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京都市内支店網がさらに充実 

「聖護院支店（京都市左京区）」が５月２３日オープン！ 
― 京都市内６２ヵ店目 ― 

 
 
京都銀行（頭取 髙﨑 秀夫）では、平成２３年５月２３日（月）に｢聖護院支店    

（京都市左京区）」を開設しますのでお知らせいたします。 

 

当行では、平成２２年９月に「円町支店（京都市中京区）」、同１０月に「山科小野支

店（京都市山科区）」、「二条駅前支店（京都市中京区）」を続けて開設し、お客様により便

利にご利用いただくため、京都市内店舗網の拡充を図ってまいりました。 

今般、｢聖護院支店｣を開設し、さらにきめ細やかなサービスを提供してまいります。 

これにより、当行の店舗数は１５９カ店（３月１４日水口支店（滋賀県甲賀市）、４月１１日  

名古屋支店（愛知県名古屋市）の開設予定を含む）、うち京都府内１０８カ店（京都市内６２カ

店）となります。 

  当行では常にお客様の利便性の向上に努め、お客様満足度を高めてまいります。 
 

記 

１．店舗概要等 

店 舗 名        京都銀行 
しょうごいん

聖護院支店 

開設準備委員長 
（開設後支店長）  

なかがわ

中川  
ひろゆき

裕之 （前・堅田支店長） 

人 員        １２名（支店長、パートを含む） 

所 在 地       
京都市左京区岡崎徳成町２７番地 

             （東山丸太町交差点から東大路通り沿いを南へ約120m） 

開設予定日        平成２３年５月２３日（月） 
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店舗延面積 ６９４．６４㎡ 

構造 鉄骨造 地上２階建 

ＡＴＭ ３台（指静脈認証機能付きＩＣキャッシュカード対応） 

全自動貸金庫 ４１９個（指静脈認証機能付きＩＣカード対応）   

店 舗 規 模       

駐車場 ６台 

 営 業 時 間       平 日     土 曜 日     日曜日・祝日 １２月３１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 9：00～19：00 9：00～19：00 

全自動貸金庫 9：00～17：00 9：00～17：00 ―― 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。 

 内 容 

相談業務 個人ローン、資産運用にかかる相談業務 

平日15時以降の 

相談窓口での業務 

（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  

     

２．店舗特徴、開設場所概略図等 

（１）店舗特徴 

      ・勾配屋根を用いて景観との調和に配慮した外観。 

      ・｢太陽光発電パネル｣の設置により、電力の一部を賄いＣＯ2を削減。 

      ・LED照明を設置、２階テラス部分には緑化を施し、環境に配慮。 

      ・店内ロビーのカウンター等の内装に京都府内産木材を使用。 

・車椅子の方もご利用いただけるエレベータやトイレの設置などバリアフリー対応。 
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  （２）店舗イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （３）開設場所概略図 
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〈ご 参 考〉 
（１）京都府の出店、新築移転状況（平成１０年９月以降） 

開店日 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 
平成２３年  ５月２３日 聖護院支店 京都市左京区岡崎徳成町 出店 

 

（２）店 舗 数 

          【水口支店（平成 23 年 3 月14 日開設）、名古屋支店（同 4 月 11 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 108 62 24 12 6 7 1 1 159 
店舗外

ATM設置
箇所 

231 28 32 7 4 － － 302 

 

    ※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。 
     

    以  上 


