
２０２２年２月２４日 

 

 

京都中央信用金庫（理事長 白波瀬 誠）では、２０２２年６月１３日（月）、「大将軍支店」を新

築移転し、店名を「白梅町支店」に変更して新築オープンすることとなりましたのでお知らせします。 

白梅町支店は北野白梅町の交差点に位置し、「街ににぎわいを創出する地域に開いた開放的な店舗」

をコンセプトとしております。エントランスにはバリアフリーに配慮したスロープや音声誘導装置を設

置、太陽光発電システムや全館ＬＥＤ照明など環境に配慮した設備も導入しております。 

また、北野支店について現店舗での営業を終了し、白梅町支店にて店舗内店舗（※１）の形態で営業

させていただくこととなりました。 

お客さまには大変ご不便をおかけいたしますが、これからもより一層のサービス向上に努めてまいり

ますので、今後とも変わらぬご支援を賜りますようよろしくお願い申しあげます。 

（※１）店舗内店舗とは１つの店舗内に複数の営業店が同居し営業を行うことです。 

記 

１.白梅町支店 新店舗の概要 

店舗の名称 京都中央信用金庫 白梅町支店 

支 店 長 樋口 滋朗 

所 在 地 京都市北区北野下白梅町６０番地４ 

電 話 番 号 ０７５－４６４－１１７１ 

ＦＡＸ番号 ０７５－４６４－１７８１ 

建 物 概 要 

敷地面積 １，２０９．１１㎡（３６５．７５坪） 

建物構造 鉄筋コンクリート造２階建 

建物面積 

１階 ４２１．６５㎡ 

２階 ３３０．８６㎡ 

合計 ７５２．５１㎡ 

来客用駐車場 １８台 

ＡＴＭ設置台数 ３台 

全自動式貸金庫  ２１０函 

移 転 日 ２０２２年６月１３日（月） 

２．北野支店 移転の概要 

店舗の名称 京都中央信用金庫 北野支店 

移転先の店舗 白梅町支店（店舗内店舗方式） 

現店舗の活用 店舗外 ATM「北野 ATM」として営業（※２） 

移 転 日 ２０２２年６月１３日（月） 

（※２）店舗外ＡＴＭに移行するため、硬貨のお取扱いができなくなります 

大将軍支店新築移転・店名変更及び北野支店の移転について 



３．建物設備の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こちらは京都中央信用金庫
白梅町支店です。



４．各店舗窓口・ＡＴＭコーナーの営業スケジュール 

・窓口 

 大将軍支店 北野支店 白梅町支店・北野支店 

６月１０日（金） 
１５：００ 

有人窓口営業終了 

１５：００ 

有人窓口営業終了 
－ 

６月１３日（月） － 
 ９：００ 

有人窓口営業開始 
 

・ＡＴＭコーナー（大将軍支店・白梅町支店） 

 大将軍支店 ＡＴＭ 白梅町支店 ＡＴＭ 

６月１０日（金） ７：３０～１８：００ － 

６月１１日（土） － ９：００～２１：００ 

６月１２日（日） － 
７：３０～２１：００ 

通常営業 

６月１３日（月） － 通常営業 

※ＡＴＭ通常営業時間 ７：３０～２１：００ 
 

・ＡＴＭコーナー（北野支店） 

 北野支店 ＡＴＭ 店舗外ＡＴＭ「北野ＡＴＭ」 

６月１０日（金） ７：３０～１８：００ － 

６月１１日（土） － ９：００～２１：００ 

６月１２日（日） － 
７：３０～２１：００ 

通常営業 

６月１３日（月） － 通常営業 

※ＡＴＭ通常営業時間 ７：３０～２１：００ 

 

５．店舗の所在地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６．お取引に関するＱ＆Ａ 

別紙参照ください。 

 

７．お客さまお問い合わせ窓口 
 

 

大将軍支店の新築移転並びに店名変更について 

    大将軍支店   ０７５－４６４－１１７１ 

（白梅町支店移転後も電話番号に変更はございません） 

 

※平日９：００ ～ １７：００ （祝日・金庫休業日を除く） 

 

 

     北野支店の移転について 

    北野支店    ０７５－４６３－４３１１（２０２２年６月１０日（金）まで） 

     白梅町支店   ０７５－４６４－１１７１（２０２２年６月１３日（月）以降） 

 

※平日９：００ ～ １７：００ （祝日・金庫休業日を除く） 

 

 

 

                                      以上 
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Ｑ１．いつ移転・店名変更するのですか？
  ２０２２年６月１０日（金）に現店舗での窓口営業を終了し、

２０２２年６月１３日（月）より店名を変更して移転後の店舗にて営業いたします。

Ｑ２．店名・店番はどうなりますか？
店名は「白梅町支店」となります。

なお店番は変更ありません。引き続き、店番は「０８０」です。

Ｑ３．移転後の連絡先は？
住所 〒６０３－８３２６ 京都市北区北野下白梅町６０番地４

電話 ０７５－４６４－１１７１ ＦＡＸ ０７５－４６４－１７８１

（大将軍支店の電話番号・ＦＡＸ番号から変更ありません）

Ｑ４．ＡＴＭでの振込カードの取扱いはどうなりますか？
振込先が「京都中央信用金庫 大将軍支店」となっている振込カードは、店名変更日以降

お使いいただくことができなくなりますので、店名変更日以降、「京都中央信用金庫 白梅町

支店」を振込先とする振込カードをお作りいただきますようお願いいたします。

Ｑ５．キャッシュカードに登録している振込先情報の取扱いは
どうなりますか？

  振込先が「京都中央信用金庫 大将軍支店」と登録されている振込先情報は、店名変更日

以降「京都中央信用金庫 白梅町支店」を振込先とする振込先情報に自動的に変更されま

すので、今まで通りご利用いただけます。

Ｑ６．口座番号の変更はありますか？
口座番号の変更はありません。今まで通りご利用いただけます。

Ｑ７．通帳・証書はどうなりますか？
現在お使いいただいている通帳や証書はすべて、引き続きお使いいただくことができます。

なお、新しい店名の通帳や証書にお切り替えをご希望されるお客さまは、店名変更日以降

に窓口までお申し付けください。その際、通帳・証書の再発行手数料は不要です。

Ｑ８．キャッシュカード・ローンカードはどうなりますか？
  現在お使いいただいているキャッシュカード・ローンカードは、引き続きお使いいただく

ことができます。

Ｑ９．ＡＴＭでのカード・通帳の利用で注意することは？
特にご注意いただくことはありません。今まで通りご利用いただけます。

お取引に関するＱ＆Ａ

【口座番号・通帳・証書・カードについて】

【店名・店番などについて】

大将軍支店のお客さま
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Ｑ１０．現在手元にある大将軍支店を支払地とする小切手帳・手形帳は
今まで通り利用できますか？

  今まで通りご利用いただけます。

Ｑ１１．店名変更前に振り出した小切手・手形の決済はどうなりますか？
  店名変更後の店舗において、これまでと同様にお取扱いさせていただきます。

Ｑ１２．大将軍支店宛へ振込された場合は、何か手続きが必要ですか？
  大将軍支店宛のお振込については、２０２２年９月２日（金）まで変更後の新店名の口座

に読み替えてご入金させていただきます。

Ｑ１３．窓口および ATM での「白梅町支店・北野支店」支店間の振込
手数料はどうなりますか？

窓口およびＡＴＭでの「白梅町支店・北野支店」支店間のお振込手数料は、同一店宛扱い

となります。

なお、２０２２年６月１３日（月）より「白梅町支店」と「北野支店」は同一店舗内にて

営業させていただきます。

※窓口・ＡＴＭ以外（中信インターネットバンキングサービス・中信ビジネス Webサービス・

自動送金サービス等）の振込手数料は、従来通り変更ありません。

Ｑ１４．給与・売上金・家賃・配当金・その他振込の受取口座として
利用していますが、何か手続きが必要ですか？

  店名変更日以降のお振込については、誠に恐縮ではございますが、お振込のご依頼人さま

（お勤め先、お取引企業など）に変更後の店名をご連絡いただきますようお願いいたします。

Ｑ１５．年金などの受取口座として利用していますが、何か手続きが
必要ですか？

  お手続きいただく必要はありません。

Ｑ１６．自動送金サービスを利用していますが、何か手続きが必要
ですか？

  お手続きいただく必要はありません。

Ｑ１７．公共料金・クレジット・各種料金・借入金返済などの引落し
口座として利用していますが、何か手続きが必要ですか？

お手続きいただく必要はありません。

現在ご利用いただいている口座よりお引落しさせていただきます。

Ｑ１８．中信インターネットバンキングを利用していますが、何か手続き
が必要ですか？

お手続きいただく必要はありません。引き続きご利用いただけます。

【小切手・手形について】

【お振込み・口座振替について】
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Ｑ１９．中信インターネットバンキングで、移転日をまたぐ予約振込は
できますか？

  移転前日（土日を含みます）までに振込ご指定日を移転日以降とする予約振込については、

通常通りご利用いただけます。

Ｑ２０．中信ビジネスＷｅｂサービスを利用していますが、何か手続き
    が必要ですか？

お手続きいただく必要はありません。引き続きご利用いただけます。

Ｑ２１．中信ビジネスＷＥＢサービスで、移転日をまたぐ予約振込は
できますか？

  移転前日（土日を含みます）までに振込ご指定日を移転日以降とする予約振込については、

通常通りご利用いただけます。

Ｑ２２．データ伝送サービスを利用していますが、何か手続きが必要ですか？
  お手続きいただく必要はありません。引き続きご利用いただけます。

Ｑ２３．ペイバイホンサービスを利用していますが、何か手続きが必要
ですか？

  お手続きいただく必要はありません。引き続きご利用いただけます。

Ｑ２４．テレホンバンキングを利用していますが、何か手続きが必要ですか？
  お手続きいただく必要はありません。引き続きご利用いただけます。

Ｑ２５．スーパーファクシミリサービスを利用していますが、何か手続
きが必要ですか？

お手続きいただく必要はありません。引き続きご利用いただけます。

Ｑ２６．アンサー通知（照会）サービスを利用していますが、何か手続き
が必要ですか？

  お手続きいただく必要はありません。引き続きご利用いただけます。

Ｑ２７．でんさいネットサービスを利用していますが、何か手続きが必要
ですか？

  お手続きいただく必要はありません。

なお、でんさいネットサービスでの取引相手企業さまにおいては、取引先登録を変更して

いただく必要がありますので、お取引の相手企業さまにご連絡いただきますようお願いい

たします。

Ｑ２８．出資金について何か手続きが必要ですか？
  お手続きいただく必要はありません。

Ｑ２９．マル優・マル特・マル財を利用していますが、何か手続きが
必要ですか？

  お手続きいただく必要はありません。

【その他の各種業務について】
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Ｑ３０．国債や投資信託の取引口座を持っていますが、何か手続きが
必要ですか？

  お手続きいただく必要はありません。

Ｑ３１．生命保険や損害保険に加入していますが、何か手続きが必要
ですか？

  お手続きいただく必要はありません。

Ｑ３２．「京都中央信金アプリ」や「ＡＰＩ連携サービス」を利用して
いますが、何か手続きが必要ですか？

  お手続きいただく必要はありません。

その他ご不明な点等がございましたら

お取引店までお気軽にお問い合わせください

※お問い合わせの内容により、回答にお時間を要する場合がございます。あらかじめご了承ください。



Ｑ1．どこに移転するのですか？ 

「北野支店」は「白梅町支店※１」と同一店舗内に移転し、店舗内店舗※２の形態で営業させて 

いただきます。 

※１ ２０２２年６月１３日（月）に「大将軍支店」が移転し、「白梅町支店」に名称変更します。 

※２ 店舗内店舗とは 1つの店舗内に複数の営業店が同居し営業を行うことです。  
 

Ｑ2．いつ移転するのですか？ 

 現店舗での営業終了日        ２０２２年６月１０日（金） 

新店舗への移転日        ２０２２年６月１３日（月） 
 

Ｑ3．移転後の連絡先は？ 

住所 〒６０３－８３２６ 京都市北区北野下白梅町６０番地４ 

電話 ０７５－４６４－１１７１ ＦＡＸ ０７５－４６４－１７８１ 

 （白梅町支店の電話番号・ＦＡＸ番号と同一の番号になります） 
 

Ｑ4．現「北野支店」はどうなるのですか？ 

 店舗移転後は店舗外ＡＴＭとして引き続き営業いたします。 
 

Ｑ5．店名・店番は変わるのですか？ 

 お取引店名・店番は変更ありません。 

 引き続き、店名は｢北野支店｣、店番は｢０６５｣です。 
 

Ｑ6．通帳などの口座番号は変わりますか？ 

 変更ありません。引き続き通帳記載の口座番号となります。 
 

Ｑ7．通帳やキャッシュカードは変わりますか？ 

 現在お持ちの通帳やキャッシュカードをそのままご利用いただけます。 
 

Ｑ8．年金や給与の受け取りはどうなりますか？ 

 お客さまのお手続きはご不要です。今まで通り指定口座に入金となります。 
 

Ｑ9．振込手数料の取扱いはどうなりますか？ 

 窓口およびＡＴＭでの「白梅町・北野」支店間のお振込手数料は、同一店宛扱い 

となります。 

 ※窓口・ＡＴＭ以外（中信インターネットバンキングサービス・中信ビジネス Webサービス・ 

   自動送金サービス等）の振込手数料は、従来どおり変更ありません。 
 

Ｑ10．公共料金等の自動支払はどうなりますか？ 

 お客さまのお手続きはご不要です。今まで通り指定口座からお支払いになります。 
 

Ｑ11．ローンや出資金の取引はどうなりますか？ 

お客さまのお手続きはご不要です。今まで通りお取引いただけます。 

 ただし、移転日以降のご相談・お手続きはお取引店舗にお問い合わせください。 

お取引に関するＱ＆Ａ 
 

北野支店のお客さま 

その他ご不明な点等がございましたら 

お取引店までお気軽にお問い合わせください 

※お問い合わせの内容により、回答にお時間を要する場合がございます。あらかじめご了承ください。 


