２０２１年２月２６日
各 位
株式会社 紀陽銀行

緊急事態宣言の解除にかかる通常営業再開について

株式会社紀陽銀行（頭取：松岡 靖之）は、このたび、大阪府に対する緊急事態宣言が解除され
ることを受け、昼休業を実施している店舗（東京支店を除く）および臨時休業を実施している「コ
ミュニティプラザ」
「KiyoBank × 802 NAMBA SQUARE」について、202１年３月１日（月）
より、通常営業を再開いたしますので下記のとおりお知らせいたします。
昼休業及び臨時休業期間中、お客さまにはご理解、ご協力をいただき、感謝を申しあげます。
当行は、お客さまの健康と安全を最優先とし、引き続き新型コロナウイルスの影響を受けられ
たお客さまを全力で支援してまいります。
記
１．通常営業再開日
202１年３月１日（月）
２．昼休業の終了について
対象店舗（別紙１をご参照ください）
営業店：和歌山県 44 店舗、大阪府 38 店舗、奈良県 2 店舗
住宅ローンセンター：7 店舗
※東京支店については昼休業を継続いたします。
３．臨時休業の終了について
対象拠点（別紙２をご参照ください）
紀陽コミュニティプラザ：３か所
KiyoBank × 802 NAMBA SQUARE：1 か所

以 上

別紙１

【昼休業終了店舗】
＜営業店＞
（和歌山県）
店 名
和歌山市役所支店

所

在

地

電話番号

和歌山市七番丁23番地

073(432)2090

和歌山市黒田251番地

073(471)2222

神前支店

和歌山市神前138番地の19

073(473)1151

国体道路支店

和歌山市北中島1丁目7番地43号

073(424)8175

屋形支店

和歌山市屋形町5丁目1番地

073(424)4325

県庁支店

和歌山市小松原通1丁目1番地1

073(431)9176

湊支店

和歌山市湊3005番地

073(423)9361

西浜出張所

和歌山市今福5丁目6番57号

073(426)3636

高松中央支店

和歌山市東高松2丁目9番39号

073(422)7788

和歌浦支店

和歌山市和歌浦中2丁目10番4号

073(444)0177

内原出張所

和歌山市内原876番地の4

073(447)2001

紀の川支店

和歌山市市小路174番地の3

073(453)0222

延時支店

和歌山市次郎丸91番地の3

073(453)1134

西脇支店

和歌山市西庄349番地の1

073(454)1515

六十谷支店

和歌山市六十谷226番地の30

073(461)1313

山口出張所

和歌山市里54番地の1

073(461)2351

紀泉台出張所

岩出市西安上99番地の6

0736(61)1530

貴志川支店

紀の川市貴志川町神戸437番地の1

0736(64)2115

打田支店

紀の川市上野34番地の1

0736(77)5011

粉河支店

紀の川市粉河1560番地の8

0736(73)3221

名手支店

紀の川市名手市場58番地の10

0736(75)3221

笠田支店

伊都郡かつらぎ町佐野892番地1

0736(22)2215

妙寺支店

伊都郡かつらぎ町妙寺466番地の2

0736(22)2200

九度山支店

伊都郡九度山町九度山1190-1

0736(54)2851

高野山支店

伊都郡高野町高野山778番地

0736(56)2531

高野口支店

橋本市高野口町名倉95番地

0736(42)3101

橋本林間支店

橋本市三石台1丁目3番11号

0736(37)5110

海南支店

海南市黒江657番地の2

073(482)3111

海南東支店

海南市阪井1741番地の1

073(487)1028

加茂郷支店

海南市下津町黒田47番地の17

073(492)1341

野上支店

海草郡紀美野町下佐々562番地

073(489)2008

金屋支店

有田郡有田川町金屋615番地6

0737(32)3131

吉備支店

有田郡有田川町下津野452番地の1

0737(52)6111

湯浅支店

有田郡湯浅町大字湯浅1600番地の1

0737(63)1234

南部支店

日高郡みなべ町芝445番地の1

0739(72)2510

御坊駅前支店

御坊市湯川町小松原369番地の5

0738(23)3131

田辺駅前支店

田辺市湊44番12号

0739(22)1555

西牟婁郡上富田町朝来801番1

0739(47)0501

西牟婁郡すさみ町周参見4037番地の1

0739(55)2005

東牟婁郡那智勝浦町大字築地1丁目1番地の1

0735(52)0888

宮北支店
水道路支店
太田出張所

朝来支店
日置支店
周参見支店
勝浦支店
太地支店

別紙１

【昼休業終了店舗】
＜営業店＞
（大阪府・奈良県）
店 名
岬支店

所

在

地

電話番号

泉南郡岬町淡輪1167番地2

072(494)3050

熊取支店

泉南郡熊取町大久保中2丁目24番1号

072(452)4141

尾崎支店

阪南市黒田591番地の1

072(471)5011

泉南支店

泉南市信達牧野918番地の1

072(484)1441

羽倉崎支店

泉佐野市羽倉崎1丁目1番25号

072(466)2111

鶴原支店

泉佐野市鶴原1丁目1番23号

072(464)6811

日根野支店

泉佐野市日根野4075番地の1

072(469)4121

水間支店

貝塚市水間257番地の1

072(446)3181

東貝塚支店

貝塚市半田三丁目1番10号

072(432)6411

東岸和田支店

岸和田市土生町5丁目2番7号

072(428)5133

久米田支店

岸和田市下池田町1丁目25番22号

072(443)5381

和泉寺田支店

和泉市寺田町1丁目5番33号

0725(45)1771

和泉中央支店

和泉市いぶき野5丁目1番11号

0725(57)3371

高石市綾園7丁目8番30号

072(263)7101

河内長野支店

河内長野市野作町3番53号

0721(55)0911

富田林支店

富田林市甲田1丁目3番13号

0721(23)3313

狭山支店

大阪狭山市狭山5丁目782番

072(367)4556

泉ヶ丘駅前支店

堺市南区茶山台1丁2番3号

072(297)1650

堺市中区福田544番地

072(237)5501

深井支店

堺市中区深井清水町3106番地

072(277)2811

鳳支店

堺市西区鳳東町7丁733番地

072(273)2201

中もず支店

堺市北区中百舌鳥町6丁900番地

072(259)8821

北花田支店

堺市北区北花田町2丁182番地

072(253)1300

東大阪支店

東大阪市旭町3番7号

072(984)6221

鴻池新田支店

東大阪市鴻池元町8番8号

06(6744)1851

八戸ノ里支店

東大阪市下小阪2丁目14番16号

06(6725)3450

守口支店

守口市京阪本通1-2-3（損保ジャパン守口ビル4階）

06(6992)1900

八尾南支店

八尾市若林町1丁目87番地

072(948)5114

平野支店

大阪市平野区瓜破2丁目1番13号

06(6708)3300

住吉支店

大阪市住吉区清水丘2丁目16番9号

06(6673)6661

上本町支店

大阪市天王寺区東高津町11番9号

06(6764)0166

西天満支店

大阪市北区西天満5丁目14番10号

06(6366)5831

大阪支店

大阪市北区堂島2丁目1番43号

06(6343)1122

大阪堂島営業部

大阪市北区堂島2丁目1番43号（紀陽大阪ビル7階）

06(6136)6702

江坂支店

吹田市江坂町1丁目23番101号

06(6339)2322

五条支店

五條市須恵1丁目3番2号

0747(22)4062

高田支店

大和高田市神楽3丁目9番5号

0745(52)5691

箱作支店

泉北支店
泉大津支店

泉ヶ丘支店
北野田支店

※東京支店については昼休業を継続いたします。

＜住宅ローンセンター＞
センター名

所

在

地

電話番号

紀陽東岸和田住宅ローンセンター 岸和田市土生町5丁目2番7号（新川第3ビル3階）

072(428)0540

紀陽富田林住宅ローンセンター

富田林市甲田1丁目3番13号

0721(23)3318

紀陽堂島住宅ローンセンター

大阪市北区堂島2-1-43（紀陽大阪ビル2階）

06(6343)1251

紀陽江坂住宅ローンセンター

吹田市江坂町1丁目23番101号

06(6339)2567

紀陽守口住宅ローンセンター

守口市京阪本通1-2-3（損保ジャパン守口ビル4階）

06(6992)1611

紀陽高田住宅ローンセンター

大和高田市神楽3丁目9番5号

0745(53)3541

紀陽八戸ノ里住宅ローンセンター 東大阪市下小阪2丁目14番地16号

06(6725)3451
以

上

【臨時休業終了

別紙２

対象拠点】

＜コミュニティプラザ＞
店 名

所 在 地

紀陽印南コミュニティプラザ

日高郡印南町印南2255－14

紀陽本宮コミュニティプラザ

田辺市本宮町本宮223－5

紀陽太地コミュニティプラザ

東牟婁郡太地町大字太地3372番地の1

＜インフォメーションスクエア＞
店 名
KiyoBank × 802 NAMBA SQUARE

所 在 地
大阪市中央区難波5丁目1番60号
南海電鉄なんば駅2階中央御改札口外

以

上

