
２０２０年４月２０日 

 

 

京都中央信用金庫（理事長 白波瀬 誠）は、新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態

宣言を受け、感染拡大防止と金融サービス維持を目的とした職員の交代勤務等を実施します。 

併せて、２０２０年４月２１日（火）より当面の間、店舗の窓口営業時間を変更させていただ

きますのでお知らせいたします。 

お客さまには大変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 

京都府、大阪府、滋賀県、奈良県の店舗（別紙記載） 

２．変更内容 

１１：３０～１２：３０の間は窓口業務を休止させていただきます。 

窓口営業時間（平日：当金庫営業日） 

変更前 ９：００～１５：００ 

変更後 
９：００～１１：３０ 

１２：３０～１５：００ 

※１．店舗内に設置しておりますＡＴＭの営業時間は変更ございません。 

※２．お電話でのお問い合わせがつながりにくい場合がございます。各種商品・サービスに

ついてご不明な点は、当金庫ホームページの「よくあるご質問」もご利用いただきます

ようお願い申し上げます。 

３．実施期間 

２０２０年４月２１日（火）から当面の間 

※終了日は、当金庫ホームページ等でお知らせいたします。 

  以上 

☆本件に関するお問い合わせは、 

京都中央信用金庫 On Your Side 事業部（TEL075-223-8385  FAX075-223-2563） 

までお願い申しあげます。 

 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う窓口営業時間の変更について  



（別紙）

店舗名 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号

001 本店営業部 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町91番地 (075)223－2525 (075)255－2793

002 市場支店 京都市下京区朱雀北ノ口町59番地 (075)311－6227 (075)321－4144

004 堀川支店 京都市下京区堀川通四条下る四条堀川町262番地 (075)241－2111 (075)255－5631

005 四条支店 京都市下京区四条通寺町西入奈良物町367番地 (075)211－6141 (075)255－2781

035 駅前支店 京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町734番地 (075)361－2181 (075)341－5761

060 市場支店丹波口出張所 京都市下京区西新屋敷下之町2番地 (075)343－5411 (075)343－5414

097 西八条支店 京都市下京区七条御所ノ内本町87番地 (075)312－1711 (075)312－1750

141 大宮支店 京都市下京区大宮通松原下ル西側下五条町448番地の2 (075)341－5311 (075)343－5278

015 北烏丸支店 京都市北区小山北上総町2番地の2 (075)491－1221 (075)491－1226

018 紫野支店 京都市北区紫竹東栗栖町36番地の2 (075)491－1170 (075)493－3481

029 金閣寺支店 京都市北区衣笠天神森町38番地 (075)461－8111 (075)464－4881

033 賀茂支店 京都市北区大宮東総門口町42番地 (075)492－9211 (075)493－3291

080 大将軍支店 京都市北区大将軍西町195番地 (075)464－1171 (075)464－1781

084 紫野支店鷹峯出張所 京都市北区紫竹東栗栖町36番地の2（紫野支店内） (075)491－1170 (075)493－3481

116 上堀川支店 京都市北区紫竹下本町20番地 (075)493－1071 (075)491－4518

012 西陣支店 京都市上京区中立売通堀川西入役人町216番地の2 (075)431－4311 (075)414－2301

065 北野支店 京都市上京区一条通御前通東入西町23番地 (075)463－4311 (075)461－4711

075 大宮寺ノ内支店 京都市上京区大宮通寺之内下ル花開院町110番地 (075)414－2311 (075)431－2198

107 出町支店 京都市上京区出町今出川上ル青龍町258番地 (075)211－4101 (075)256－1658

150 府庁前支店 京都市上京区西洞院通丸太町上る夷川町396番地 (075)255－6181 (075)255－6201

010 百万遍支店 京都市左京区田中飛鳥井町58番地 (075)781－6131 (075)722－6391

040 岩倉支店 京都市左京区岩倉忠在地町548番地 (075)701－9111 (075)701－9116

066 修学院支店 京都市左京区修学院大林町3番地の3 (075)722－7761 (075)722－7765

083 二軒茶屋支店 京都市左京区静市市原町659番地の2 (075)741－1301 (075)741－1306

091 下鴨支店 京都市左京区下鴨東本町15番地の2 (075)702－2121 (075)702－4500

096 岡崎支店 京都市左京区岡崎入江町44番地 (075)752－1881 (075)752－1991

111 一乗寺支店 京都市左京区一乗寺宮ノ東町43番地 (075)701－1121 (075)781－9451

119 銀閣寺支店 京都市左京区浄土寺上馬場町97番地 (075)761－1291 (075)751－2048

006 三条支店 京都市中京区壬生朱雀町25番地の3 (075)801－3161 (075)801－3160

011 円町支店 京都市中京区西ノ京円町31番地 (075)802－2161 (075)801－0471

023 御池支店 京都市中京区寺町通御池下ル下本能寺前町500番地の1 (075)231－6141 (075)256－4681

032 丸太町支店 京都市中京区新烏丸通丸太町下る東椹木町104番地 (075)211－2301 (075)256－4721

054 壬生支店 京都市中京区壬生森町26番地の25 (075)842－1701 (075)801－1921

068 西御池支店 京都市中京区御池通堀川東入森ノ木町208番地の2 (075)211－1351 (075)211－4354

074 千丸支店 京都市中京区聚楽廻中町27番地の37 (075)811－1212 (075)812－0056

008 東山支店 京都市東山区三条通大橋東五丁目西海子町31番地 (075)761－4171 (075)771－3231

028 東五条支店 京都市東山区五条通大橋東入東橋詰町16番地 (075)531－0141 (075)541－1491

124 泉涌寺支店 京都市東山区泉涌寺門前町23番地4 (075)531－5200 (075)531－5327

009 山科支店 京都市山科区竹鼻竹ノ街道町92番地 (075)581－8101 (075)581－2061

037 山科中支店 京都市山科区東野片下り町68番地 (075)594－6711 (075)501－6652

069 西野山支店 京都市山科区西野山射庭ノ上町290番地の1 (075)501－6331 (075)501－6698

092 南山科支店 京都市山科区勧修寺東出町32番地 (075)571－1331 (075)572－3535

094 西野支店 京都市山科区西野岸ノ下町25番地の4 (075)501－8111 (075)502－5225

110 御陵支店 京都市山科区御陵鴨戸町51番地 (075)593－2222 (075)501－8840

京都市
上京区

京都市
左京区

京都市
中京区
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店舗名 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号

007 九条支店 京都市南区四ツ塚町36番地 (075)681－8341 (075)661－4491

014 十条支店 京都市南区東九条南石田町38番地の2 (075)681－3711 (075)671－3928

017 上鳥羽支店 京都市南区上鳥羽北島田町120番地 (075)681－4451 (075)661－4531

052 久世支店 京都市南区久世殿城町427番地の1 (075)934－1321 (075)934－6892

059 吉祥院支店 京都市南区吉祥院池ノ内町2番地 (075)681－8571 (075)661－4181

073 八条口支店 京都市南区東九条西山王町31番地 (075)681－2121 (075)691－9822

082 京都市南区吉祥院宮ノ西町1番地 (075)321－7111 (075)321－7211

106 東寺支店 京都市南区西九条川原城町12番地 (075)672－2111 (075)672－5171

013 太秦支店 京都市右京区太秦組石町8番地の1 (075)871－4111 (075)881－1882

016 西五条支店 京都市右京区西院南高田町1番地 (075)312－9131 (075)312－9138

021 西院支店 京都市右京区西院巽町35番地 (075)311－7191 (075)321－4106

022 嵐山支店 京都市右京区嵯峨天龍寺車道町9番地の1 (075)861－1531 (075)882－5483

026 花園支店 京都市右京区花園木辻南町5番地 (075)463－5231 (075)464－3941

027 西京極支店 京都市右京区西京極郡町111番地 (075)312－4991 (075)321－4185

034 梅津支店 京都市右京区梅津徳丸町4番地の1 (075)881－8131 (075)881－1520

072 嵯峨野支店 京都市右京区嵯峨野秋街道町1番地の7 (075)872－6331 (075)881－2062

093 常盤支店 京都市右京区太秦中筋町12番地の1 (075)864－3111 (075)864－3311

114 常盤東支店 京都市右京区常盤村の内町1番地の10 (075)861－3141 (075)861－6752

019 桂支店 京都市西京区桂乾町22番地の1 (075)391－5111 (075)392－8887

036 樫原支店 京都市西京区樫原江ノ本町1番地 (075)392－6551 (075)392－8920

038 洛西支店 京都市西京区大枝西新林町五丁目1番地の8 (075)331－1301 (075)331－8384

067 下津林支店 京都市西京区下津林南大般若町44番地 (075)391－6541 (075)391－6559

102 桂坂支店 京都市西京区御陵大枝山町五丁目26番地の5 (075)333－6001 (075)333－2277

108 桂駅前支店 京都市西京区桂野里町50番地の58 (075)381－2193 (075)381－9155

118 上桂支店 京都市西京区松尾木ノ曽町41番地 (075)391－3351 (075)381－2473

020 伏見支店 京都市伏見区大宮町572番地の2 (075)621－3355 (075)621－3357

030 醍醐支店 京都市伏見区醍醐大構町12番地 (075)571－7373 (075)571－7383

039 石田支店 京都市伏見区石田森東町23番地の1 (075)572－6501 (075)572－6506

051 竹田支店 京都市伏見区深草西浦町1丁目28番地の1 (075)642－7711 (075)643－8006

056 下鳥羽支店 京都市伏見区中島外山町8番地 (075)623－1011 (075)601－6041

058 大手筋支店 京都市伏見区西大手町316番地 (075)621－8008 (075)602－9201

086 淀支店 京都市伏見区納所町176番地 (075)632－2591 (075)632－2596

095 久我支店 京都市伏見区久我東町211番地 (075)921－5711 (075)921－5571

098 桃山支店 京都市伏見区御香宮門前町190番地の5 (075)611－1211 (075)602－1511

104 稲荷支店 京都市伏見区深草稲荷榎木橋町10番地11番地 (075)641－6361 (075)641－5150

105 藤森支店 京都市伏見区深草西伊達町87番地の4 (075)641－7165 (075)641－5127

109 竹田南支店 京都市伏見区竹田七瀬川町142番地の1 (075)641－8111 (075)641－3541

115 向島支店 京都市伏見区向島四ツ谷池14番の19 (075)622－8401 (075)602－7634

122 墨染支店 京都市伏見区深草中ノ島町2番地2 (075)645－1301 (075)645－1501

053 西小倉支店 京都府宇治市小倉町南浦43番地の9 (0774)20－1301 (0774)20－1305

088 大久保支店 京都府宇治市広野町西裏53番地16 (0774)44－2525 (0774)44－2777

112 六地蔵支店 京都府宇治市六地蔵町並41番地の2 (0774)32－2222 (0774)33－2959

121 木幡支店 京都府宇治市木幡大瀬戸46番6 (0774)33－3741 (0774)33－3791

125 宇治支店 京都府宇治市宇治宇文字2番地の18 (0774)22－2156 (0774)21－4914

127 黄檗支店 京都府宇治市五ケ庄芝ノ東48番地の8 (0774)32－0123 (0774)33－2647

128 小倉支店 京都府宇治市小倉町神楽田7番3 (0774)23－1800 (0774)24－0933

132 三室戸支店 京都府宇治市莵道谷下り50番地1 (0774)23－6403 (0774)23－0645

140 神明支店 京都府宇治市神明宮東17番地の2 (0774)24－2433 (0774)24－2037
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店舗名 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号

062 城陽支店 京都府城陽市寺田高田5番地の7 (0774)55－3511 (0774)55－3516

090 久津川支店 京都府城陽市平川横道13番地の1 (0774)53－2111 (0774)54－3111

123 富野荘支店 京都府城陽市枇杷庄鹿背田84番11 (0774)55－6711 (0774)55－7311

129 寺田支店 京都府城陽市寺田樋尻54番地の2 (0774)52－3490 (0774)55－3230

063 亀岡支店 京都府亀岡市篠町浄法寺松岡27番地の7 (0771)24－6311 (0771)24－1951

079 亀岡駅前支店 京都府亀岡市追分町馬場通2番地の9 (0771)24－8371 (0771)24－8321

024 向日町支店 京都府向日市向日町南山5番地 (075)921－5391 (075)934－6879

113 東向日支店 京都府向日市寺戸町小佃17番地 (075)922－7101 (075)932－8990

025 長岡支店 京都府長岡京市開田四丁目7番7号 (075)954－3121 (075)955－8196

064 今里支店 京都府長岡京市今里四丁目16番1号 (075)955－5001 (075)955－5074

071 八幡支店 京都府八幡市八幡三本橋35番地の3 (075)971－1321 (075)971－1325

138 橋本支店 京都府八幡市橋本堂ケ原53番地 (075)983－1100 (075)983－2954

070 田辺支店 京都府京田辺市興戸東垣内１０番地の１ (0774)63－5171 (0774)63－5175

120 田辺駅前支店 京都府京田辺市田辺中央六丁目７番地６ (0774)62－0800 (0774)63－5960

145 松井山手支店 京都府京田辺市山手中央１番地４ (0774)62－6100 (0774)63－4858

076 木津支店 京都府木津川市木津池田93番地8 (0774)72－5151 (0774)72－6261

126 加茂町支店 京都府木津川市加茂町兎並西の坊3番地 (0774)76－2345 (0774)76－4669

136 加茂町支店和束出張所 京都府木津川市加茂町兎並西の坊3番地（加茂町支店内） (0774)76－2345 (0774)76－4669

137 木津支店棚倉出張所 京都府木津川市木津池田93番地8（木津支店内） (0774)72－5151 (0774)72－6261

139 山田川支店 京都府木津川市相楽城西24番地1 (0774)72－7111 (0774)72－7195

077 久御山支店 京都府久世郡久御山町佐山双栗16番地4 (0774)43－8211 (0774)45－0755

117 久御山中央支店 京都府久世郡久御山町田井向野43番11 (0774)44－9121 (0774)41－7081

130 井手支店 京都府綴喜郡井手町大字井手小字南玉水3番地 (0774)82－3911 (0774)82－5179

134 宇治田原支店 京都府綴喜郡宇治田原町大字贄田小字植山36番地の2 (0774)88－4311 (0774)88－4494

相楽郡 133 精華支店 京都府相楽郡精華町祝園西一丁目32番地3 (0774)93－1321 (0774)93－1124

099 石山支店 滋賀県大津市粟津町13番3号 (077)533－1121 (077)533－1181

101 瀬田支店 滋賀県大津市一里山一丁目2番17号 (077)544－3811 (077)544－3822

148 堅田支店 滋賀県大津市本堅田五丁目22番17号 (077)573－1121 (077)573－1341

142 草津支店 滋賀県草津市西大路町5番4号 (077)563－5593 (077)563－5278

146 南草津支店 滋賀県草津市南草津一丁目1番地2 (077)565－9561 (077)565－2851

147 草津駅前支店 滋賀県草津市渋川一丁目2番26号 (077)563－7951 (077)563－9051

031 高槻支店 大阪府高槻市南松原町16番1号 (072)673－1121 (072)673－1127

151 高槻駅前支店 大阪府高槻市芥川町一丁目11番7号 (072)682－5535 (072)682－5538

143 枚方支店 大阪府枚方市禁野本町1丁目16番10号 (072)848－7201 (072)848－6961

149 くずは支店 大阪府枚方市楠葉並木二丁目13番5号 (072)809－0251 (072)809－0241

奈良県 奈良市 152 奈良支店 奈良県奈良市下三条町28番1 (0742)27－3935 (0742)27－3971

※ 144精華支店イオン奈良登美ヶ丘出張所、153茨木支店、154学園前支店は除きます。
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