
平 成 26 年 8 月 2 1 日 

 

株 式 会 社  七 十 七 銀 行 

 

｢ローンセンター｣の営業日拡大等について 

～｢ローンセンター｣・｢相談プラザ｣・｢ほけんプラザ｣の 

営業日の拡大および営業時間の変更を行います～ 

 

 

株式会社  七十七銀行（頭取  氏家  照彦）では、住宅ローンをはじめとした個人

向けローン、資産運用、各種保険商品といった個人のお客さまの幅広いニーズにお応

えする｢ローンセンター｣、｢相談プラザ｣、｢ほけんプラザ｣について、より多くのお客

さまに便利にご利用いただくため、下記のとおり営業日の拡大および営業時間の変更

を行いますのでお知らせいたします。 

 

 

記 

 

１．｢本店ローンセンター｣、「泉ローンセンター」、「仙台東口ローンセンター」、 

「石巻ローンセンター」の営業日拡大 

変更前 変更後 

平日・土・日 

午前 9時～午後 4時 30 分 

※土・日以外の祝日、12 月 31 日～ 

1 月 3 日、5月 3日～5日を除きます。 

平日・土・日・祝日 

午前 9時～午後 4時 30 分 

※12 月 31 日～1月 3日を除きます。 

 

２．｢杜せきのしたローンセンター｣の営業日拡大 

変更前 変更後 

平日・土・日・祝日 

午前 9時～午後 4時 30 分 

※12 月 31 日～1 月 3 日、5 月 3 日～5 日

を除きます。 

平日・土・日・祝日 

午前 9時～午後 4時 30 分 

※12 月 31 日～1月 3日を除きます。 

 

 

 

－１－ 

 



 
 

－２－ 

３．｢明石台相談プラザ｣の営業時間変更 

変更前 変更後 

平日 午前 9時～午後 5時 

土・日・祝日 午前 10 時～午後 5時 

※12 月 31 日～1月 3日を除きます。 

平日・土・日・祝日 

午前 9時～午後 4時 30 分 

※12 月 31 日～1月 3日を除きます。 

 

４．｢７７明石台ほけんプラザ｣の営業時間変更 

変更前 変更後 

平日 午前 9時～午後 5時 

土・日・祝日 午前 10 時～午後 5時 

※12 月 31 日～1月 3日を除きます。 

平日・土・日・祝日 

午前 9時～午後 4時 30 分 

※12 月 31 日～1月 3日を除きます。 

 

５．変 更 日  平成 26 年 10 月 1 日（水） 

 

以  上 



（参考） 
 

平成 26 年 10 月 1 日以降の「ローンセンター」、「相談プラザ」、「ほけんプラザ」 
 
１．ローンセンター 

ローン 
センター名 

所在地 営業時間 

本店 
ローンセンター 

〒980-8777 

仙台市青葉区中央 3-3-20 

〔本店 3階〕 

℡022-211-9752 

長町 
ローンセンター 

〒982-0011 

仙台市太白区長町 7－19－70 

〔長町南支店 2階〕 

℡022-246-4466 

泉 
ローンセンター 

〒981-3133 

仙台市泉区泉中央 1-13-4 

（泉エクセルビル内） 

〔泉中央支店 2階〕 

℡022-218-6311 

仙台東口 
ローンセンター 

〒983-0852 

仙台市宮城野区榴岡 2-4-22 

（仙台東口ビル内） 

〔仙台東口支店 2階〕 

℡022-293-6077 

石巻 
ローンセンター 

〒986-0868 

石巻市恵み野 3-4-2 

（ホーマック敷地内） 

〔蛇田支店 2階〕 

℡0225-95-7788 

杜せきのした 
ローンセンター 

〒981-1227 

名取市杜せきのした 1-3-4 

〔杜せきのした支店内〕 

℡022-382-9277 

平日・土・日・祝日 

午前 9時～午後 4時 30 分 

※12 月 31 日～1月 3日を除く 

 
－３－ 

 



２．相談プラザ 

相談プラザ名 所在地 営業時間 

仙台駅前 
相談プラザ 

〒980-0021 

仙台市青葉区中央 1-10-1 ﾋｭｰﾓｽ

ﾌｧｲｳﾞ 1 階〔仙台駅前支店内〕 

℡(0120)60-4377 

明石台 
相談プラザ 

〒981-3332 

黒川郡富谷町明石台 6-1-415 

〔明石台支店内〕 

℡(0120)87-5077 

栗生 
相談プラザ 

〒989-3126 

仙台市青葉区落合 6-11-2 

〔栗生支店内〕 

℡(0120)56-2977 

平日・土・日・祝日 

午前 9時～午後 4時 30 分 

※12 月 31 日～1月 3日を除く 

 
 
３．ほけんプラザ 

ほけんプラザ名 所在地 営業時間 

７７明石台 
ほけんプラザ 

〒981-3332 

黒川郡富谷町明石台 6-1-415 

〔明石台支店内〕 

℡(0120)25-2377 

７７長町南 
ほけんプラザ 

〒982-0011 

仙台市太白区長町 7－19－70 

〔長町南支店 2階〕 

℡(0120)10-7577 

平日・土・日・祝日 

午前 9時～午後 4時 30 分 

※12 月 31 日～1月 3日を除く 

 
 
 
 
 
 
 
 

－４（終）－ 


