2020 年 9 月 1 日

一部店舗における窓口営業時間の変更（昼休業の導入）について
京都銀行（頭取 土井 伸宏）は、お客さまへのサービス維持・向上に向けた店舗運営
の効率化を目的として、一部店舗において、窓口営業時間を変更し、昼休業を導入させ
ていただきますのでお知らせいたします。
店舗内に設置しておりますＡＴＭおよび全自動貸金庫の営業時間は変更ございません。
お客さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますよう、お願
い申し上げます。
記
１．対象店舗
５８店舗（別紙記載の通り）

２．変更内容
１１：３０～１２：３０について、窓口業務を休止させていただきます。
変更前

窓口営業時間

変更後

平日
９：００ ～ １５：００

平日
９：００ ～ １１：３０
１２：３０ ～ １５：００

※１．店舗内に設置しております ATM および全自動貸金庫の営業時間は変更ございません。
※２．休日営業拠点（草津支店・高の原支店「土・日ご相談プラザ」
、西大津支店「土曜ご相談
プラザ」
、南草津支店・刈谷支店「住宅ローンプラザ」
）の営業時間は変更ございません。
※３．草津支店および高の原支店の「５時までご相談コーナー（平日 １５：００～１７：００）
」
も引き続き営業しております。

３．変更日
２０２０年１０月１日（木）
以 上
－1－

（別紙）

店舗名

京都府

所在地

電話番号

京都市

府庁出張所

京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町85-4（京都府庁内第1 号館1 階）

075（451）4666

福知山市

長田野出張所

京都府福知山市長田野町 3-1-1(福知山市企業交流プラザ内）

0773(27)3111

城陽市

寺田駅前出張所

京都府城陽市寺田西ノ口 7－4

0774(55)4111

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

06(6209)8900

新大阪支店

大阪市淀川区宮原 3-3-31 上村ニッセイビル 3 階

06(4807)2411

大阪市

難波支店

大阪市浪速区難波中 1-12-5 難波室町ビル 4 階
※9 月 14 日に下記所在地に移転
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（大阪営業部内）

06(4396)7411
※9 月 14 日から下記の通り
06(6209)8900

城東支店

大阪市城東区中央 1-8-27 アーバネックス蒲生ビル 3 階

06(6180)2838

歌島橋支店

大阪市西淀川区千舟 2-6-34

06(4808)8888

交野市

交野支店

大阪府交野市私部西 1-31－4

072(895)6711

門真市

門真支店

大阪府門真市柳町 10-29

06(6900)8101

守口市

大日支店

大阪府守口市大日町 3-4-40

06(6780)2811

高槻南支店

大阪府高槻市牧田町 7-52

072(695)1241

高槻城北支店

大阪府高槻市城北町 2-14-20

072(662)2151

茨木市

茨木支店

大阪府茨木市西駅前町 5-1 京都銀行茨木ビル 1 階・2 階

072(631)2080

摂津市

摂津支店

大阪府摂津市南千里丘 5-25-101 J.S.B.摂津エコセンタービル 1 階

06(6318)2611

東大阪支店

大阪府東大阪市長栄寺 3-1

06(4308)6030

鴻池新田支店

大阪府東大阪市西鴻池町 2-4-5

06(6748)9211

新石切支店

大阪府東大阪市西石切町 3-1-3

072(983)1122

八尾市

八尾支店

大阪府八尾市光町 1-48

072(929)1314

池田市

池田支店

大阪府池田市呉服町 3-17 クレアシティ池田呉服町 1 階･2 階

072(750)0511

千里中央支店

大阪府豊中市新千里西町 1-1-10 ディーグラフォート千里中央 1 階

06(6155)2777

豊中支店

大阪府豊中市本町 1-6-4 TODA BUILDING 豊中１階

06(4865)3411

吹田支店

大阪府吹田市高城町 1-5

06(4860)7377

堺支店

大阪府堺市堺区熊野町西 1-2-1

072(226)9377

堺北花田支店

大阪府堺市北区宮本町 4-1

072(240)1113

北野田支店

大阪府堺市東区北野田 34-1

072(230)3434

鳳支店

大阪府堺市西区鳳東町 7-835-2

072(260)1326

瀬田支店

滋賀県大津市一里山 1-2-6

077(543)5360

西大津支店

滋賀県大津市皇子が丘 2-10-25

077(521)5623

堅田支店

滋賀県大津市本堅田 4-15-1

077(571)2311

大津支店

滋賀県大津市におの浜 3-4-58

077(511)5011

石山支店

滋賀県大津市栄町 2-2

077(531)3111

草津支店

滋賀県草津市西渋川 1-21-18

077(565)3655

南草津支店

滋賀県草津市南草津 2-3-13

077(516)2000

高槻市

大阪府

東大阪市

豊中市
吹田市

堺市

大津市
滋賀県

草津市

－2－

栗東市

栗東支店

滋賀県栗東市綣 3-8-16

077(554)5490

守山市

守山支店

滋賀県守山市勝部 1-1-17 cocotto MORIYAMA1 階・2 階

077(514)2223

甲賀市

水口支店

滋賀県甲賀市水口町本綾野 5-21

0748(65)1011

近江八幡市

近江八幡支店

滋賀県近江八幡市鷹飼町 555-2

0748(31)1811

彦根市

彦根支店

滋賀県彦根市大東町 5-1

0749(21)3955

東近江市

八日市支店

滋賀県東近江市八日市本町 4-5

0748(20)1588

高の原支店

奈良県奈良市右京 1-5-3

0742(70)1900

奈良支店

奈良県奈良市三条本町 3-13

0742(20)2266

登美ヶ丘支店

奈良県生駒市鹿畑町 3021

0743(72)0111

生駒支店

奈良県生駒市谷田町 878-1

0743(72)1221

橿原市

橿原支店

奈良県橿原市八木町 1-5-25

0744(20)3111

大和郡山市

大和郡山支店

奈良県大和郡山市柳 1-20

0743(58)6311

北葛城郡

王寺支店

奈良県北葛城郡王寺町王寺 2-2-8

0745(34)1800

神戸支店

神戸市中央区京町 72 新クレセントビル 8 階

078(335)0181

六甲道支店

神戸市灘区桜口町 4-1-1-106

078(846)3535

尼崎支店

兵庫県尼崎市東難波町 5-17-21

06(4868)5211

JR 尼崎駅前支店

兵庫県尼崎市潮江 1-2-6 尼崎フロントビル 1 階・2 階

06(6497)4811

尼崎北支店

兵庫県尼崎市浜 3-1-4

06(6495)1511

川西市

川西支店

兵庫県川西市栄根 2-6-32

072(756)8311

西宮市

西宮支店

兵庫県西宮市和上町 7-5 エルグレース西宮 1 階

0798(38)2211

伊丹市

伊丹支店

兵庫県伊丹市伊丹 2-1-8

072(773)5411

名古屋市

名古屋支店

愛知県名古屋市中区錦 3-20-27 御幸ビル 1 階

052(209)6911

刈谷市

刈谷支店

愛知県刈谷市相生町 2-34

0566(62)6133

千代田区

東京営業部

東京都千代田区丸の内 1-8-2 鉃鋼ビルディング本館 5 階

03(6212)3811

滋賀県

奈良市

生駒市
奈良県

神戸市

尼崎市
兵庫県

愛知県

東京都

※既に昼休業を導入している店舗は以下の通りです。
京都市

京都府

向日市

長岡京市

滋賀県

長浜市

京都経済センター
出張所

京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 78 番地

075（741）8005

北桑支店

京都市右京区京北周山町上寺田 1-1（京北合同庁舎内）

075（852）0007

桂川支店

京都府向日市寺戸町八ノ坪 117-2

075（924）3711

長岡京駅前支店

京都府長岡京市神足 2-7-25

075（958）3667

長岡今里支店

京都府長岡京市今里 3-3-10

075（958）6161

東長岡支店

京都府長岡京市馬場見場走り 12-7

075（955）7711

長浜支店

滋賀県長浜市八幡東町 441-5

0749（68）3700

－3－

