平成 24 年 4 月 12 日
各

位
大阪市中央区北浜一丁目 8 番 16 号
岩井コスモホールディングス株式会社
代表取締役社長
沖津 嘉昭
（ｺｰﾄﾞ番号：8707 東証・大証第 1 部)
責任者：取締役総務担当 笹川 貴生
TEL 06－4560－5800 (代表)

当社本店の
当社本店の移転並びに
移転並びに子会社合併
びに子会社合併に
子会社合併に伴う店舗の
店舗の統合及
統合及び移転に
移転に関するお知
するお知らせ

当社本店の移転及び子会社であるコスモ証券株式会社、岩井証券株式会社の合併（平成
24 年 5 月 1 日予定）に伴う店舗の統合及び移転につきまして下記のとおりお知らせいたし
ます。

記

１．当社本店の移転
移転日
平成 24 年 5 月 1 日予定
所在地
現 在：〒541-0041
大阪市中央区北浜一丁目８番１６号 大阪証券取引所ビル
TEL 06-4560-5800（代表）
変更後：〒541-8521
大阪市中央区今橋一丁目８番１２号
TEL 06-6229-2800（代表）

２．子会社合併に伴う店舗の統合及び移転
統合及び移転日
平成 24 年 5 月 1 日予定
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店舗の統合
現店舗

統合後

岩井証券 本店営業部※
〒541-0041
大阪府大阪市中央区北浜 1-8-16
大阪証券取引所ビル
TEL 06-6229-4654

岩井コスモ証券 本店営業部
〒541-8521
大阪府大阪市中央区今橋 1-8-12
TEL 06-6229-2890
（岩井証券の現電話番号も引き続きご利
用頂けます。）

コスモ証券 本店営業部
〒541-8521
大阪府大阪市中央区今橋 1-8-12
TEL 06-6229-2890
岩井証券 本店営業部※

岩井コスモ証券 川西支店
〒666-0033
兵庫県川西市栄町 10-5-102
TEL 072-756-1251

コスモ証券 川西支店
〒666-0033
兵庫県川西市栄町 10-5-102
TEL 072-756-1251
岩井証券 橿原支店※
〒634-0006
奈良県橿原市新賀町 235-6
TEL 0744-23-6151

岩井コスモ証券 奈良支店
〒630-8214
奈良県奈良市東向北町 1-1
TEL 0742-24-1161

コスモ証券 奈良支店
〒630-8214
奈良県奈良市東向北町 1-1
TEL 0742-24-1161
岩井証券 橿原支店※

岩井コスモ証券 高田支店
〒635-0086
奈良県大和高田市南本町 11-11
TEL 0745-53-3661

コスモ証券 高田支店
〒635-0086
奈良県大和高田市南本町 11-11
TEL 0745-53-3661
※

岩井証券の本店営業部及び橿原支店は合併に伴う店舗再編により、お客様毎に岩井コ
スモ証券の各店舗に統合いたします。お客様の新しいお取引部店につきましては、別
途、岩井証券よりご案内いたしております。
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店舗の統合
現店舗

統合後

岩井証券
イワイ・ネット・サポートセンター
東京サポートセンター
〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町 1-9-4
長寿ビル
TEL 03-3662-7382
名古屋サポートセンター
〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅 3-14-16
東洋ビルディング
TEL 052-563-6180
大阪サポートセンター
〒541-0041
大阪府大阪市中央区北浜 1-8-16
大阪証券取引所ビル
TEL 06-6229-4647
広島サポートセンター
〒730-0051
広島県広島市中区大手町 2-8-5
大手町センタービル
TEL 082-545-8311
福岡サポートセンター
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神 2-14-2
福岡証券ビル
TEL 092-726-7320

岩井コスモ証券
ネット取引サポート部
東京サポートセンター
〒101-8742
東京都千代田区内神田 1-13-4
SIA 新大手町ビル
TEL 0120-31-8611（フリーダイヤル）
大阪サポートセンター
〒541-8521
大阪府大阪市中央区今橋 1-8-12
TEL 0120-31-8611（フリーダイヤル）

コスモ証券
ネットトレードセンター（東京）
〒101-8742
東京都千代田区内神田 1-13-4
SIA 新大手町ビル
TEL 0120-31-8611（フリーダイヤル）
ネットトレードセンター（大阪）
〒541-8521
大阪府大阪市中央区今橋 1-8-12
TEL 0120-31-8611（フリーダイヤル）
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店舗の移転
現店舗

移転後

岩井証券 大阪コールセンター
〒541-0041
大阪府大阪市中央区北浜 1-8-16
大阪証券取引所ビル
TEL 06-6229-4641

岩井コスモ証券 大阪コールセンター
〒541-8521
大阪府大阪市中央区今橋 1-8-12
TEL 06-6229-4641

岩井証券 名古屋コールセンター
〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅 3-14-16
東洋ビルディング
TEL 052-563-6171

岩井コスモ証券 名古屋コールセンター
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄 3-7-13
コスモ栄ビル
TEL 052-269-0741

岩井証券 福岡コールセンター
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神 2-14-2
福岡証券ビル（7 階）
TEL 092-726-7311

岩井コスモ証券 福岡コールセンター
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神 2-14-2
福岡証券ビル（5 階）
（同ビル内での移転）
TEL 092-726-7311

岩井証券の岸和田支店、東京コールセンター、広島コールセンター及びコスモ証券の
その他の店舗は所在地の変更なく、岩井コスモ証券の店舗として引き継ぎ、営業いたし
ます。

本件に関するお問い合わせ先
総務部

TEL

06－4560－5801

以
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上

【参考】岩井コスモ証券株式会社 サービス網／サービス拠点（平成 24 年 5 月 1 日時点）
□対面取引

□コール取引

近畿地方

中部地方

●東京コールセンター
〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町 1-9-4
(長寿ビル)
Tel.03(3662)7354

●本店営業部
〒541-8521

●京都支店
〒600-8006

●名古屋支店
〒460-0008

大阪府大阪市中央区今橋 1-8-12
Tel.06(6229)2890

京都府京都市下京区四条通高倉東
入ル立売中之町 91
Tel.075(221)7671

愛知県名古屋市中区栄 3-7-13
(コスモ栄ビル)
Tel.052(251)8211

●本店法人営業部
〒541-8521

●奈良支店
〒630-8214

●福井支店
〒910-0005

大阪府大阪市中央区今橋 1-8-12
Tel.06(6229)2841

奈良県奈良市東向北町 1-1
Tel.0742(24)1161

福井県福井市大手 2-4-24
(福井大手ビル)
Tel.0776(23)2850

●梅田支店
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田 2-4-13
(阪神産経桜橋ビル)
Tel.06(6346)0451

●なんば支店
〒542-0076
大阪府大阪市中央区難波 2-2-3
(御堂筋グランドビル)
Tel.06(4708)0160

●高田支店
〒635-0086
奈良県大和高田市南本町 11-11
Tel.0745(53)3661

●和歌山支店
〒640-8331

●富山支店
〒930-0004
富山県富山市桜橋通り 1-18
(住友生命富山ビル)
Tel.076(431)3155

●大阪コールセンター
〒541-8521
大阪府大阪市中央区今橋 1-8-12
Tel.06(6229)4641

広島県広島市中区大手町 2-8-5
(大手町センタービル)
Tel.082(545)8088

●福岡コールセンター
〒810-0001

大阪府大阪市天王寺区東高津町 11-9
Tel.06(6762)1691

中国・九州地方

●堺支店
〒590-0076

●福山支店
〒720-0812

●岸和田支店
〒596-0054

愛知県名古屋市中区栄 3-7-13
(コスモ栄ビル)
Tel.052(269)0741

●広島コールセンター
〒730-0051

和歌山県和歌山市美園町 5-1-8
(山榮ビル)
Tel.073(424)6201

●上六支店
〒543-0021

大阪府堺市堺区北瓦町 2-4-18
(りそな堺東ビル)
Tel.072(238)0661

●名古屋コールセンター
〒460-0008

関東地方
●東京営業部
〒101-8742
東京都千代田区内神田 1-13-4
(SIA 新大手町ビル)
Tel.03(3233)5300

福岡県福岡市中央区天神 2-14-2
(福岡証券ビル)
Tel.092(726)7311

広島県福山市霞町 1-1-24
Tel.084(932)2211

●松江支店
〒690-0887

□ネット取引

島根県松江市殿町 111
Tel.0852(23)2331

●ネット取引サポート部
東京サポートセンター
〒101-8742

●東京法人営業部
〒101-8742

●福岡支店
〒810-0001

大阪府枚方市町楠葉 1-6-6
Tel.072(851)5191

東京都千代田区内神田 1-13-4
(SIA 新大手町ビル)
Tel.03(3233)5180

東京都千代田区内神田 1-13-4
(SIA 新大手町ビル)
0120(31)8611（フリーダイヤル）

福岡県福岡市中央区天神 2-14-2
(福岡証券ビル)
Tel.092(751)9831
●ネット取引サポート部

●西宮北口支店
〒662-0832

●西荻窪支店
〒167-0042

●大分支店
〒870-0029

兵庫県西宮市甲風園 1-6-12
Tel.0798(67)2816

東京都杉並区西荻北 2-2-5
Tel.03(3396)4341

大分県大分市高砂町 2-50
(OASIS ひろば 21)
Tel.097(534)1307

●川西支店
〒666-0033

●新宿支店
〒160-0022

大阪府岸和田市宮本町 27-1
Tel.072(422)4421

●くずは支店
〒573-1106

兵庫県川西市栄町 10-5-102
Tel.072(756)1251

●神戸支店
〒650-0021
兵庫県神戸市中央区三宮町 1-3-11
Tel.078(331)5201

●姫路支店
〒670-0924
兵庫県姫路市紺屋町 51
(日姫興産ビル)
Tel.079(222)3551

東京都新宿区新宿 3-2-1
(新宿三丁目ビル)
Tel.03(5369)1631

●横浜支店
〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸 1-4-1
(横浜天理教館)
Tel.045(410)2555

大阪サポートセンター
〒541-8521
大阪府大阪市中央区今橋 1-8-12
0120(31)8611（フリーダイヤル）

