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   平成２３年４月１１日 

「名古屋支店」を開設します！ 
～ １５８ヵ店目 ～ 

 
京都銀行（頭取 髙﨑 秀夫）では、平成２３年４月１１日（月）に｢名古屋支店（愛

知県名古屋市）」を開設しますのでお知らせいたします。 

 当行では、第３次中期経営計画「し･ん･か」において、経営ビジョンに「広域型地方

銀行～利便性の高い銀行～」を掲げ、平成１２年度の草津支店（滋賀県）の開設以降これ

まで４３ヵ店を開設し、近畿２府３県（京都・大阪・滋賀・奈良・兵庫）での積極的な

店舗展開を進めております。 
 さらに来年１月１７日には新石切支店（大阪府東大阪市）、１月２４日には交野支店（大

阪府交野市）、３月１４日には水口支店（滋賀県甲賀市）の開設も予定しております。 
 今般、全国的に成長性の高い都市であり、京都企業とのつながりが深い名古屋にも支

店を開設し、業容の拡大を図ってまいります。 

   

記 

１．店舗概要等 

店 舗 名       京都銀行 
なごや

名古屋支店 

開設準備委員長 
（開設後支店長） 執行役員  

なか

中  
ひでや

英也 （前・執行役員 営業統轄部阪神営業本部長） 

人 員       １５名（支店長を含む） 

所 在 地       愛知県名古屋市中区錦三丁目２０番２７号（御幸ビル１階） 
       ※地下鉄東山線伏見駅および栄駅より徒歩約１０分 

開設予定日       平成２３年４月１１日（月） 
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店舗延面積 ４８４．５３㎡ 

構造 鉄筋・鉄骨コンクリート造 
     地上１０階、地下３階建の１階部分 

ＡＴＭ ２台（指静脈認証機能付きＩＣキャッシュカード対応） 
店 舗 規 模       

駐車場 ビル駐車場の一部を使用 

 営 業 時 間       平 日     土 曜 日     日曜日・祝日 １２月３１日 

窓 口     9：00～15：00 ―― ―― ―― 

Ａ Ｔ Ｍ     8：00～21：00 9：00～19：00 9：00～19：00 9：00～19：00  

※ ＡＴＭは３６５日営業で、正月３が日も営業します。 

 

 

２．開設場所概略図 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

（地下鉄東山線伏見駅および栄駅より徒歩約１０分） 
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＜ご 参 考＞ 

 
１．店 舗 数 

      【新石切支店（平成 23 年 1 月17 日開設）、交野支店（同 1 月24 日開設）、水口支店（同 3 月 14 日開設）を含む】 

 
エリア 京都府 

うち 
京都市内 

大阪府 滋賀県 奈良県 兵庫県 愛知県 東京都 計 

店舗数 １０７ ６１ ２４ １２ ６ ７ １ １ １５８ 

※この他に、住宅ローンセンターが５ヵ所、海外駐在員事務所が２カ所（香港・上海）あります。 
店舗外 ATMは３０２ヶ所あります。   

 
 

２．滋賀県初出店「草津支店（平成１２年１２月）」以降の出店状況 

開店日 店舗名 所在地 
平成１２年１２月  ４日 草津支店 草津市西渋川 
平成１３年  ４月１６日 瀬田支店 大津市一里山 
     １０月２２日 栗東支店 栗東市綣 
平成１４年  １月２１日 門真支店 門真市新橋町 （信用保証ビル３階） 
       ３月１８日 西大津支店 大津市皇子が丘（ファーストタワー大津 MARY1階） 
     １０月１５日 茨木支店 茨木市西駅前町 （京都銀行茨木ビル２階） 
平成１５年  ２月１９日 大阪中央支店 大阪市中央区 （日本生命今橋ビル２階） 
       ５月２０日 東大阪支店 東大阪市長堂 3丁目 （太陽生命東大阪ビル８階） 
平成１６年  ４月２１日 高の原支店 奈良市右京 
     １２月  １日 新大阪支店 大阪市淀川区宮原 （上村ニッセイビル３階） 
     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） 
平成１７年  ３月  ７日 ネットダイレクト支店 京都市南区（インターネット上の店舗） 
       ７月２０日 難波支店 大阪市浪速区難波中 （難波室町ビル４階） 
       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） 
     １０月１７日 振込専用支店 京都市南区 
平成１８年  ２月２０日 奈良支店 奈良市大宮町（ニッセイ奈良駅前ビル２階） 
       ５月２３日 彦根支店 彦根市大東町 
       ９月１９日 城東支店 大阪市城東区中央 （アーバネックス蒲生ビル３階） 
       ９月２５日 八尾支店 八尾市光町 （日本生命八尾駅前ビル８階） 
     １１月  ８日 堅田支店 大津市本堅田 
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開店日 店舗名 所在地 

平成１９年  ３月２６日 登美ヶ丘支店 生駒市鹿畑町 
       ４月  ３日 鴻池新田支店 東大阪市西鴻池町 
       ４月２３日 橿原支店 橿原市八木町 
     １０月２２日 川西支店 川西市栄根 
     １１月１２日 六甲道支店 神戸市灘区桜口町 
     １１月１９日 近江八幡支店 近江八幡市鷹飼町 
     １２月１０日 大和郡山支店 大和郡山市柳 
平成２０年  ３月１７日 千里中央支店 豊中市新千里西町 （ディーグラフォート千里中央 1階） 
       ３月２４日 西宮支店 西宮市和上町  （エルグレース西宮 1階） 
       ４月２１日 堺支店 堺市堺区宿院町西（堺フェニックスビル５階） 
     １０月２０日 豊中支店 豊中市本町 （TODA  BUILDING豊中 1階） 
     １１月２５日 伊丹支店 伊丹市伊丹２丁目 
平成２１年  ３月１６日 南草津支店 草津市野路町 
       ４月２０日 ＪＲ尼崎駅前支店 尼崎市潮江１丁目 （尼崎フロントビル 1階） 
       ６月  ９日 大津支店 大津市におの浜３丁目 
       ７月１３日 生駒支店 生駒市谷田町  
     １１月１６日 長岡今里支店 長岡京市今里３丁目 
     １１月２４日 吹田支店 吹田市高城町 
平成２２年  ３月  ８日 石山支店 大津市栄町 
       ９月１３日 円町支店 京都市中京区西ノ京円町 
       ９月２１日 八日市支店 東近江市八日市本町 
     １０月１２日 山科小野支店 京都市山科区小野鐘付田町 
     １０月２５日 二条駅前支店 京都市中京区西ノ京栂尾町 
平成２３年  １月１７日（予定） 新石切支店 東大阪市西石切町三丁目 
       １月２４日（予定）  交野支店 交野市私部西一丁目 
       ３月１４日（予定） 水口支店 甲賀市水口町 
       ４月１１日（予定） 名古屋支店 名古屋市中区錦三丁目 

 
 

    以  上 


