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～ 地域での No.１を目指します ～ 

 墨染支店、尼崎支店が新築移転オープン! 
 

京都銀行（頭取 髙﨑 秀夫）では、平成２２年１１月８日（月）に墨染支店（京都市伏

見区）を、平成２２年１１月１５日（月）に尼崎支店（兵庫県尼崎市）を、新築移転しま

すのでお知らせいたします。 

 

墨染支店は、昭和３８年１２月に新築開店し、昭和４２年と昭和５８年に増改築を行い

営業をしてまいりましたが、店舗が老朽化し、かつ業容の拡大とともに手狭となっており

ました。今般、土曜日もご利用いただける「全自動貸金庫」の設置など店舗機能を一層充

実させて、お客様の利便性の向上を目指して新築移転いたします。 

また、尼崎支店は、平成１６年１２月に兵庫県内で１ヵ店目の営業拠点として開設し、

法人・個人ともに取引の拡大を図ってまいりました。今般、個人取引を含め地域でのさら

なる取引の拡大を目指して、空中店舗から地上店舗へ転換して新築移転いたします。 

 

 当行では、昨年６月に門真支店、１０月に東大阪支店、１２月に奈良支店と順次空中店

舗から地上店舗へ転換して新築移転しています。今後も、既存店舗の設備の拡充・改善を

含めた積極的な店舗展開に努め、お客様満足度の一層の向上を目指してまいります。 
 

記 
   １．店舗概要等 
 

店 舗 名   

新築移転日 平成２２年１１月８日（月） 
 ＊現店舗では、平成 22年 11月 5日(金)まで営業 

平成２２年１１月１５日（月） 
＊現店舗では、平成 22年 11月 12日(金)まで営業 

新店舗の 
所在地 

京都市伏見区深草北新町６３３番地 
（現店舗より北へ約 100mの場所へ移転） 

兵庫県尼崎市東難波町５丁目１７番２１号 
（阪神尼崎駅から北西へ約 400m、 
         現店舗の東隣へ移転） 

支 店 長 
さとう

佐藤 
やすし

泰志 
こじま

小島 
もとひろ

基弘 

人 員      ２４名（支店長、パートを含む） １４名（支店長、パートを含む） 
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あまがさき

尼崎支店 
すみぞめ

墨染支店 

平成 22年 10月 28日 
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店 舗 名   

店舗延面積 ８０１．３３㎡ 店舗延面積 ７５２．０９㎡ 

構    造 鉄筋コンクリート造 
            地上２階建 構    造 

鉄筋コンクリート造 
          地上２階建 

Ａ Ｔ Ｍ ５台（指静脈認証機能付き 

    ＩＣキャッシュカード対応） Ａ Ｔ Ｍ ２台（指静脈認証機能付き 

  ＩＣキャッシュカード対応） 

駐車場 ８台 駐車場 ９台 

新店舗規模 

全自動貸金庫 ４８８個（指静脈認証機能付き） 全自動貸金庫 ４８８個（指静脈認証機能付き） 

店舗延面積 ３８５．０８㎡ 店舗延面積 ２７５．４７㎡ 

構    造 鉄骨造  地上２階建 建  物 第一住建尼崎ビル２階 

Ａ Ｔ Ｍ 
５台（指静脈認証機能付き 

    ＩＣキャッシュカード対応） Ａ Ｔ Ｍ 
１台（指静脈認証機能付き 

  ＩＣキャッシュカード対応） 

駐車場 ８台 駐車場 ６台 

現店舗規模 

貸保護函 ９０個 貸金庫等 なし 

営 業 時 間      平    日 土  曜  日 日 曜 日・祝 日 

窓 口     9:00～15:00 ―― ―― 

相談窓口 15:00～17:00 ―― ―― 

A T M     8:00～21:00 9:00～19:00 
 

全自動貸金庫 9:00～17:00 ―― 

 
 
 
 

 
 
 
 

※全自動貸金庫は、土曜日と祝日が重なる場合は営業します。 
  ただし、正月３が日、５/３～５/５は休業します。 
※ＡＴＭは３６５日営業で、正月３が日も営業します。 

相談業務 個人ローン、資産運用にかかる相談業務 

相談窓口の内容 
(５時までご相談 

     コーナー) 
各種申込の 
      受付業務 

・普通預金の新規開設の申込受付 
・貸金庫の申込受付、鍵の交付 
・個人ローンの各種申込の受付 
・預かり資産の申込の受付 
・クレジットカード、ダイレクトバンキング会員の新規申込 
・各種諸届の受付等 

 
 
 
 
 

あまがさき

尼崎支店 
すみぞめ

墨染支店 
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 ２．店舗の特徴等      
   （１）墨染支店 

     ＜新店舗イメージ図＞                                 ＜店舗概略図＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     ＜店舗特徴＞ 

        ・街並みに合った建物の外観   
        ・「太陽光発電パネル」の設置 
        ・「LED」照明の使用 
 
 
 
 
   （２）尼崎支店 

        ＜新店舗イメージ図＞                                ＜店舗概略図＞ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ＜店舗特徴＞ 
        ・店舗の周辺を緑化 
        ・「太陽光発電パネル」の設置 
        ・「LED」照明の使用 
 
 
 
 

 

 

 

 

(第一住建尼崎ビル２階) 



－4－ 

＜ご 参 考＞ 
  ○京都府の出店状況、新築移転状況（平成１０年９月以降） 

開店日・移転日 店舗名 所在地 備考 
平成１０年  ９月  ７日 下鳥羽支店 京都市伏見区中島堀端町 出店 
平成１０年１２月１４日 宇治田原支店 京都府綴喜郡宇治田原町大字郷之口小字中林 新築移転 
平成１１年１１月１５日 紫野支店 京都市北区紫野宮西町 新築移転 
平成１２年  ８月  ７日 松井山手支店 京田辺市山手南 出店 
平成１３年  ５月２１日 寺田駅前出張所 城陽市寺田西ノ口 新築移転 
平成１３年  ６月１１日 宮津支店 宮津市字本町 新築移転 
平成１４年１１月１８日 九条支店 京都市南区東寺東門前町 新装移転 
平成１５年  ９月  ８日 木幡支店 宇治市木幡内畑 新築移転 
平成１５年１１月１０日 京都駅前支店 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町 新築移転 
平成１５年１２月  ８日 千代川支店 亀岡市千代川町小川 新築移転 
平成１７年  １月１７日 淀支店 京都市伏見区淀池上町 新築移転 
平成１７年  ３月  ７日 ﾈｯﾄﾀﾞｲﾚｸﾄ支店 京都市南区上鳥羽南塔ノ本町 出店 
平成１７年１０月１７日 精華町支店 京都府相楽郡精華町祝園西 新築移転 
平成１７年１０月１７日 振込専用支店 京都市南区上鳥羽南塔ノ本町 出店 
平成１８年  ７月１８日 三宅八幡支店 京都市左京区岩倉三宅町 新築移転 
平成１８年  ７月２４日 帷子ノ辻支店 京都市右京区太秦帷子ケ辻町 新築移転 
平成２０年  ８月２５日 木津支店 木津川市大字木津小字池田 新築移転 
平成２０年１２月  ８日 太秦安井支店 京都市右京区太秦安井馬塚町 新築移転 
平成２１年  ２月  ９日 園部支店 南丹市園部町美園町 新築移転 
平成２１年１１月１６日 長岡今里支店 長岡京市今里 出店 
平成２２年  ６月１４日 久御山町支店 京都府久世郡久御山町佐山双栗 新築移転 
平成２２年  ９月１３日 円町支店 京都市中京区西ノ京円町 出店 
平成２２年１０月１２日 山科小野支店 京都市山科区小野鐘付田町 出店 
平成２２年１０月２５日 二条駅前支店 京都市中京区西ノ京栂尾町 出店 
平成２２年１１月  ８日 墨染支店 京都市伏見区深草北新町 新築移転 

  ○兵庫県の出店状況、新築移転状況 
開店日 店舗名 所在地 備考 

平成１６年１２月１３日 尼崎支店 尼崎市東難波町 （第一住建尼崎ビル２階） 出店 
平成１７年  ９月２１日 神戸支店 神戸市中央区京町 （新クレセントビル８階） 出店 
平成１９年１０月２２日 川西支店 川西市栄根 出店 
平成１９年１１月１２日 六甲道支店 神戸市灘区桜口町 出店 
平成２０年  ３月２４日 西宮支店 西宮市和上町 出店 
平成２０年１１月２５日 伊丹支店 伊丹市伊丹２丁目 出店 
平成２１年  ４月２０日 JR尼崎駅前支店 尼崎市潮江１丁目 出店 
平成２２年１１月１５日 尼崎支店 尼崎市東難波町 5丁目 新築移転 

 ○店舗数 【新石切支店(1月17日開設)、交野支店(1月24日開設)を含む】  （平成 22年 11月 15日現在） 
 

エリア         京都府   うち 
京都市内 

大阪府 滋賀県 奈良県 兵庫県 東京都  計 

店舗数 107 61 24 11 6 7 1 156 

                                              以 上 


