
 

 

 
 新型コロナウイルス感染拡大防止への協力のお願い 

 

いつも京都中央信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。このたびの新型コロナ

ウイルスの感染拡大により影響を受けられた皆さま方に心よりお見舞い申し上げます。 

当金庫は、お客さまならびに職員の安全・安心を第一に新型コロナウイルス感染拡大防止に努

めるとともに、感染拡大防止の観点からお客さまにおかれましても、ご来店いただく際は、下記

の点にご協力いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

【お客さまにご協力いただきたい事項】 

 

１．混雑時には入店制限をさせていただく場合がございます。（外でお待ちいただく場合があり

ます） 

 

２．ご来店時には、マスク着用のご協力をお願いいたします。なお、店内では、お客さま同士な

るべく距離をあけてお待ちいただく等、ご協力ください。 

 

３．当面の間、一部店舗につき 11：30～12：30の間、窓口業務を休止させていただきます。 

（対象店舗は別紙一覧をご確認ください） 

  

４．感染拡大防止の観点から、お急ぎではないご用件につきましては、ご来店をお控えいただき

ますようご協力をお願いいたします。 

 

５．残高照会、振り込み、普通預金口座の入出金、住所変更（郵送）等は、ＡＴＭやインター

ネットバンキング、アプリ、ホームページ等によりお手続きができますので、ご利用をいた

だきますようお願い申し上げます。 

 

お客さまにご不便とご迷惑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。 

 

以上 



（別紙１）

店舗名 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号

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

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

京都市
北区

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

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

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

京都市
中京区

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

京都市
東山区

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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・棚倉出張所 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・和束出張所 京都府木津川市加茂町兎並西の坊3番地 (0774)76－2345 (0774)76－4669

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

久世郡 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・橋本支店 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、155寝屋川支店は除きます。
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