応募事務手続きのご案内
ＮＡＰホールディングス株式会社による
株式会社ノバレーゼ株式の公開買付け

野村證券株式会社
（ＮＡＰホールディングス株式会社公開買付代理人）

本書はあくまでも一般的なお手続きを簡略化して記載したものです。特に税務上の問題は勘案しており
ませんので、ご自身でご確認いただきますようお願いいたします。
野村ネット＆コールによる応募の受付をご希望の場合、別紙「【野村ネット＆コール】公開買付け応募
事務手続き」をご参照ください。
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本公開買付けの概要


公開買付者

ＮＡＰホールディングス株式会社



対象者

株式会社ノバレーゼ



買付け等の期間

平成 28 年９月２日（金）から
平成 28 年 10 月 18 日（火）の 15 時 30 分まで



買付け等の価格

普通株式



買付予定数

10,286,590 株

１株につき金 1,944 円

（買付予定数の下限 7,594,500 株、買付予定数の上限－株）
応募株券等の総数が買付予定数の下限に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け
を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限以上である場合には応募株券等
の全部の買付けを行います。



決済の開始日

平成 28 年 10 月 25 日（火）



応募受付場所

野村證券株式会社の本店及び全国各支店
（以下、
「野村證券」といいます。
）

※詳細は、野村證券で交付する公開買付説明書をご覧ください。

応募要領


野村證券に口座をお持ちの場合は、お取引店にてお手続きください。



野村證券に口座をお持ちでない場合は、まず、野村證券に口座を開設していただく必要があります。
ご印鑑の他にマイナンバー（個人番号）又は法人番号及び本人確認書類等をご用意ください（Ｐ６
「マイナンバー（個人番号）又は法人番号、本人確認書類等」をご参照ください。）。



本公開買付けにおいては、野村證券以外の証券会社（金融商品取引業者）を経由した応募の受付は
行われません。



野村ネット＆コールにより応募する場合は別紙「【野村ネット＆コール】公開買付け応募事務手続
き」をご参照ください。



野村證券のオンラインサービスである野村ホームトレードを経由した応募の受付は行われません。
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実際のお手続き（本店又は全国各支店でお手続きする場合）
以下、いくつかのケースに従って、
「ご用意いただくもの」と「お手続きの流れ」をまとめておりま
す。該当するケースをご確認のうえ、お手続きください。

ケース１



株券等が野村證券の口座に記録されている場合

公開買付応募申込書のご提出のみで応募を行うことができます
ご用意いただくもの

原則、不要（※１）

野村證券

公開買付応募申込書の
ご提出（※２）（※３）

※１ 既に口座を有している場合であっても、住所変更、取引店変更、税務に係る手続き等の都度、マイナンバー（個人番号）又は法人
番号及び本人確認書類等が必要な場合がありますので、事前にお取引店にお問合せください。
※２ 野村證券より公開買付説明書をお渡しいたしますので、あらかじめご覧のうえ、応募をご検討ください。
※３ 郵送による応募手続きをご希望される場合は、野村證券にお問合せください。

ケース２



株券等が野村證券以外の証券会社（金融商品取引業者）の口座に記録されている場合

野村證券に設定した口座に振替えていただく必要があります

ご用意いただくもの

① ご印鑑（※１）
②マイナンバー（個人番号）
又は法人番号（※１）
③ 本人確認書類等（※１）

野村證券

① 口座開設（野村證券に口
座をお持ちでない場合）
② 応募する旨をお伝えくだ
さい

株券等が記録されて
いる証券会社
（金融商品取引業者）

野 村 證 券 へ の口 座 振
替 の 依 頼 を 行っ て く
ださい

野村證券

公開買付応募申込書の
ご提出（※２）（※３）

口 座振替 が完 了しま
したら、野村證券より
完 了した 旨を ご連絡
いたします

※１ 野村證券に口座をお持ちでない場合、口座開設のためご印鑑が必要となるほか、マイナンバー（個人番号）又は法人番号及び本人
確認書類等が必要になります。
※２ 野村證券より公開買付説明書をお渡しいたしますので、あらかじめご覧のうえ、応募をご検討ください。
※３ 郵送による応募手続きをご希望される場合は、野村證券にお問合せください。
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ケース３



株券等が特別口座に記録されている場合

特別口座から野村證券に設定した口座に振替えていただく必要があります

ケース３－１

野村證券に振替えの取次ぎを依頼する場合

ご用意いただくもの

① ご印鑑（※１）
②マイナンバー（個人番号）
又は法人番号（※１）
③ 本人確認書類等（※１）

野村證券

① 口座開設（野村證券に口座をお持ちでない場合）
② 応募する旨をお伝えください
③ 口座振替申請書のご提出（※２）

野村證券

公開買付応募申込書の
ご提出

（※３）（※４）

口座振替が完了しましたら、野村證券より完了した
旨をご連絡いたします

※１ 野村證券に口座をお持ちでない場合、口座開設のためご印鑑が必要となるほか、マイナンバー（個人番号）又は法人番号及び本人
確認書類等が必要になります。
※２ 野村證券に設定の口座と特別口座の名義が違う場合、口座振替の取次ぎができませんのでご留意ください。
※３ 野村證券より公開買付説明書をお渡しいたしますので、あらかじめご覧のうえ、応募をご検討ください。
※４ 郵送による応募手続きをご希望される場合は、野村證券にお問合せください。

ケース３－２

特別口座が設定されている信託銀行等に振替えを依頼する場合

ご用意いただくもの

① ご印鑑（※１）
②マイナンバー（個人番号）
又は法人番号（※１）
③本人確認書類等（※１）

野村證券

① 口座開設（野村證券に口
座をお持ちでない場合）
② 応募する旨をお伝えくだ
さい

特別口座が設定されて
いる信託銀行等（※２）

野 村 證 券 へ の口 座 振
替 の 依 頼 を 行っ て く
ださい

野村證券

公開買付応募申込書の
ご提出（※３）（※４）

口 座振替 が完 了しま
したら、野村證券より
完 了した 旨を ご連絡
いたします

※１ 野村證券に口座をお持ちでない場合、口座開設のためご印鑑が必要となるほか、マイナンバー（個人番号）又は法人番号及び本人
確認書類等が必要となります。
※２ 特別口座については対象者の特別口座の口座管理機関である信託銀行等にお問合せください。
※３ 野村證券より公開買付説明書をお渡しいたしますので、あらかじめご覧のうえ、応募をご検討ください。
※４ 郵送による応募手続きをご希望される場合は、野村證券にお問合せください。
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ケース２、ケース３での留意点
１. 上記の図では、「口座開設時（野村證券に口座をお持ちでない場合）」と「公開買付応募
申込書のご提出時」の計２回、野村證券にご来店いただくことになりますが、ご来店が
困難な場合は、お気軽にご相談ください。
２. 公開買付けへの応募は口座振替が完了してからとなります。
株券等が記録されている金融商品取引業者等より野村證券に設定した口座に振替える場
合、通常４～５営業日程度の日数がかかりますが、金融商品取引業者等や口座振替を行
う時期によって異なりますのでご留意ください。新規に野村證券に口座を開設する場合
はさらに２～３営業日必要な場合があります。
特に応募最終日近くの口座振替については、口座振替が応募最終日に間に合わなくなり、
公開買付けに応募できなくなる可能性がありますので、口座振替を依頼される金融商品
取引業者等に口座振替の日程をご確認いただき、お早めにご対応ください。
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マイナンバー（個人番号）又は法人番号、本人確認書類等
野村證券に新規に口座を開設する場合、ご印鑑が必要となるほか、マイナンバー（個人番号）又は法
人番号及び本人確認書類等が必要になります。また、既に口座を有している場合であっても、住所変
更、取引店変更、税務に係る手続き等の都度、マイナンバー（個人番号）又は法人番号及び本人確認
書類等が必要な場合があります。なお、マイナンバー（個人番号）を確認するために提出する書類に
より、必要となる本人確認書類が異なります。マイナンバー（個人番号）又は法人番号を確認するた
めの書類及び本人確認書類の詳細につきましては、野村證券にお尋ねください。
 個人の場合
マイナンバー（個人番号）提供時の必要書類
マイナンバー（個人番号）の提供に際しては、所定の「マイナンバー提供書」のほか、[1] マイナ
ンバー（個人番号）を確認するための書類と、[2] 本人確認書類が必要です。
[1] マイナンバー（個人番号）を確認するための書類
個人番号カード、通知カード、マイナンバー（個人番号）の記載された住民票の写し、マイナンバ
ー（個人番号）の記載された住民票記載事項証明書、のいずれか１点が必要です。
[2] 本人確認書類
マイナンバー（個人番号）を

必要な本人確認書類

確認するための書類
個人番号カード

不要
[A]のいずれか１点、

通知カード

または[B]のうち２点

マイナンバー（個人番号）の記載された

[A]または[B]のうち、

住民票の写し

「住民票の写し」「住民票記載事項証明書」

マイナンバー（個人番号）の記載された

以外の１点

住民票記載事項証明書
[A] 顔写真付の本人確認書類
・有効期間内の原本のコピーの提出が必要

旅券（パスポート）
、運転免許証、運転経歴証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福
祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
[B] 顔写真のない本人確認書類
・発行から６ヶ月以内の原本またはコピーの提出が必要
住民票の写し、住民票の記載事項証明書、印鑑登録証明書
・有効期間内の原本のコピーの提出が必要
健康保険証（各種）
、国民年金手帳（氏名・住所・生年月日の記載があるもの）、福祉手帳
（各種）
※本人確認書類（原本・コピー）は、以下２点を確認できる必要があります。
①本人確認書類そのものの有効期限
②申込書に記載された住所・氏名・生年月日
※コピーの場合は、あらためて原本の提示をお願いする場合があります。
※野村證券より本人確認書類の記載住所に「取引に係る文書」を郵送し、ご本人様の確認をさせてい
ただきます。
※新規口座開設、住所変更等の各種手続きに係る本人確認書類を提出いただく場合、口座名義人様の
本人確認書類に限りマイナンバー（個人番号）の提供に必要な書類を兼ねることができます（同じ
ものを２枚以上提出いただく必要はありません。
）
。
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 法人の場合
登記簿謄本、官公庁から発行された書類等の本人確認書類の提供が必要になります。
※本人特定事項
①名称
②本店又は主たる事務所の所在地
※法人自体の本人確認に加え、代表者もしくは代理人・取引担当者個人（契約締結の任に当たる者）の本人
確認が必要となります。

法人番号の提供に際しては、法人番号を確認するための書類として、
「国税庁 法人番号公表サイト」
で検索した結果画面を印刷したもの又は「法人番号指定通知書」のコピーが必要となります。また、
所定の「法人番号提供書」が必要となる場合があります。
 外国人（居住者を除きます。）
、外国に本店又は主たる事務所を有する法人の場合
日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、
居住者の本人確認書類に準じるもの等の本人確認書類が必要になります。
野村ネット＆コールにおいて応募する場合で、新規に口座を開設する場合には、野村ネット＆コール
のウェブサイト（https://netcall.nomura.co.jp/）
、又は野村ネット＆コール

カスタマーサポート

まで口座開設キットをご請求いただき、お手続きください。口座開設には一定の期間を要しますので、
必要な期間等をご確認いただき、早めにお手続きください。
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公開買付けにかかる税金
■個人の応募者にかかる税金
居住者である個人株主が公開買付けに応募した場合、株式等の譲渡所得等には原則として申告分離課
税が適用されます。なお、税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身
でご判断いただきますようお願いします。
■特定口座について
一般口座からの応募と同様です。野村證券以外の証券会社（金融商品取引業者）の特定口座に記録さ
れている株券等を応募する場合は、野村證券の特定口座に振替えていただく必要があります。振替え
ていただいたあとに、応募手続きを野村證券で行います。

公開買付けの応募にかかる手数料
公開買付けの応募自体に手数料はかかりません。
■口座振替にかかる手数料について
株券等を記録している金融商品取引業者等から野村證券に口座振替する際に、手数料がかかる場合が
あります。詳細につきましては、口座振替を依頼する各金融商品取引業者等にお問合せください。
■売却代金の受取りについて
売却代金を振込みで受け取る場合、送金手数料がかかる場合があります。

単元未満株式のお取扱い
単元未満株式も本公開買付けの対象となっております。なお、単元未満株式には、株券電子化施行以
前に登録株であったものも含まれます。応募方法は単元株の場合と同様です。

公開買付けによる買付け等の通知書の送付
公開買付け終了後、公開買付代理人である野村證券より応募者に対し公開買付けによる買付け等の通
知書を送付します。野村ネット＆コールにおいて、書面の電子交付等に承諾されている場合には、野
村ネット＆コールのウェブサイト（https://netcall.nomura.co.jp/）にて電磁的方法により交付し
ます。
公開買付けによる買付け等の通知書は応募結果をご通知するものです。

現金のお取扱いについて
お取引店窓口では、現金のお取扱いを行っておりません。
ご入金・ご出金は、店頭設置のセブン銀行 ATM、お近くの金融機関やコンビニエンスストア等に設置
の野村證券提携 ATM（ゆうちょ銀行・三井住友銀行@Ｂ∧ＮＫ・セブン銀行ほか）
、又は銀行振込みを
ご利用くださいますようお願いいたします。
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よくあるお問合せ
１

本公開買付けの概要

Ｑ１ 公開買付期間はいつからいつまでか。
Ａ１ 平成 28 年９月２日（金）から平成 28 年 10 月 18 日（火）の 15 時 30 分までの 30 営業日です。
Ｑ２ 公開買付けの結果はいつ分かるのか。
Ａ２ 平成 28 年 10 月 19 日（水）の予定です。
Ｑ３ 決済日（応募株主への入金日）はいつからか。
Ａ３ 平成 28 年 10 月 25 日（火）からです。
Ｑ４ 公開買付代理人はどこか。
Ａ４ 野村證券です。
Ｑ５ 買付けの対象となるものは何か。
Ａ５ 普通株式です。
Ｑ６ 買付価格はいくらか。
Ａ６ 普通株式１株につき 1,944 円です。
２

応募手続きについて

Ｑ１ 応募手続きの概要を教えて欲しい。
具体的な応募手続きについては、本書及び公開買付説明書にてご確認ください。原則として、株券等を野村證券
に設定した口座に記録していただき、店頭に備付けの公開買付応募申込書に必要事項を記入のうえ、ご提出いた
だくこととなります。野村證券に口座をお持ちでない株主様は野村證券に口座を開設していただく必要がありま
す。
Ａ１ な お 、 野 村 ネ ッ ト ＆ コ ー ル に よ る 応 募 の 受 付 は 、 野 村 ネ ッ ト ＆ コ ー ル の ウ ェ ブ サ イ ト
（https://netcall.nomura.co.jp/）をご覧いただくか、又は野村ネット＆コール カスタマーサポートにお問合
せください。電話番号は 0120-142-855/フリーダイヤルが利用できない場合は 042-303-8500 となります。また、
別紙「
【野村ネット＆コール】公開買付け応募事務手続き」もあわせてご参照ください。野村證券のオンラインサ
ービスである野村ホームトレードを経由した応募の受付は行われません。
Ｑ２ 応募に用意するものは何か（株券等が野村證券の口座に記録されている。
）
。
原則としてご用意いただくものはありませんが、既に口座を有している場合であっても、住所変更、取引店変更、
税務に係る手続き等の都度、マイナンバー（個人番号）又は法人番号及び本人確認書類等が必要な場合がありま
Ａ２ すので、事前にお取引店にお問合せください。
お手続きの流れについては前記Ｐ３「実際のお手続き」の「ケース１」をご参照ください。野村ネット＆コール
によりお手続きする場合は別紙「【野村ネット＆コール】公開買付け応募事務手続き」をご参照ください。
Ｑ３ 応募に用意するものは何か（株券等が他社の口座に記録されている。
）
。
野村證券に口座をお持ちの方は、原則としてご用意いただくものはありませんが、既に口座を有している場合で
あっても、住所変更、取引店変更、税務に係る手続き等の都度、マイナンバー（個人番号）又は法人番号及び本
人確認書類等が必要な場合がありますので、事前にお取引店にお問合せください。
野村證券に口座をお持ちでない方は、口座を開設していただく必要がありますので、ご印鑑、マイナンバー（個
人番号）又は法人番号、本人確認書類等をご用意ください。売却代金を振込みで受け取る予定であれば、振込先
Ａ３ の銀行口座についての情報が必要となります。
なお、野村證券に設定した口座に振替える際は、現在株券等が記録されている証券会社（金融商品取引業者）で
のお手続きが必要となります。必要書類等は、現在株券等が記録されている証券会社（金融商品取引業者）にお
問合せください。
お手続きの流れについては前記Ｐ３「実際のお手続き」の「ケース２」をご参照ください。野村ネット＆コール
によりお手続きする場合は別紙「【野村ネット＆コール】公開買付け応募事務手続き」をご参照ください。
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よくあるお問合せ
Ｑ４ 応募に用意するものは何か（株券等が特別口座に記録されている。
）
。
野村證券に口座をお持ちの方は、原則としてご用意いただくものはありませんが、既に口座を有している場合で
あっても、住所変更、取引店変更、税務に係る手続き等の都度、マイナンバー（個人番号）又は法人番号及び本
人確認書類等が必要な場合がありますので、事前にお取引店にお問合せください。
野村證券に口座をお持ちでない方は、口座を開設していただく必要がありますので、ご印鑑、マイナンバー（個
人番号）又は法人番号、本人確認書類等をご用意ください。売却代金を振込みで受け取る予定であれば、振込先
の銀行口座についての情報が必要となります。
Ａ４ なお、野村證券に設定した口座に振替える際は、野村證券又は特別口座が設定されている信託銀行等でのお手続
きが必要となります。野村證券でお手続きされる場合は、店頭に備付けの口座振替申請書（野村ネット＆コール
によりお手続きする場合は野村ネット＆コール カスタマーサポートまでお問合せください。
）に必要事項を記入
のうえ、ご提出ください。特別口座が設定されている信託銀行等でお手続きされる場合は、対象者の特別口座の
口座管理機関である三井住友信託銀行にお問合せください。電話番号は 0120-977-641 となります。
お手続きの流れについては前記Ｐ４「実際のお手続き」の「ケース３」をご参照ください。野村ネット＆コール
によりお手続きする場合は別紙「【野村ネット＆コール】公開買付け応募事務手続き」をご参照ください。
Ｑ５ 公開買付代理人以外の証券会社（金融商品取引業者）でも応募できるか。
Ａ５ 野村證券以外の証券会社（金融商品取引業者）では応募の受付は行われません。
Ｑ６ 郵送やインターネットで応募はできるか。
郵送でのお手続きをご希望の場合は、野村證券にお問合せください。ただし、郵送による応募は相当の日数を要
します。
野村ネット＆コールによる応募の受付は、野村ネット＆コールのウェブサイト（https://netcall.nomura.co.jp/）
Ａ６ を ご 覧 い た だ く か 、 又 は 野 村 ネ ッ ト ＆ コ ー ル カ ス タ マ ー サ ポ ー ト に お 問 合 せ く だ さ い 。 電 話 番 号 は
0120-142-855/フリーダイヤルが利用できない場合は 042-303-8500 となります。また、別紙「【野村ネット＆コー
ル】公開買付け応募事務手続き」もあわせてご参照ください。ただし、インターネットを利用した方法であって
も、野村證券のオンラインサービスである野村ホームトレードを経由した応募の受付は行われません。
３

応募できる株式・できない株式

Ｑ１ 以前、登録株として保有していた株式については応募できるか。
Ａ１

以前登録株として保有されていた株式は、株券電子化施行後は信託銀行等に設定された特別口座に記録されてい
ますので、特別口座から野村證券に設定した口座に振替えることによって、応募は可能となります。

Ｑ２ 特定口座にある株券等はどのように応募すればよいか。
一般口座からの応募と同様です。野村證券以外の証券会社（金融商品取引業者）の特定口座に記録されている株
Ａ２ 券等を応募する場合は、野村證券の特定口座に振替えていただく必要があります。振替えていただいたあとに、
応募手続きを野村證券で行います。
Ｑ３ 「株式累積投資」のまま応募できるのか。
Ａ３
４

野村證券を通じてお取引をしている場合は、応募することができません。
野村證券以外でお取引されている場合は、お取引のある証券会社（金融商品取引業者）にお尋ねください。
単元未満株式について

Ｑ１ 単元未満株式の応募は可能か。
Ａ１
５

単元株と同様の方法で応募可能です。なお、単元未満株式には、株券電子化施行以前に登録株であったものも含
まれます。
費用について

Ｑ１ 応募には手数料がかかるか。
Ａ１

公開買付けの応募自体に手数料はかかりません（売却代金を振込みで受け取る場合、送金手数料がかかる場合が
あります。
）
。
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よくあるお問合せ
Ｑ２ 公開買付けに応募する際に、他社から野村證券に株券等を振替える時に費用がかかるのか。
Ａ２ 手数料がかかる場合もございますので、株券等が記録されている金融商品取引業者等にお問合せください。
６

応募の取消

Ｑ１ 応募を取消すことは可能か。
公開買付期間中は解除書面をご提出していただくことにより、いつでも応募を取消すことが可能です。なお、野
村ネット＆コールにおける応募を取消す場合は、野村ネット＆コールのウェブサイト
Ａ１
（https://netcall.nomura.co.jp/）上の操作又は解除書面の送付により行ってください。ただし、応募最終日の
15 時 30 分以後に取消すことはできません。
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野村證券 全国店舗一覧
平成 28 年 8 月 29 日現在
店名

郵便番号

住所

電話番号

＜北海道地区＞
札幌支店

〒 060-8720

北海道札幌市中央区北三条西 4 丁目(日本生命札幌ビル)

(011)261-7211

函館支店

〒 040-0011

北海道函館市本町 31-15

(0138)87-5551

旭川支店

〒 070-0035

北海道旭川市五条通 9 丁目右 1 号

(0166)23-1181

釧路支店

〒 085-0015

北海道釧路市北大通 12-1-4

(0154)23-1171

釧路支店・とかち帯広営業所

〒 080-0013

北海道帯広市西 3 条南 10 丁目 32 番地(日本生命帯広駅前ビル 2 階)

(0155)91-1234

青森支店

〒 030-0801

青森県青森市新町 2-6-29(新町通り)

(017)723-4111

八戸支店

〒 031-0041

青森県八戸市廿三日町 28(八戸ウエストビル 1 階）

(0178)72-1001

盛岡支店

〒 020-0022

岩手県盛岡市大通 2-2-18(大通商店街)

(019)653-5000

仙台支店

〒 980-8730

宮城県仙台市青葉区中央 2-1-1

(022)221-3111

秋田支店

〒 010-0001

秋田県秋田市中通 4-2-7(日本生命秋田中央通ビル)

(018)831-2111

山形支店

〒 990-0031

山形県山形市十日町 1-7-30(山形中央郵便局隣)

(023)622-1313

福島支店

〒 960-8041

福島県福島市大町 4-1(日銀向い)

(024)522-2111

郡山支店

〒 963-8002

福島県郡山市駅前 2-5-12(郡山駅前)

(024)923-8711

郡山支店・いわき営業所

〒 970-8026

福島県いわき市平字田町 120 番地(ラトブ 7 階)

(0246)30-1111

新潟支店

〒 951-8068

新潟県新潟市中央区上大川前通六番町 1215-7

(025)225-7777

富山支店

〒 930-0046

富山県富山市堤町通り 1-4-3(西町交差点)

(076)421-7561

金沢支店

〒 920-0869

石川県金沢市上堤町 3-21

(076)221-3145

福井支店

〒 910-0005

福井県福井市大手 3-4-1(福井放送会館内)

(0776)22-8011

水戸支店

〒 310-0021

茨城県水戸市南町 3-4-14（明治安田生命水戸南町ビル）

(029)224-5231

つくば支店

〒 305-0817

茨城県つくば市研究学園 5-19(イーアスつくば 1 階）

(029)844-0011

宇都宮支店

〒 320-0026

栃木県宇都宮市馬場通り 2-1-1

(028)636-2181

高崎支店

〒 370-0849

群馬県高崎市八島町 58-1(ＪＲ高崎駅西口 ウエスト・ワンビル)

(027)323-9111

太田支店

〒 373-0853

群馬県太田市浜町 3-1

(0276)30-1533

さいたま支店

〒 330-0846

埼玉県さいたま市大宮区大門町 3-71-2

(048)641-8111

さいたま支店・大宮東口店

〒 330-0846

埼玉県さいたま市大宮区大門町 1-24

(048)641-8111

大宮西口支店

〒 330-0854

埼玉県さいたま市大宮区桜木町 2-155（ソニックシティ隣り）

(048）645-8100

浦和支店

〒 330-0063

埼玉県さいたま市浦和区高砂 2-13-8(中山道・玉蔵院前)

(048)833-1881

川口支店

〒 332-0017

埼玉県川口市栄町 3-10-1(そごう川口店東)

(048)256-3811

越谷支店

〒 343-0816

埼玉県越谷市弥生町 16-1(越谷ツインシティ B シティ 2 階)

(048)960-2811

川越支店

〒 350-1122

埼玉県川越市脇田町 105(川越駅東口・アトレビル)

(049)225-5151

＜東北地区＞

＜北陸地区＞

＜関東地区＞
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店名

郵便番号

住所

電話番号

所沢支店

〒 359-1123

埼玉県所沢市日吉町 10-21

(04)2923-3811

熊谷支店

〒 360-0037

埼玉県熊谷市筑波 3-202(ティアラ 21 1 階)

(048)529-5111

千葉支店

〒 260-0015

千葉県千葉市中央区富士見 1-14-13（JR 千葉駅前・千葉三越向い）

(043)227-2161

船橋支店

〒 273-0005

千葉県船橋市本町 2-1-33

(047)433-2211

船橋支店・イオンモール船橋営業所 〒 273-0045

千葉県船橋市山手 1-1-8（イオンモール船橋 1 階）

(047)433-2211

市川支店

〒 272-0034

千葉県市川市市川 1-6-19(JR 市川駅北口 千葉街道沿い)

(047)321-3811

松戸支店

〒 271-0092

千葉県松戸市松戸 1281-29(松戸駅西口・伊勢丹向い)

(047)362-1221

柏支店

〒 277-0005

千葉県柏市柏 1-4-26(柏駅東口駅前通り)

(04)7163-2011

横浜支店

〒 220-0004

神奈川県横浜市西区北幸 1-5-10(天理ビル南・第二バスターミナル前)

(045)311-1671

横浜馬車道支店

〒 231-0015

神奈川県横浜市中区尾上町 4-52(関内馬車道)

(045)641-2101

鶴見支店

〒 230-0051

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 1-4-1

(045)502-8511

戸塚支店

〒 244-0816

神奈川県横浜市戸塚区上倉田町 489-1(戸塚駅東口・吉倉橋際)

(045)881-1181

青葉台支店

〒 227-0062

神奈川県横浜市青葉区青葉台 2-6-1

(045)985-1171

たまプラーザ支店

〒 225-0002

神奈川県横浜市青葉区美しが丘 5-1-2

(045)902-1122

川崎支店

〒 210-8604

神奈川県川崎市川崎区東田町 5-2(川崎市役所前)

(044)233-6751

武蔵小杉支店

〒 211-0012

神奈川県川崎市中原区中丸子 13-2（野村不動産武蔵小杉ビル Ｎ棟）

(044)330-3200

新百合ヶ丘支店

〒 215-0021

神奈川県川崎市麻生区上麻生 1-2-7

(044)953-6511

横須賀支店

〒 238-0008

神奈川県横須賀市大滝町 1-9(大滝町バス停前)

(046)823-2550

鎌倉支店

〒 248-0012

神奈川県鎌倉市御成町 11-32（鎌倉駅西口・市役所そば）

(0467)60-1471

藤沢支店

〒 251-0025

神奈川県藤沢市鵠沼石上 1-5-10(藤沢駅南口)

(0466)25-1311

平塚支店

〒 254-0043

神奈川県平塚市紅谷町 4-23

(0463)21-2111

小田原支店

〒 250-0011

神奈川県小田原市栄町 1-6-1(第一生命ビル 1 階)

(0465)24-8511

相模原支店

〒 252-0231

神奈川県相模原市中央区相模原 4-3-14(相模原第一生命ビルディング 2 階)

(042)704-2331

厚木支店

〒 243-0018

神奈川県厚木市中町 2-2-20(小田急線本厚木駅北口・有隣堂前)

(046)224-8666

東京支店

〒 100-0005

東京都千代田区丸の内 1-8-2(鉃鋼ビルディング本館 1 階)

(03)3211-2411

上野支店

〒 110-8501

東京都台東区上野 2-1-8(地下鉄上野広小路駅上)

(03)3831-9211

新宿支店

〒 151-0051

東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-34-7（新宿高島屋前）

(03)6832-0900

新宿駅西口支店

〒 163-1590

東京都新宿区西新宿 1-6-1(新宿エルタワー地下 1 階)

(03)3342-1281

京王新宿店

〒 160-0023

東京都新宿区西新宿 1-1-4（京王線新宿駅西口改札前）

(03)6833-2222

新宿野村ビル支店

〒 163-0502

東京都新宿区西新宿 1-26-2(新宿野村ビル 2 階)

(03)3348-8211

中野支店

〒 164-0001

東京都中野区中野 5-65-3(中野サンプラザ正面)

(03)3228-7755

荻窪支店

〒 167-0043

東京都杉並区上荻 1-8-8(荻窪駅北口前)

(03)3392-6011

虎ノ門支店

〒 105-0001

東京都港区虎ノ門 2-1-1(霞が関ビル向い・商船三井ビル 1 階)

(03)3583-2301

新橋支店

〒 105-7111

東京都港区東新橋 1-5-2(汐留シティセンター11 階)

(03)3572-0111

品川支店

〒 108-0075

東京都港区港南 2-16-1 (品川イーストワンタワー2 階)

(03)3769-6651

＜東京地区＞
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店名

郵便番号

住所

電話番号

渋谷支店

〒 150-0002

東京都渋谷区渋谷 1-14-16(JR 渋谷駅東口 地下鉄 11 番出口すぐ)

(03)3400-7111

五反田支店

〒 141-0031

東京都品川区西五反田 1-5-1(ＪＲ五反田駅西口)

(03)3491-9101

中目黒支店

〒 153-0051

東京都目黒区上目黒 2-9-1(中目黒 GS 第一ビル 9 階)

(03)5724-0511

自由が丘支店

〒 152-0035

東京都目黒区自由が丘 2-10-9(自由が丘駅前)

(03)3718-3371

成城支店

〒 157-0066

東京都世田谷区成城 5-8-1(小田急線成城学園前駅西口)

(03)3482-2011

玉川支店

〒 158-0094

東京都世田谷区玉川 3-7-18(玉川高島屋 S・C 南館)

(03)3708-1811

田園調布支店

〒 145-0071

東京都大田区田園調布 2-62-3（アネックス 2 階）

(03)5483-2011

大森支店

〒 143-0023

東京都大田区山王 2-5-10(大森ララビル前)

(03)3774-1181

蒲田支店

〒 144-0052

東京都大田区蒲田 5-15-8(ＪＲ蒲田駅東口前)

(03)3738-5101

池袋支店

〒 171-0022

東京都豊島区南池袋 1-27-10(池袋駅東口前)

(03)3983-1111

池袋ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝﾌﾟﾗｻﾞ支店

〒 171-0021

東京都豊島区西池袋 1-11-1(ルミネ池袋店 8 階)

(03)3988-1181

練馬支店

〒 176-0012

東京都練馬区豊玉北 5-17-10(西武池袋線練馬駅南口前)

(03)3994-7711

小岩支店

〒 133-0056

東京都江戸川区南小岩 7-22-6(小岩駅南口前)

(03)3657-1141

千住支店

〒 120-0033

東京都足立区千住寿町 2-18(北千住駅西口・日光街道沿い)

(03)3882-8411

吉祥寺支店

〒 180-0004

東京都武蔵野市吉祥寺本町 2-2-16(吉祥寺通りパルコ前)

(0422)22-8181

田無支店

〒 188-0011

東京都西東京市田無町 4-2-11

(042)466-1811

調布支店

〒 182-0024

東京都調布市布田 1-36-9(京王線調布駅中央口)

(042)498-6011

府中支店

〒 183-8691

東京都府中市府中町 1-8-1(京王線府中駅北口)

(042)369-8111

国分寺支店

〒 185-0012

東京都国分寺市本町 2-12-2(三井生命ビル 1 階)

(042)328-6011

立川支店

〒 190-0012

東京都立川市曙町 2-5-1（JR 立川駅北口・伊勢丹ビル内）

(042)524-1111

八王子支店

〒 192-0083

東京都八王子市旭町 11-6(ＪＲ八王子駅北口)

(042)646-3811

町田支店

〒 194-0013

東京都町田市原町田 6-3-9(小田急線町田駅南口、東急横)

(042)725-2111

甲府支店

〒 400-0031

山梨県甲府市丸の内 1-17-10(東武穴水ビル・甲府市役所隣)

(055)237-1781

長野支店

〒 380-8640

長野県長野市南長野末広町 1361(長野駅前)

(026)228-1811

松本支店

〒 390-0811

長野県松本市中央 2-1-34(松本駅前通り)

(0263)33-6781

岐阜支店

〒 500-8833

岐阜県岐阜市神田町 7-15（長良橋通り）

(058)262-3101

静岡支店

〒 420-0857

静岡県静岡市葵区御幸町 6-6

(054)254-6151

浜松支店

〒 430-0944

静岡県浜松市中区田町 330-5(田町中央通りバス停前・遠鉄田町ビル)

(053)454-3151

沼津支店

〒 410-0801

静岡県沼津市大手町 3-4-21(沼津駅前通り)

(055)962-4444

名古屋支店

〒 460-8689

愛知県名古屋市中区錦 2-19-22(地下鉄伏見駅下車・広小路本町バス停前)

(052)201-2311

名古屋駅前支店

〒 450-6203

愛知県名古屋市中村区名駅 4-7-1(ミッドランドスクエア 3 階)

(052)561-5251

金山支店

〒 460-0022

愛知県名古屋市中区金山 1-12-14(金山総合駅前金山総合ビル 1 階)

(052)322-1261

春日井支店

〒 486-0844

愛知県春日井市鳥居松町 4-68

(0568)56-3001

豊田支店

〒 471-0025

愛知県豊田市西町 1-200(とよた参合館 1 階)

(0565)33-1300

刈谷支店

〒 448-0028

愛知県刈谷市桜町 1-10-2（第一セントラルビル 1 階）

(0566）63-4411

＜中部地区＞
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店名

郵便番号

住所

電話番号

岡崎支店

〒 444-0059

愛知県岡崎市康生通西 2-11

(0564)23-1811

豊橋支店

〒 440-0888

愛知県豊橋市駅前大通 1-38(豊橋駅前)

(0532)53-1121

津支店

〒 514-0009

三重県津市羽所町 371(津駅前)

(059)223-2111

四日市支店

〒 510-0086

三重県四日市市諏訪栄町 1-15(近鉄四日市駅前・国道筋)

(059)353-2141

大津支店

〒 520-0046

滋賀県大津市長等 3-1-27(京阪京津線浜大津上る)

(077)526-3131

京都支店

〒 600-8006

京都府京都市下京区四条通堺町角

(075)221-7211

大阪支店

〒 540-8604

大阪府大阪市中央区平野町 3-5-12

(06)6201-1281

梅田支店

〒 530-0018

大阪府大阪市北区小松原町 2-4(大阪富国生命ビル)

(06)6313-3431

なんば支店

〒 542-0076

大阪府大阪市中央区難波 4-1-15(近鉄難波ビル 1・2・3・4・5 階)

(06)6632-5081

天王寺支店

〒 545-0052

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-6-1(キューズモール 4 階)

(06)7730-2800

上本町支店

〒 542-0062

大阪府大阪市中央区上本町西 5-3-5

(06)4304-7851

豊中支店

〒 560-0021

大阪府豊中市本町 1-2-33(阪急豊中駅前)

(06)6845-8401

千里支店

〒 560-0082

大阪府豊中市新千里東町 1-1-5(大阪モノレール千里中央ビル 2・3 階)

(06)6831-1661

茨木支店

〒 567-0817

大阪府茨木市別院町 1-21（丸屋ビルアネックス 1 階）

(072)625-3011

高槻支店

〒 569-0804

大阪府高槻市紺屋町 3-1-101(ＪＲ高槻駅南口前・松坂屋横)

(072)681-2111

枚方支店

〒 573-0032

大阪府枚方市岡東町 5-15(京阪枚方市駅南)

(072)846-2511

東大阪支店

〒 577-0056

大阪府東大阪市長堂 2-2-18(布施第一ビル)

(06)6783-5241

大東支店

〒 574-0046

大阪府大東市赤井 2-1-12（赤井交差点近く）

(072)875-7111

堺支店

〒 590-0028

大阪府堺市堺区三国ヶ丘御幸通 59(南海高野線堺東駅ビル 1 階)

(072)221-9241

岸和田支店

〒 596-0057

大阪府岸和田市筋海町 6-10

(072)438-8188

神戸支店

〒 650-0021

兵庫県神戸市中央区三宮町 1-5-32(三宮センター街東入口)

(078)321-2201

岡本支店

〒 658-0072

兵庫県神戸市東灘区岡本 1-8-3

(078)452-3611

姫路支店

〒 670-0902

兵庫県姫路市白銀町 18(大手前通り)

(079)222-6101

塚口支店

〒 661-0002

兵庫県尼崎市塚口町 1-10-20(阪急塚口駅北側)

(06)6421-1400

明石支店

〒 673-0892

兵庫県明石市本町 2-1-26

(078)918-1155

西宮支店

〒 662-0832

兵庫県西宮市甲風園 1-3-8(阪急西宮北口駅 北改札北西口)

(0798)64-8181

宝塚支店

〒 665-0845

兵庫県宝塚市栄町 2-1-2(「ソリオ 2」3 階)

(0797)87-5811

川西支店

〒 666-0016

兵庫県川西市中央町 7-18（La・La・Grande（ラ・ラ・グランデ）3 階)

(072)789-0100

奈良支店

〒 630-8227

奈良県奈良市林小路町 45(やすらぎの道)

(0742)22-0351

学園前支店

〒 631-0036

奈良県奈良市学園北 1-11-3(レナビル 2 階)

(0742)40-1011

和歌山支店

〒 640-8152

和歌山県和歌山市十番丁 9-2(和歌山城公園前)

(073)431-2111

米子支店

〒 683-0812

鳥取県米子市角盤町 1-27-13(米子高島屋東隣)

(0859)34-2851

米子支店・鳥取営業所

〒 680-0835

鳥取県鳥取市東品治町 102(鳥取駅前ビル 3 階)

(0857)33-4011

松江支店

〒 690-0003

島根県松江市朝日町 484-16

(0852)22-1515

＜近畿地区＞

＜中国地区＞
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店名

郵便番号

住所

電話番号

岡山支店

〒 700-8640

岡山県岡山市北区錦町 6-24(イオンモール岡山向い)

(086)224-1181

倉敷支店

〒 710-0055

岡山県倉敷市阿知 3-9-10(元町バス停前)

(086)421-1511

広島支店

〒 730-0032

広島県広島市中区立町 2-23(立町電停西)

(082)247-4131

福山支店

〒 720-0065

広島県福山市東桜町 3-1(福山駅前大通り)

(084)921-3111

下関支店

〒 750-8691

山口県下関市細江町 1-3-15

(083)231-3211

徳山支店

〒 745-0036

山口県周南市本町 1-3(徳山駅前)

(0834)22-0811

徳島支店

〒 770-0841

徳島県徳島市八百屋町 3-14(元町交差点東)

(088)623-0161

高松支店

〒 760-0025

香川県高松市古新町 10-5(リーガホテルゼスト高松東隣)

(087)851-4111

松山支店

〒 790-8691

愛媛県松山市千舟町 5-7-3(市駅前・千舟町通り)

(089)941-0131

高知支店

〒 780-0822

高知県高知市はりまや町 1-2-6(高知大丸東隣)

(088)823-3311

北九州支店

〒 802-0002

福岡県北九州市小倉北区京町 3-1-1

(093)521-7581

福岡支店

〒 810-0001

福岡県福岡市中央区天神 2-14-8(福岡天神センタービル)

(092)771-3111

福岡支店・アミュプラザ博多店 〒 812-0012

福岡県福岡市博多区博多駅中央街 1-1 (JR 博多シティ 地下 1 階)

(092)771-3111

久留米支店

〒 830-0017

福岡県久留米市日吉町 24-18(日吉町バス停前)

(0942)33-7151

佐賀支店

〒 840-0816

佐賀県佐賀市駅南本町 3-15(明治安田生命ビル内)

(0952)22-7111

長崎支店

〒 850-8691

長崎県長崎市銅座町 6-5(観光通り電停前)

(095)821-1161

佐世保支店

〒 857-0806

長崎県佐世保市島瀬町 7-20（島瀬町バス停前）

(0956)37-0531

熊本支店

〒 860-8604

熊本県熊本市中央区花畑町 12-30

(096)352-3181

大分支店

〒 870-0035

大分県大分市中央町 1-3-20(大分駅前・中央通り)

(097)535-1211

宮崎支店

〒 880-8691

宮崎県宮崎市橘通東 4-1-2（デパート前）

(0985)24-7191

鹿児島支店

〒 892-0843

鹿児島県鹿児島市千日町 1-4(タカプラ横)

(099)226-8141

那覇支店

〒 900-0032

沖縄県那覇市松山 1-1-19(JPR 那覇ビル)

(098)864-2471

日本橋本店

〒 103-8011

東京都中央区日本橋 1-9-1（日本橋際）

(03)3211-1811

大手町本社

〒 100-8130

東京都千代田区大手町 2-2-2 アーバンネット大手町ビル

(03)3211-1811

野村ネット&コールに店舗はございません

(0120)142-855

野村ネット&コール ウェブサイト（https://netcall.nomura.co.jp/）

/フリーダイヤルが

＜四国地区＞

＜九州・沖縄地区＞

野村ネット&コール

利用できない場合
(042)303-8500

野村證券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 142 号
加入協会／ 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協
会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
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