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「「「「桂川支店桂川支店桂川支店桂川支店（（（（京都府向日市京都府向日市京都府向日市京都府向日市））））」」」」をををを開設開設開設開設しますしますしますします！！！！

～～～～「「「「イオンモールイオンモールイオンモールイオンモール京都桂川京都桂川京都桂川京都桂川」」」」にはにはにはには、、、、店舗外店舗外店舗外店舗外ＡＴＭＡＴＭＡＴＭＡＴＭをををを設置設置設置設置    ～～～～

京都銀行（頭取 髙﨑 秀夫）では、平成２７年３月に｢桂川支店（京都府向日市）」を開設し

ますのでお知らせいたします。

　キリンビール京都工場跡地において「京都桂川 つむぎの街」の愛称で大規模な開発が進む

桂川エリアは、当行研修施設「京都銀行 金融大学校 桂川キャンパス」や洛南高等学校附属

小学校などが立ち並び、今月１７日には京都府内最大級の商業施設「イオンモール京都桂川」

が開業、大型分譲マンションなどの建設も進み、新しい街としてますますの発展が期待され

ています。

　今般、この桂川エリアに、土曜日・日曜日もご利用いただける「全自動貸金庫」やゆったりと

した「ご相談ブース」など、充実した機能を備えた「桂川支店」をオープンいたします。

　また、土曜日と日曜日に営業する「桂川住宅ローンプラザ」も設置し、お客様のご相談にス

ピーディーかつきめ細やかに対応してまいります。

桂川支店の開設に先がけ、平成２６年１０月１７日（金）には「イオンモール京都桂川」の

グランドオープンにあわせて店舗外ＡＴＭを設置し、より一層お客様の利便性を高め、お客

様満足度の向上を図ってまいります。

記

１．「桂川支店」店舗概要

店  舗  名
京都銀行　

かつらがわ

桂川支店

開設準備委員長

（開設後支店長）

はたけやま

畠山  
よしのぶ

佳伸（前・松井山手支店長）

人　　員 １２名（支店長、ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰを含む）

所  在  地

京都府向日市寺戸町八ノ坪１１７番地 （住居表示未確定）

　※ＪＲ東海道本線「桂川駅」から南西へ約５００ｍ

　　阪急京都線「洛西口駅」から南東へ約３００ｍ

開設予定時期 平成２７年３月

平成 26 年 9 月 30 日
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店舗延面積 ５００．２０㎡

構    造 鉄骨造 地上２階建

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）

全自動貸金庫 最大６００個（指静脈認証機能付きＩＣカード対応）  

店 舗 規 模

駐 車 場 ８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 ―― ―― ―― ――

住宅ローンプラザ ―― 9:00～17:00 ―― ――

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

※１．住宅ローンプラザ、全自動貸金庫は、土曜日、日曜日と重なる祝日は営業いた

します。ただし、正月３が日、５/３～５/５は休業します。

　２．住宅ローンプラザは事前予約制です。

　３．ＡＴＭは３６５日営業で、正月３が日も営業します。

住宅ローンプラザの

　　　取扱業務

 住宅ローンに関するご相談・お申し込み受付

    ※住宅ローンプラザでは、現金のお取り扱いはいたしておりません。

　＜店舗特徴＞

・LED 照明を使用、２階テラスには

緑化を施し、環境にやさしい店舗。

・車椅子の方もご利用いただける

全自動貸金庫を設置するなどバ

リアフリー対応。

・非常用自家発電装置を設置。



－3－

２．店舗外ＡＴＭ「イオンモール京都桂川」の概要

名　　称

 株式会社 京都銀行  東向日町支店 イオンモール京都桂川出張所

                                               （店舗外ＡＴＭ）

所 在 地

 京都市南区久世高田町３７６番１

（イオンモール京都桂川１階 共同キャッシュコーナー内）

設 置 日  平成２６年１０月１７日（金）

設置台数  ＡＴＭ ２台 【指静脈認証機能付きＩＣキャッシュカード対応】

営 業 日  休業日なし（３６５日営業）

営業時間

 全営業日　７：００～２３：００

※平成２６年１０月１７日（金）から平成２６年１１月１９日（水）までは、施設１階

の営業時間にあわせ、営業時間が ９：００～２３：００ となります。

３．設置場所概要

【店舗外ＡＴＭ設置場所詳細図】
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＜ご 参 考＞

１．京都府の出店、新築開店状況（平成２１年度以降）

開店日 店舗名 所在地 備考

平成２１年１１月１６日 長岡今里支店 長岡京市今里三丁目 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

平成２３年  ７月  ４日 長岡支店 長岡京市開田三丁目 新築開店

平成２４年  ６月１１日 東九条支店 京都市南区東九条西札ノ辻町 新築開店

平成２４年  ７月  ９日 福知山駅南支店 福知山市駅南町一丁目 出店

平成２４年  ９月１０日 六地蔵支店 宇治市六地蔵奈良町 新築移転

平成２４年１０月１５日 長岡京駅前支店 長岡京市神足二丁目 出店

平成２４年１１月　５日 府庁前支店 京都市中京区丸太町通西洞院東入る梅屋町 新築開店

平成２５年　６月１７日

京都市役所前支店

(旧･寺町二条支店)
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町

新築移転･

名称変更

平成２５年１０月２８日 出町支店 京都市上京区今出川通寺町東入大宮町 新築移転

【新店舗での営業開始】

平成２５年１２月１６日

【グランドオープン】

平成２６年　３月１０日

東長岡支店 長岡京市馬場見場走り 新築移転

平成２６年　２月１７日 金閣寺支店 京都市北区衣笠北天神森町 新築移転

平成２６年　６月１６日 西七条支店 京都市下京区西七条北衣田町 新築移転

平成２７年　３月（予定） 桂川支店 向日市寺戸町 出店

２．店舗数、店舗外ATM設置か所

　　【桂川支店（Ｈ27.3開設予定）、店舗外ＡＴＭ「ｲｵﾝﾓｰﾙ京都桂川」（Ｈ26.10.17開設予定）を含む】

（平成 26 年 9 月 30 日時点）

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 111 62 28 12 7 8 1 1 168

店舗外

ATM 設置

か所

232 33 34 8 3 － － 310

※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 4 か所（香港・上海・大連・バンコク）あります。

    以  上


