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022 嵐山支店 アラシヤマ 616-8373 京都市右京区嵯峨天龍寺車道町9番地の1 JR嵯峨嵐山駅前通 (075)861-1531 

144 イオン奈良登美ヶ丘出張所 イオンナラトミガオカ 630-0115 奈良県生駒市鹿畑町3027番地 イオン奈良登美ヶ丘ショッピングセンター1階 (0743) 71-2096 

039 石田支店 イシダ 601-1439 京都市伏見区石田森東町23番地の1 外環状線石田交差点南 (075)572-6501 

099 石山支店 イシヤマ 520-0832 滋賀県大津市粟津町13番3号 国道1号線JR石山駅前交差点西 (077)533-1121 

111 一乗寺支店 イチジョウジ 606-8116 京都市左京区一乗寺宮ノ東町43番地 白川通曼殊院道交差点角 (075)701-1121 

002 市場支店 イチバ 600-8845 京都市下京区朱雀北ﾉ口町50番地 七条通千本西入ル (075)311-6227 

130 井手支店 イデ 610-0302 京都府綴喜郡井手町大字井手小字南玉水3番地 井手町役場北200m (0774) 82-3911 

104 稲荷支店 イナリ 612-0808 京都市伏見区深草稲荷榎木橋町10番地11番地 JR稲荷駅北100m本町通沿 (075)641-6361 

153 ☆茨木支店 イバラキ 567-0817 大阪府茨木市別院町7番10号 ペスカード別院102号室 (072)648-5707 

064 今里支店 イマザト 617-0814 長岡京市今里四丁目16番1号 今里4丁目16番地1号 (075)955-5001 

040 岩倉支店 イワクラ 606-0021 京都市左京区岩倉忠在地町548番地 叡電岩倉駅北 (075)701-9111 

125 宇治支店 ウジ 611-8660 宇治市宇治宇文字2番地の18 JR宇治駅前 (0774) 22-2156 

134 宇治田原支店 ウジタワラ 610-0253 京都府綴喜郡宇治田原町大字贄田小字植山36番地の2 国道307号線 贄田
ね だ

バス停前 (0774) 88-4311 

013 太秦支店 ウズマサ 616-8161 京都市右京区太秦組石町8番地の1 京福太秦広隆寺駅前 (075)871-4111 

034 梅津支店 ウメヅ 615-0935 京都市右京区梅津徳丸町4番地の1 梅津徳丸町（西浦町バス停前） (075)881-8131 

035 駅前支店 エキマエ 600-8216 京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町734番地 烏丸通七条下ル (075)361-2181 

011 円町支店 エンマチ 604-8463 京都市中京区西ノ京円町31番地 円町交差点角 (075)802-2161 

156 ☆江坂支店 エサカ 564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目35番15号プルミエール江坂1階 プルミエール江坂1階 （06）6836-7677 

023 御池支店 オイケ 604-8091 京都市中京区寺町通御池下ﾙ下本能寺前町500番地の1 京都市役所前 (075)231-6141 

127 黄檗支店 オウバク 611-0011 宇治市五ｹ庄芝ノ東48番地の8 宇治病院前 (0774) 32-0123 

088 大久保支店 オオクボ 611-0031 宇治市広野町西裏53番地16 旧国道24号線広野交差点角 (0774) 44-2525 

058 大手筋支店 オオテスジ 612-8362 京都市伏見区西大手町316番地 大手筋通竹田街道角 (075)621-8008 

141 大宮支店 オオミヤ 600-8373 京都市下京区大宮通松原下ﾙ西側下五条町448番地の2 大宮通五条下ル西側 (075)341-5311 

075 大宮寺ノ内支店 オオミヤテラノウチ 602-8406 京都市上京区大宮通寺之内下ﾙ花開院町110番地 大宮通寺ノ内下ル (075)414-2311 

096 岡崎支店 オカザキ 606-8416 京都市左京区浄土寺上馬場町97番地（銀閣寺支店内） 浄土寺バス停前 (075)761-1291 
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128 小倉支店 オグラ 611-0042 宇治市小倉町神楽田7番3 近鉄小倉駅西口北 (0774) 23-1800 

154 ☆学園前支店 ガクエンマエ 631-0036 奈良県奈良市学園北２丁目１番５号 ローレルコート学園前レジデンス施設棟３階 （0742）81-8131 

036 樫原支店 カタギハラ 615-8135 京都市西京区樫原江ﾉ本町1番地 樫原史跡公園バス停前 (075)392-6551 

148 堅田支店 カタタ 520-0242 滋賀県大津市本堅田五丁目22番17号 JR堅田駅前 (077)573-1121 

019 桂支店 カツラ 615-8086 京都市西京区桂乾町22番地の1 国道9号線千代原口交差点東300ｍ南側 (075)391-5111 

108 桂駅前支店 カツラエキマエ 615-8073 京都市西京区桂野里町50番地の58 阪急桂駅東口前 (075)381-2193 

102 桂坂支店 カツラザカ 610-1102 京都市西京区御陵大枝山町五丁目26番地の5 桂坂センターゾーン内 (075)333-6001 

082 葛野支店 カドノ 601-8306 京都市南区吉祥院宮ﾉ西町1番地 八条通葛野大路角 (075)321-7111 

118 上桂支店 カミカツラ 615-8281 京都市西京区松尾木ﾉ曽町41番地 阪急上桂駅西200m (075)391-3351 

017 上鳥羽支店 カミトバ 601-8182 京都市南区上鳥羽北島田町120番地 久世橋通京阪国道角 (075)681-4451 

116 ★上堀川支店 カミホリカワ 603-8115 京都市北区紫竹下本町20番地 堀川通北山角 (075)493-1071 

063 亀岡支店 カメオカ 621-0835 亀岡市篠町浄法寺松岡27番地の7 国道9号線頼政塚交差点西・北側 (0771) 24-6311 

079 亀岡駅前支店 カメオカエキマエ 621-0804 亀岡市追分町馬場通2番地の9 追分町・西友亀岡店北側 (0771) 24-8371 

033 賀茂支店 カモ 603-8833 京都市北区大宮東総門口町42番地 御薗橋通大宮西入ル (075)492-9211 

126 加茂町支店 カモチョウ 619-1112 京都府木津川市加茂町兎並西の坊3番地 JR加茂駅北500m (0774) 76-2345 

015 北烏丸支店 キタカラスマ 603-8142 京都市北区小山北上総町2番地の2 北大路通烏丸交差点西入ル北側 (075)491-1221 

065 北野支店 キタノ 603-8326 京都市北区北野下白梅町60番地4（白梅町支店内） 北野白梅町交差点南東角 (075)464-1171 

059 吉祥院支店 キッショウイン 601-8316 京都市南区吉祥院池ﾉ内町2番地 九条通葛野大路角 (075)681-8571 

076 木津支店 キヅ 619-0214 京都府木津川市木津池田93番地の8 国道24号線木津町池田 (0774) 72-5151 

029 金閣寺支店 キンカクジ 603-8375 京都市北区衣笠天神森町38番地 衣笠わら天神前 (075)461-8111 

119 銀閣寺支店 ギンカクジ 606-8416 京都市左京区浄土寺上馬場町97番地 浄土寺バス停前 (075)761-1291 

142 草津支店 クサツ 525-0026 滋賀県草津市渋川一丁目2番26号（草津駅前支店内） JR草津駅東口前｢ザ・草津タワー｣1階 (077)563-7951 

147 草津駅前支店 クサツエキマエ 525-0026 滋賀県草津市渋川一丁目2番26号 JR草津駅東口前｢ザ・草津タワー｣1階 (077)563-7951 

007 九条支店 クジョウ 601-8474 京都市南区四ツ塚町89番地3 九条大宮西入ル南側 (075)681-8341 

149 くずは支店 クズハ 573-1118 大阪府枚方市楠葉並木二丁目13番5号 京阪樟葉駅東400m (072)809-0251 
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052 久世支店 クゼ 601-8205 京都市南区久世殿城町427番地の1 久世殿城町427-1 (075)934-1321 

090 久津川支店 クツカワ 610-0101 城陽市平川横道13番地の1 近鉄久津川駅東100m (0774) 53-2111 

077 久御山支店 クミヤマ 613-0034 京都府久世郡久御山町佐山双栗16番地4 久御山町佐山双栗 (0774) 43-8211 

117 久御山中央支店 クミヤマチュウオウ 613-0036 京都府久世郡久御山町田井向野43番11 久御山町役場東 (0774) 44-9121 

095 久我支店 コガ 612-8494 京都市伏見区久我東町211番地 久我神川消防出張所前 (075)921-5711 

121 木幡支店 コワタ 611-0002 宇治市木幡大瀬戸46番6 京阪木幡駅東100m南側 (0774) 33-3741 

021 西院支店 サイイン 615-0014 京都市右京区西院巽町35番地 四条通西大路西入ル (075)311-7191 

072 嵯峨野支店 サガノ 616-8314 京都市右京区嵯峨野秋街道町1番地の7 三条通帷子ノ辻西200m (075)872-6331 

006 三条支店 サンジョウ 604-8414 京都市中京区西ノ京小倉町135番 千本通三条角 (075)801-3161 

005 四条支店 シジョウ 600-8009 
京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町91番地 
京都中央信用金庫 本店ビル2階 

京都市下京区四条通烏丸西入ル (075)211-6141 

091 下鴨支店 シモガモ 606-0863 京都市左京区下鴨東本町15番地の2 北大路通下鴨東本町バス停前 (075)702-2121 

067 下津林支店 シモツバヤシ 615-8036 京都市西京区下津林南大般若町44番地 下津林南大般若町44 (075)391-6541 

056 下鳥羽支店 シモトバ 612-8455 京都市伏見区中島外山町8番地 国道1号線赤池交差点東 (075)623-1011 

066 ★修学院支店 シュウガクイン 606-8116 京都市左京区一乗寺宮ノ東町43番地（一乗寺支店内） 白川通曼殊院道交差点角 (075)701-1121 

140 神明支店 シンメイ 611-0025 宇治市神明宮東17番地の2 京阪宇治バス城南荘バス停前 (0774) 24-2433 

014 十条支店 ジュウジョウ 601-8033 京都市南区東九条南石田町38番地の2 十条通竹田街道西入 (075)681-3711 

062 城陽支店 ジョウヨウ 610-0121 城陽市寺田高田5番地の7 旧国道24号線城陽市役所北200m東側 (0774) 55-3511 

122 墨染支店 スミゾメ 612-0049 京都市伏見区深草中ﾉ島町2番地2 京阪墨染駅東1筋南 (075)645-1301 

133 精華支店 セイカ 619-0240 京都府相楽郡精華町祝園西一丁目32番地3 JR祝園駅西300m (0774) 93-1321 

101 瀬田支店 セタ 520-2153 滋賀県大津市一里山一丁目2番17号 国道1号線瀬田駅前交差点角 (077)544-3811 

124 泉涌寺支店 センニュウジ 605-0973 京都市東山区泉涌寺門前町23番地4 東大路泉涌寺道交差点上ル東側 (075)531-5200 

074 ★千丸支店 センマル 604-8403 京都市中京区聚楽廻中町27番地の37 丸太町通千本西入ル (075)811-1212 

080 白梅町支店 ハクバイチョウ 603-8326 京都市北区北野下白梅町60番地4 北野白梅町交差点南東角 (075)464-1171 

084 鷹峯出張所 タカガミネ 603-8434 京都市北区紫竹東栗栖町36番地の2（紫野支店内） 北山通上野街道角 (075)491-1170 

031 高槻支店 タカツキ 569-0085 大阪府高槻市南松原町16番1号 南松原町16-1 (072)673-1121 
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151 高槻駅前支店 タカツキエキマエ 569-1123 大阪府高槻市芥川町一丁目11番7号 JR高槻駅 北西200m (072)682-5535 

051 竹田支店 タケダ 612-0029 京都市伏見区深草西浦町1丁目28番地の1 竹田街道竹田久保町交差点南 (075)642-7711 

109 竹田南支店 タケダミナミ 612-8422 京都市伏見区竹田七瀬川町142番地の1 竹田城南宮道バス停前 (075)641-8111 

137 棚倉出張所 タナクラ 619-0214 京都府木津川市木津池田93番地の8（木津支店内） 国道24号線木津町池田 (0774) 72-5151 

070 田辺支店 タナベ 610-0332 京田辺市興戸東垣内10番地の1 京田辺市興戸東垣内（田辺警察署南300m） 

（田辺警察署南300m） 

(0774) 63-5171 

120 田辺駅前支店 タナベエキマエ 610-0334 京田辺市田辺中央六丁目7番地6 近鉄新田辺駅前 (0774) 62-0800 

060 丹波口出張所 タンバグチ 600-8829 京都市下京区西新屋敷下之町2番地 JR丹波口駅前通南 (075)343-5411 

030 醍醐支店 ダイゴ 601-1366 京都市伏見区醍醐大構町12番地 外環状線醍醐高畑交差点角 (075)571-7373 

129 寺田支店 テラダ 610-0121 城陽市寺田樋尻54番地の2 

 

近鉄寺田駅西100m (0774) 52-3490 

107 出町支店 デマチ 602-0822 京都市上京区出町今出川上ﾙ青龍町258番地 河原町通今出川上ル東側 (075)211-4101 

106 東寺支店 トウジ 601-8474 京都市南区四ツ塚町89番地3（九条支店内） 九条大宮西入ル南側 075-681-8341 

093 常盤支店 トキワ 616-8184 京都市右京区太秦中筋町12番地の1 太秦中筋町（開日町バス停前） (075)864-3111 

114 常盤東支店 トキワヒガシ 616-8221 京都市右京区常盤村の内町1番地の10 新丸太町(常盤)太秦映画村道バス停前 (075)861-3141 

123 富野荘支店 トノショウ 610-0117 城陽市枇杷庄鹿背田84番11 近鉄富野荘駅東南50m (0774) 55-6711 

025 長岡支店 ナガオカ 617-0826 長岡京市開田四丁目7番7号 イズミヤ長岡店前 (075)954-3121 

152 奈良支店 ナラ 630-8236 奈良県奈良市下三条町28番1 JR奈良駅東400m（三条通沿い） (0742)27-3935 

083 二軒茶屋支店 ニケンチャヤ 606-0021 京都市左京区岩倉忠在地町548番地（岩倉支店内） 叡電岩倉駅北 (075)701-9111 

068 西御池支店 ニシオイケ 602-8032 京都市上京区西洞院通丸太町上る夷川町396番地（府庁前支店内） 釜座通丸太町上ル西側 (075)255-6181 

053 西小倉支店 ニシオグラ 611-0042 宇治市小倉町南浦43番地の9 小倉町南浦43-9(西小倉中学校東) (0774) 20-1301 

027 西京極支店 ニシキョウゴク 615-0884 京都市右京区西京極郡町111番地 西京極スポーツセンター前 (075)312-4991 

016 西五条支店 ニシゴジョウ 615-0041 京都市右京区西院南高田町1番地 西大路通五条下ル (075)312-9131 

012 西陣支店 ニシジン 602-8241 京都市上京区中立売通堀川西入役人町216番地の2 

 

堀川中立売角 (075)431-4311 

094 西野支店 ニシノ 607-8156 京都市山科区東野片下リ町68番地（山科中支店内） 国道1号線外環状西・北側 (075)594-6711 

069 西野山支店 ニシノヤマ 607-8307 京都市山科区西野山射庭ﾉ上町290番地の1 大石神社バス停前 (075)501-6331 

097 西八条支店 ニシハチジョウ 615-0041 京都市右京区西院南高田町1番地（西五条支店内） 西大路通五条下ル (075)312-9131 



★は個人特化型店舗です 

☆は事業性特化型店舗です 

京都中央信用金庫店舗一覧（50音順） 
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店番 店  名 カナ名 郵便番号  住           所 略     住     所 電話番号 

155 ☆寝屋川支店 ネヤガワ 572-0837 大阪府寝屋川市早子町１9番17号 ルピナスⅡ1階 （072）800-5178 

138 橋本支店 ハシモト 573-1118 大阪府枚方市楠葉並木二丁目13番5号（くずは支店内） 京阪樟葉駅東400m (072)809-0251 

073 八条口支店 ハチジョウグチ 601-8003 京都市南区東九条西山王町31番地 京都駅八条口 アバンティビル1階 (075)681-2121 

026 花園支店 ハナゾノ 616-8057 京都市右京区花園木辻南町5番地 花園木辻南町（丸太町通） (075)463-5231 

028 東五条支店 ヒガシゴジョウ 605-0847 京都市東山区五条通大橋東入東橋詰町16番地 五条大橋東入ル北側 (075)531-0141 

113 東向日支店 ヒガシムコウ 617-0002 向日市寺戸町小佃17番地 阪急東向日駅前西入ル北側 (075)922-7101 

008 東山支店 ヒガシヤマ 605-0012 京都市東山区三条通大橋東五丁目西海子町31番地 三条通東大路角 (075)761-4171 

010 百万遍支店 ヒャクマンベン 606-8226 京都市左京区田中飛鳥井町58番地 田中飛鳥井町 グレースたなか前 (075)781-6131 

143 枚方支店 ヒラカタ 573-1197 大阪府枚方市禁野本町1丁目16番10号 イズミヤ枚方店前 (072)848-7201 

020 伏見支店 フシミ 612-8078 京都市伏見区大宮町572番地の2 竹田街道丹波橋下ル (075)621-3355 

105 藤森支店 フジノモリ 612-0876 京都市伏見区深草西伊達町87番地の4 独立行政法人国立病院機構京都医療センター北西

入ル 

(075)641-7165 

150 府庁前支店 フチョウマエ 602-8032 京都市上京区西洞院通丸太町上る夷川町396番地 釜座通丸太町上ル西側 (075)255-6181 

004 堀川支店  ホリカワ 600-8481 京都市下京区堀川通四条下る四条堀川町262番地 堀川通四条角 (075)241-2111 

001 本店営業部 ホンテン 600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町91番地 京都市下京区四条通烏丸西入ル (075)223-2525 

145 松井山手支店 マツイヤマテ 610-0354 京都府京田辺市山手南一丁目3番6 JR松井山手駅南西側 (0774) 62-6100 

032 丸太町支店 マルタマチ 604-0906 京都市中京区新烏丸通丸太町下る東椹木町104番地 丸太町通河原町西入ル (075)211-2301 

110 御陵支店 ミササギ 607-8432 京都市山科区御陵鴨戸町51番地 地下鉄東西線御陵駅1番出口横 (075)593-2222 

146 南草津支店 ミナミクサツ 525-0050 滋賀県草津市南草津一丁目1-2 JR南草津駅西口ロータリー前 (077)565-9561 

092 南山科支店 ミナミヤマシナ 607-8216 京都市山科区勧修寺東出町32番地 地下鉄東西線小野駅1番出口南 (075)571-1331 

054 壬生支店 ミブ 604-8862 京都市中京区壬生森町26番地の25 四条通中新道西入ル北側 (075)842-1701 

132 三室戸支店 ミムロド 611-0013 宇治市莵道谷下り50番地1 京阪三室戸駅東50m (0774) 23-6403 

115 向島支店 ムカイジマ 612-8136 京都市伏見区向島四ﾂ谷池14番の19 向島ニュータウン6街区1棟107 (075)622-8401 

024 ★向日町支店 ムコウマチ 617-0002 向日市寺戸町小佃17番地（東向日支店内） 阪急東向日駅前西入ル北側 (075)922-7101 

018 紫野支店 ムラサキノ 603-8434 京都市北区紫竹東栗栖町36番地の2 北山通上野街道角 (075)491-1170 

098 桃山支店 モモヤマ 612-8039 京都市伏見区御香宮門前町190番地の5 御香宮神社前 (075)611-1211 



★は個人特化型店舗です 

☆は事業性特化型店舗です 
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009 山科支店 ヤマシナ 607-8080 京都市山科区竹鼻竹ﾉ街道町92番地 山科駅前 ラクト山科C棟1階 (075)581-8101 

037 山科中支店 ヤマシナナカ 607-8156 京都市山科区東野片下リ町68番地 国道1号線外環状西・北側 (075)594-6711 

139 山田川支店 ヤマダガワ 619-0240 京都府相楽郡精華町祝園西一丁目３２番地３（精華支店内） JR祝園駅西300m (0774) 93-1321 

071 八幡支店 ヤワタ 614-8093 八幡市八幡三本橋35番地の3 八幡市役所前 (075)971-1321 

086 淀支店 ヨド 612-8275 京都市伏見区納所町176番地 納所町バス停前 (075)632-2591 

038 洛西支店 ラクサイ 610-1141 京都市西京区大枝西新林町五丁目1番地の8 洛西ニュータウン新林商店街内 (075)331-1301 

112 六地蔵支店 ロクジゾウ 611-0001 宇治市六地蔵町並41番地の2 JR奈良線六地蔵駅北200m (0774) 32-2222 

136 和束出張所 ワヅカ 619-1112 京都府木津川市加茂町兎並西の坊3番地（加茂町支店内） JR加茂駅北500m (0774) 76-2345 

 


