.076-222-8990

西日本カスタマサービス本部 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 （新大阪ﾄﾗｽﾄﾀﾜ-13F） TEL.06-6350-5080  FAX.06-6350-5065

　◎障害受付 ： サービスデスク TEL.06-4807-7577  FAX.06-4807-7724

新大阪パーツセンター 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 （新大阪ﾄﾗｽﾄﾀﾜ-13F） TEL.06-4807-7577  FAX.06-6350-5065

　　新 大 阪 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 （新大阪ﾄﾗｽﾄﾀﾜ-13F） TEL.06-6350-5080  FAX.06-6350-5065

　　京　　都 〒604-8171 京都府京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町566-1 （井門明治安田生命ﾋﾞﾙ6F） TEL.075-255-0591  FAX.075-255-0598

　　神　　戸 〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-12 （三宮ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ東館7F） TEL.078-272-4600  FAX.078-272-4610

　　姫　　路 〒670-0965 兵庫県姫路市東延末2-166 （ﾊﾘﾏ第一ﾋﾞﾙ104号） TEL.079-288-6822  FAX.079-288-0740

　　北 近 畿 〒668-0807 兵庫県豊岡市山本 173-1　㈱ｹｰ･ｵｳ･ｴｲ内 TEL.0120-03-0524  FAX.0796-24-5546

　　岡　  山　 〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井1-1-3 （日本生命岡山第2ﾋﾞﾙ新館2F） TEL.086-803-3155  FAX.086-224-3277

　　広　　島 〒730-0036 広島県広島市中区袋町3-17 シシンヨービル 12階 TEL.082-545-5600  FAX.082-241-3711

　　山　　口 〒754-0014 山口県山口市小郡高砂町3番地26号　ﾅｶﾞｵﾋﾞﾙ 2F TEL.083-976-0655  FAX.083-976-0656

　　島　　根 〒690-0044 島根県松江市浜乃木2-6-9 （宅和ﾋﾞﾙ）　㈱ｹｰ･ｵｳ･ｴｲ内 TEL.0120-03-0524  FAX.0852-26-0437

　　鳥　　取 〒680-0911 鳥取県鳥取市千代水3-132　㈱ｹｰ･ｵｳ･ｴｲ内 TEL.0120-03-0524  FAX.0857-28-6451

　　米　　子 〒683-0853 鳥取県米子市両三柳328　㈱ｹｰ･ｵｳ･ｴｲ内 TEL.0120-03-0524  FAX.0859-24-1022

　　松　　山 〒790-0003 愛媛県松山市三番町4-4-6 （松山ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ2号館7F） TEL.089-941-8221  FAX.089-941-8256

　　高　　松 〒760-0033 香川県高松市丸の内4-4 （四国通商ビル4Ｆ 404号） TEL.087-822-8111  FAX.087-822-8112

　　高　　知 〒783-0060 高知県南国市蛍が丘2-2-1 （南国ｵﾌｨｽﾊﾟｰｸ）　㈱ｱｲﾋﾞｽ内 TEL.088-862-3692  FAX.088-862-2181

　　福　　岡 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-1 （日本生命博多駅前ﾋﾞﾙ11F） TEL.092-431-3663  FAX.092-431-3876

    長      崎 〒852-8065 長崎県長崎市横尾３丁目３６番１２号　田崎コーポⅡ 日信ITﾌｨｰﾙﾄﾟｻｰﾋﾞｽ㈱内 TEL.0120-025-037   

　　大　　分 〒870-0108 大分県大分市三佐３丁目１番３号　鶴崎司法会館 日信ITﾌｨｰﾙﾄﾟｻｰﾋﾞｽ㈱内 TEL.0120-025-037  FAX.097-503-5445

　　熊　　本 〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺6-27-20 （神水恵比寿ﾋﾞﾙ2F） TEL.096-213-0688  FAX.096-381-0870

　　宮　　崎 〒880-0912 宮崎県宮崎市大字赤江字飛江田224番地　㈱ﾃﾞﾝｻﾝ内 TEL.0985-56-4108  FAX.0985-55-2162

　　鹿 児 島 〒892-0836 鹿児島県鹿児島市錦江町1番20号五反田ビル2F　　㈱ﾃﾞﾝｻﾝ内 TEL.099-226-6632  FAX.099-226-6636

　　沖　　縄 〒901-2125 沖縄県浦添市仲西 1-3-25　ﾌﾛﾝﾃｰｼﾞ仲西903 TEL.098-879-6667  FAX.098-879-7390
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