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－ 大阪府内２８か店目とさらに充実 － 

「歌島橋支店（大阪市西淀川区）」を開設します！ 
京都銀行（頭取 髙﨑 秀夫）では、平成２５年７月２２日（月）に｢歌島橋支店（大阪市西

淀川区）」を開設しますのでお知らせいたします。 

 これに先立ち、５月２７日（月）には大阪支店を大阪営業部へ昇格させ、大阪中央支店を

統合するとともに、人員を増強して営業強化を図ります。 

 これに続く歌島橋支店は、製造業が集積し、交通アクセスに恵まれて人口が増加している

地区において、事業性、個人取引の推進拠点として開設するものです。 

 大阪府内２８か店目となる歌島橋支店の開設を機に、さらにお客様の利便性の向上に努め

るとともに、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        京都銀行 
うたじまばし

歌島橋支店 

開設準備委員長 
（開設後支店長）  

おおうら

大浦 
ひろあき

博昭（前・伊勢田支店長） 

人 員        １３名（支店長を含む） 

所 在 地       
大阪市西淀川区千舟二丁目６番３４号 

       ※ＪＲ東西線「
みてじま

御幣島駅」から南西へ約300 m 

開設予定日        平成２５年７月２２日（月） 

店舗延面積 ６４８．６２㎡ 

構造 鉄筋コンクリート造 地上２階建 

ＡＴＭ ２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 ４７７個（指静脈認証機能付きＩＣカード対応）   

店 舗 規 模       

駐車場 ７台 
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 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 

全自動貸金庫 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 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 
・各種ローンの申込の受付 
・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・所在地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・LED照明、太陽光発電パネルを設置、店舗周辺
には緑化を施し、環境にやさしい店舗。 

・地域産木材をロビーのソファー等に使用。 

・車椅子の方もご利用いただけるエレベーターや

トイレの設置などバリアフリー対応。 

・非常用自家発電装置を設置。 
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〈ご 参 考〉 

１．大阪府の出店、新築移転状況（平成１４年１月以降） 
開店日 店舗名 所在地 備考 

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） 出店 
平成１４年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） 出店 
平成１５年  ２月１９日 大阪中央支店 大阪市中央区今橋 （日本生命今橋ビル２階） 出店 
平成１５年  ５月２０日 東大阪支店 東大阪市長堂三丁目 （太陽生命東大阪ビル８階） 出店 
平成１５年  ６月  ９日 津田支店 枚方市津田西町二丁目 新築開店 
平成１６年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） 出店 
平成１７年  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） 出店 
平成１８年  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） 出店 
平成１８年  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） 出店 
平成１９年  ４月  ３日 鴻池新田支店 東大阪市西鴻池町 出店 
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） 出店 
平成２０年  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） 出店 
平成２０年１０月２０日 豊中支店 豊中市本町 （TODA  BUILDING豊中 1階） 出店 
平成２１年  ６月１５日 門真支店 門真市柳町 新築移転 
平成２１年１０月２６日 東大阪支店 東大阪市長栄寺 新築移転 
平成２１年１１月２４日 吹田支店 吹田市高城町 出店 
平成２３年  １月１７日 新石切支店 東大阪市西石切町三丁目 出店 
平成２３年  １月２４日 交野支店 交野市私部西一丁目 出店 
平成２３年  ４月２５日 八尾支店 八尾市光町一丁目 新築移転 
平成２３年  ７月１１日 摂津支店 摂津市南千里丘 出店 
平成２３年１０月１７日 大日支店 守口市大日町三丁目 出店 
平成２４年  １月２３日 堺支店 堺市堺区熊野町西１丁 新築移転 
平成２４年  ２月２０日 茨木支店 茨木市西駅前町 （京都銀行茨木ビル 1、2階） 新築開店 
平成２４年  ４月  ９日 池田支店 池田市呉服町 （クレアシティ池田呉服町 1、2階） 出店 
平成２５年  １月２１日 堺北花田支店 堺市北区宮本町 出店 
平成２５年  5月２７日（予定） 大阪営業部 大阪市中央区高麗橋二丁目 移転昇格・統合 
平成２５年  ７月２２日（予定） 歌島橋支店 大阪市西淀川区千舟二丁目 出店 

２．店舗数【大阪営業部（5/27 設置）、歌島橋支店（7/22 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 110 62 28 12 7 8 1 １ 167 

   ※（１）この他に、住宅ﾛｰﾝｾﾝﾀｰが 2か所、海外駐在員事務所が 3か所（香港・上海・大連）あります。 
     （２）店舗外ＡＴＭは 305か所あります。                       
 

    以  上 


