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  首都圏での営業力を一段と強化 

「東京営業部」を設置します 
～ 平成２７年１２月７日（月） 東京駅直結の新築ビルに移転 ～ 

京都銀行（頭取 土井 伸宏）では、平成２７年１２月７日（月）、東京支店をＪＲ東京駅

直結の新築ビルに移転して「東京営業部」へ昇格させ、営業人員を充実し営業力の一層の強

化を図ります。 

東京支店は、昭和３８年５月の開設以来、大企業取引を中心に営業展開してまいりました

が、平成３２年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けた首都圏のマー

ケット拡大を見据え、大企業取引とともに中堅・中小企業取引を強化すべく、「東京営業部」

として新たな営業体制を構築いたします。 

「東京営業部」は２部体制とし、営業第一部では大企業取引を推進し、ストラクチャー

ド・ファイナンスなどにも積極的に対応してまいります。営業第二部では、地元企業との

ビジネスマッチングなど情報営業を強化し、中堅・中小企業取引の拡大を目指します。 

また、同拠点には①本年４月に営業支援部内に設置した「Ｍ＆Ａ推進室」の専担者を常

駐させるほか、本部組織である②市場金融部、③証券国際部（東京駐在）、④東京事務所、

および⑤グループ会社である株式会社 京都総合経済研究所 東京経済調査部も移転し、機能

を集中することにより、より一層の金融サービスの充実を図ってまいります。 

「東京営業部」は首都圏における当行の営業拠点として、存在感の向上と地域への浸透

を目指してまいります。 
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 １．店舗概要等   

名   称  京都銀行 東京営業部 

東京営業部長 常務執行役員 中
なか

 
ひ で や

 

人  員  ２５名（部長、パートタイマーを含む）※現行人員１８名 

所 在 地  東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 鉃鋼ビルディング ５階 

設置予定日  平成２７年１２月７日（月） 

店舗規模等 

店舗延面積 １，０９７．６２ ㎡ 

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 ビル駐車場を利用 

 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 9：00～17：00 ――― ――― ――― 

   

２．店舗所在地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．「東京支店」の沿革 

     昭和 38.5.10 東京都中央区日本橋江戸橋二丁目６番地（郡是ビル内）に新設 

昭和 48. 1. 1 住居表示変更（東京都中央区日本橋二丁目１０番４号） 

昭和 56.2.16 東京都中央区八重洲２－３－１４（京セラ東京ビルディング内）に移転 
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＜ご参考＞ 

１.店舗数 

（平成 27年 8月 21日現在） 

エリア           京都府 
 

大阪府 滋賀県 奈良県 兵庫県 愛知県 東京都 計   うち 

京都市内 

店舗数  111 62 28 12 7 8 1 １ 168 

※（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 4か所（香港・上海・大連・バンコク）あります。 

（２）京都市内の店舗にはﾈｯﾄﾀﾞｲﾚｸﾄ支店および振込専用支店を含みます。 

（３）店舗外ＡＴＭは 315 か所あります。 

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（出店当時） 

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） 

※平成 25 年 5 月 27 日 大阪営業部に統合 

       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 

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 
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開店日 店舗名 所在地 

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 新石切支店 東大阪市西石切町三丁目 

       １月２４日  交野支店 交野市私部西一丁目 

       ３月１４日 水口支店 甲賀市水口町 

       ４月１１日 名古屋支店 名古屋市中区錦三丁目 

       ５月２３日 聖護院支店 京都市左京区岡崎徳成町２７ 

       ７月１１日 摂津支店 摂津市南千里丘５－２５－１０１ 

      １０月１７日 大日支店 大阪府守口市大日町３－４－４０ 

      １０月２４日 王寺支店 奈良県北葛城郡王寺町王寺２－２－８ 

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階・２階） 

       ７月 ９日 福知山駅南支店 福知山市駅南町１－２９１ 

       ９月１８日 尼崎北支店 尼崎市浜３－１－４ 

     １０月１５日 長岡京駅前支店 長岡京市神足２－７－２５ 

平成２５年  １月２１日 堺北花田支店 堺市北区宮本町４－１ 

       ５月２７日 大阪営業部 
大阪市中央区高麗橋２－２－１４ 
（京都銀行ダイワロイネットホテルビル１階・２階） 

       ７月２２日 歌島橋支店 大阪市西淀川区千舟二丁目６番３４号 

平成２７年  ３月１６日 桂川支店 向日市寺戸町八ノ坪１１７－２ 

     １２月  ７日（予定） 東京営業部 
東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 

（鉃鋼ビルディング５階） 

   ＜平成１２年１２月以降の海外駐在員事務所開設状況＞ 

開設日 事務所名 所在地 

平成１６年１２月１５日 上海駐在員事務所 
中華人民共和国上海市浦東新区陸家嘴環路1000号 
（恒生銀行大厦(Hang Seng Bank Tower)18階） 

平成２４年 ７月  ５日 大連駐在員事務所 
中華人民共和国大連市西崗区中山路 147号 
（森茂大厦（Senmao Building）21階） 

平成２５年 ９月２４日 バンコク駐在員事務所 
Unit 2104, 21st Floor, Park Ventures Ecoplex,57 Wireless 

Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand 

   以 上 


