
 

 

                    平成 26年 10月 24日 
各  位 

 
会 社 名 岩井コスモホールディングス株式会社 

       代表者名 代表取締役社長   沖 津 嘉 昭    
（ｺｰﾄﾞ番号：8707 東証第 1部) 

責 任 者  取締役   笹 川 貴 生 

TEL 06－6229－2800(代表) 

 

 

 

 

岩井コスモ証券株式会社 
  千葉プラザ、広島プラザの開設について 

 

 

 

当社子会社の岩井コスモ証券株式会社が千葉プラザ（千葉市）を開設するとともに、電話取引の広

島コールセンター（広島市）を対面取引のプラザ形式へと形態を改めることとしましたので、別紙の

とおり、お知らせいたします。 

 

 

以  上 
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         平成 26年 10月 24日 

各  位    

   岩 井 コ ス モ 証 券 株 式 会 社 

   代 表 取 締 役 社 長  沖 津  嘉 昭 

 

 

千葉プラザ、広島プラザの開設について  

 

 

当社は、平成 26 年 11 月 25 日（予定）に、営業強化を目的として、対面取引の千葉プラザ（千葉

市）を開設し、また、同日に、広島市にある電話取引のコールセンターを対面取引のプラザ形式（名

称：広島プラザ）へと形態を改めることとしましたので、お知らせいたします。 

 

※ プラザは当社における対面取引の営業所の呼称であります。 

 

なお、店舗の新設は、昨年 11月の高槻プラザ以来となります。また、対面取引の小規模店舗である

プラザ形式としては、既存の姫路プラザ、高槻プラザと今回の 2 店舗（千葉プラザ、広島プラザ）を

合わせ 4店舗となります。当社は、今後も、こうした小規模店舗の開設を積極的に行い、カバーエリ

アの拡充と当該地域のお客様の利便性向上及び新規顧客の獲得による収益拡大に取り組んで参ります。 

 

記 

 

１．千葉プラザの開設について 

今回新設する店舗は、営業員 5名程度で構成する対面取引の小規模店舗であるプラザ形式を採用い

たします。出店コストや運営コストを抑制しつつ、地域に密着した、きめ細やかな金融サービスの提

供を目指して参ります。また、当該店舗は、「京成千葉駅」（徒歩 4分）、JR「千葉駅」（徒歩 6分）、千

葉都市モノレール「千葉駅」（徒歩 6分）に近接し、アクセス利便性が高く、お客様がちょっとした投

資相談にお立ち寄りいただくのにも大変便利となっております。 
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＜千葉プラザの概要＞ 

 

■開設日   平成26年11月25日（火）予定 

■住所    〒260－0028 千葉県千葉市中央区新町1-17 JPR千葉ビル2階 

■電話番号  043－204－7381（代表）  

 

 

 

 

 

２．広島プラザの開設について 

対面取引の営業強化策の一環として、現在の広島コールセンターを対面取引の小規模店舗であるプ

ラザ形式へと形態を改め、当該地域における営業活動の刷新及び新たな顧客層の開拓に取り組みます。

対面取引の利点であるお客様のニーズに合致した商品や投資情報の提供など、よりきめ細やかな金融

サービスを提供することにより、新たな顧客ニーズの発掘に取り組んで参ります。また、店内には専

用のセミナールームを新設し、投資の関心が高いタイムリーな情報や投資環境等に応じた各種セミナ

ーの開催を積極的に行うなど、お客様への情報発信の拠点となるべく、一層のサービス向上を目指し

て参ります。 
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＜広島プラザの概要＞ 

 

■開設日   平成26年11月25日（火）予定 

■住所    〒730-0051 広島県広島市中区大手町 2-8-5 合人社広島大手町ビル 2階 

       （現在の広島コールセンターの住所と変更ございません） 

■電話番号  082－545－8661（代表）  

 

※ 現在の広島コールセンターの電話番号から変更になります。  

※ 広島コールセンターは平成 26年 11月 21日（金）をもって廃止となります。 

 

   

 

本件に関するお問合せ先 

■お客様からのお問合せ先（平日 8時 30分～17時） 

                   ・東京営業部内 千葉プラザ担当  

TEL：03－5652－9103 

※ 11月 25日以降は 043－204－7381になります。                        

・広島コールセンター内 広島プラザ担当 

 TEL：082－545－8661 

 

■報道機関等からのお問合せ先 

                    経営管理部 TEL：06-6229-0291 

   以  上 

4



 

＜参考＞岩井コスモ証券株式会社　店舗網〔対面（法人含む）29拠点、4コールセンター、2ネットサポートセンター〕

□対面取引 □コールセンター

【近畿地方】 【中部地方】 ●東京コールセンター
〒103-8207

●本店営業部 ●京都支店 ●名古屋支店 東京都中央区日本橋茅場町1-7-3
〒541-8521　 〒600-8006 〒460-0008 TEL：03-3662-7354
大阪府大阪市中央区今橋1-8-12 京都府京都市下京区四条通 愛知県名古屋市中区栄3-7-13
TEL：06-6229-2890 高倉東入ル立売中之町91 TEL：052-251-8211 ●名古屋コールセンター

TEL：075-221-7671 〒460-0008
●本店法人営業部 ●福井支店 愛知県名古屋市中区栄3-7-13
〒541-8521　 ●奈良支店 〒910-0005 TEL：052-269-0741
大阪府大阪市中央区今橋1-8-12 〒630-8214 福井県福井市大手2-4-24
TEL：06-6229-2841 奈良県奈良市東向北町1-1 TEL：0776-23-2850 ●大阪コールセンター

TEL：0742-24-1161 〒541-8521　
●梅田支店 ●富山支店 大阪府大阪市中央区今橋1-8-12
〒530-0001　 ●高田支店 〒930-0004 TEL：06-6229-4641
大阪府大阪市北区梅田2-4-13　 〒635-0086 富山県富山市桜橋通り1-18
TEL：06-6346-0451 奈良県大和高田市南本町11-11 TEL：076-431-3155 ●福岡コールセンター

TEL：0745-53-3661 〒810-0001
●高槻プラザ 福岡県福岡市中央区天神2-14-2
〒569-0804　 ●和歌山支店 TEL：092-726-7311
大阪府高槻市紺屋町3-1-220 〒640-8331 【中国・九州地方】
TEL：0570-008707 和歌山県和歌山市美園町5-1-8

TEL：073-424-6201 ●福山支店 □ネットサポートセンター
●阿倍野支店 〒720-0812
〒545-0052 広島県福山市霞町1-1-24 ●東京ネットサポートセンター
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-3-21 TEL：084-932-2211 　 〒103-8207 　
TEL：06-7636-9761 【関東地方】 　 東京都中央区日本橋茅場町1-7-3

●広島プラザ 　 TEL：0120-31-8611
●堺支店 ●東京営業部 〒730-0051　
〒590-0076 〒103-8207 広島県広島市中区大手町2-8-5 ●大阪ネットサポートセンター
大阪府堺市堺区北瓦町2-4-18 東京都中央区日本橋茅場町1-7-3 TEL：082-545-8661 〒541-8521
TEL：072-238-0661 TEL：03-5652-9110 大阪府大阪市中央区今橋1-8-12

●松江支店 TEL：0120-31-8611
●岸和田支店 ●千葉プラザ 〒690-0887　
〒596-0054 〒260-0028 島根県松江市殿町111
大阪府岸和田市宮本町27-1 千葉県千葉市中央区新町1-17 TEL：0852-23-2331
TEL：072-422-4421 TEL：043-204-7381

●福岡支店
●くずは支店 ●東京法人営業部 〒810-0001　
〒573-1106 〒103-8207 福岡県福岡市中央区天神2-14-2
大阪府枚方市町楠葉1-6-6 東京都中央区日本橋茅場町1-7-3 TEL：092-751-9831
TEL：072-851-5191 TEL：03-5652-9120

●大分支店
●川西支店 ●西荻窪支店 〒870-0029
〒666-0033 〒167-0042 大分県大分市高砂町2-50
兵庫県川西市栄町10-5-102 東京都杉並区西荻北2-2-5 TEL：097-534-1307
TEL：072-756-1251 TEL：03-3396-4341

●神戸支店 ●新宿支店
〒650-0021 〒160-0022
兵庫県神戸市中央区三宮町1-3-11 東京都新宿区新宿3-2-1
TEL：078-331-5201 TEL：03-5369-1631

　
●姫路プラザ ●横浜支店
〒670-0924 〒231-0005
兵庫県姫路市紺屋町51　 神奈川県横浜市中区本町4-40
TEL：079-222-3551 TEL：045-680-5361  
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