2020 年 5 月 27 日
各 位
株式会社 関西みらい銀行
緊急事態宣言の解除に伴う営業体制の変更ならびに「昼休業」導入店舗の拡大について
このたびの新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げ
ます。
当社では新型コロナウイルスへの対応として、5 月 8 日より全ての営業店において臨時の「昼休業」
を実施しておりますが、緊急事態宣言が解除されたことを受け、下記のとおり 6 月 1 日（月）より臨
時の「昼休業」を終了させていただきます。
なお、地域の特性や店舗環境等に応じた効率的な店舗運営を図るため、5 月 8 日以前より「昼休業」
を実施していた 19 店舗は、引き続き「昼休業」を実施いたしますとともに、今回新たに 31 店舗で「昼
休業」を導入いたします。
今後も当社は、業務の効率化を進めることで、より一層のお客さまサービス向上に努めてまいりま
すので、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。
記
１．臨時の「昼休業」終了
対 象 店 舗

下記の店舗を除く営業店
・5 月 8 日以前からの「昼休業」実施店舗 19 ヵ店（別紙をご参照ください）
・今回新たに「昼休業」を導入する店舗 31 ヵ店（別紙をご参照ください）

臨時「昼休業」
2020 年 5 月 29 日（金）
終
了
日
※ 2020 年 6 月 1 日（月）より営業時間は平日 9:00～15:00 となります。
※ 「17 時まで営業」実施店舗、住宅ローンセンター、セブンデイズプラザあべのばで実施しております営業時間
の短縮については、当面の間継続させていただきます。

２．新たな平日窓口「昼休業」の実施
実 施 店 舗

別紙に記載の 31 店舗

「昼休業」
開
始
日

2020 年 6 月 1 日（月）
（引き続き「昼休業」を実施いたします）

実 施 内 容

※ 店舗内の ATM につきましては、営業時間の変更はございませんので、昼休業時間もご利用いただけます。
※ 「17 時まで営業」実施店舗についても当面は 15:00 までの営業とさせていただきます。（営業時間の短縮終了後
は 17:00 まで営業いたします。
）

３．その他
当社ではお客さまの健康と安全を最優先とし、金融サービスの提供に努めております。感染拡大防
止のため、ご不便・ご迷惑をおかけしますが、引き続き以下の点についてご理解・ご協力をお願い
申し上げます。

・以下の日は混雑が予想されますので、ご留意ください。
五十日（毎月５日、１０日、１５日、２０日、２５日）
、月初・月末日
・お客さま同士の適度な間隔を保つため、混雑状況によっては、入店をしばらくお待ちいただく場
合もございます。予めご了承ください。
・発熱や風邪症状のある方は、後日改めてのご来店をお願いする場合がございます。
・ご来店時にはできる限りマスク着用にご協力をお願いいたします。
・口座開設やお振込み、住所変更のお届け出等については、以下のアプリやインターネットバンキ
ングを通じてご来店不要でお取引きが可能でございますので、是非ご利用をお願いたします。
・お振込み、税公金の納付などにつきましては、出来る限り日数に余裕を持って、お持込みいただ
きますようお願い申し上げます。
【スマートフォンアプリ、インターネットバンキング】
（口座開設など）
 りそな口座開設＆サービス申込アプリ
URL: https://www.kansaimiraibank.co.jp/kojin/app/kouza/
（お振り込みや住所変更、ペイジーなど）
 マイゲート（インターネットバンキング）
URL：https://www.kansaimiraibank.co.jp/direct/login.html
 りそなグループアプリ
URL：https://www.resonabank.co.jp/net/smartaccount/landing02.html

以 上

別紙
【5 月 8 日以前からの「昼休業」実施店舗】19 店舗
店舗名

所在地

電話番号

鳳駅前出張所

堺市西区鳳東町 4-353

072-273-1101

高槻南出張所

高槻市登町 53-1

072-672-9565

寝屋川市明徳 2-11-8

072-824-5301

茨木市中総持寺町 3-33

072-635-3641

恵我之荘出張所

羽曳野市恵我之荘 4-4-22

072-952-0201

武庫之荘出張所

尼崎市武庫之荘 4-10-1

06-6433-1671

川西萩原出張所

川西市萩原台東 1-272

072-757-3061

甲東園出張所

西宮市上大市 1-6-27

0798-53-7555

高槻日吉台プラザ

高槻市宮が谷町 26-1

072-688-8723

山本駅前プラザ

宝塚市山本東 2-6-8

0797-89-1351

南河内郡河南町大宝 4-1-3

0721-93-5555

宝塚市売布 3-12-18

0797-84-5301

玉川橋プラザ

高槻市玉川 1-8-6

072-677-9592

箕面中央支店

箕面市萱野 4-3-10 野口ビル

072-721-6711

春日出プラザ

大阪市此花区春日出北 1-14-7

06-6462-1112

堺東支店

堺市堺区一条通 9-27

072-238-1941

石切支店

東大阪市東石切町 3-7-15

072-987-6871

泉佐野市日根野 4073-1

072-464-9611

芦屋市大原町 28-5

0797-35-1080

寝屋川東出張所
総持寺出張所

河南プラザ
めふ支店

日根野支店
芦屋支店

【新たに「昼休業」を導入する店舗】31 店舗
店舗名
五条プラザ

所在地

電話番号

五條市須恵 3-7-5

0747-22-2381

宇治市広野町西裏 99-9

0774-43-5711

湖東支店

東近江市中里町 16

0749-45-0525

長浜駅前支店

長浜市元浜町 9-23

0749-62-3051

長浜市内保町 2430-3

0749-74-3150

京都市伏見区醍醐下山口町 1-2

075-571-5111

安土支店

近江八幡市安土町上豊浦 1104-36

0748-46-5375

竜王支店

蒲生郡竜王町小口 350-4

0748-58-1891

菩提寺支店

湖南市菩提寺西 5-2-38

0748-74-1567

湖北支店

長浜市湖北町速水 1590

0749-78-2155

中主支店

野洲市西河原 2373

077-589-5272

甲南支店

甲賀市甲南町野田 588-8

0748-86-7733

新旭支店

高島市新旭町旭 1-7-10

0740-25-5281

篠原支店

近江八幡市上野町 128

0748-34-6151

下田プラザ

湖南市下田 2857-7

0748-69-5170

志賀町支店

大津市木戸 173-1

077-592-1130

彦根本町プラザ

彦根市本町 2-4-23

0749-26-5331

唐崎支店

大津市唐崎 3-17-1

077-578-7890

江坂支店

吹田市江坂町 1-23-28

06-6310-3330

大久保プラザ

浅井支店
醍醐プラザ

店舗名

所在地

電話番号

愛知川支店

愛知郡愛荘町沓掛 387

0749-42-2180

日野支店

蒲生郡日野町大窪 536

0748-52-1122

御池支店

京都市中京区烏丸通御池上る二条殿町 552

075-211-5571

甲賀支店

甲賀市甲賀町大原市場 15-5

0748-88-5558

信楽支店

甲賀市信楽町長野 1257-1

0748-82-2666

木津支店

木津川市木津駅前 1-1

0774-72-0621

八幡市八幡源氏垣外 35-1

075-971-1051

奈良市富雄元町 2-6-45

0742-43-1951

長浜市木之本町木之本 1316

0749-82-4430

箕面支店

箕面市桜ケ丘 4-19-33

072-721-3051

米原支店

米原市下多良 1-49

0749-52-4455

立花支店

尼崎市立花町 1-6-13

06-6426-3551

京都八幡支店
富雄支店
木之本支店

