
 

 

 

2021 年 3 月 5 日  

 

 

各  位  

 

 

                      株式会社  神奈川銀行  

 

 

店舗の通常営業再開について（昼時間の臨時休業の終了について）  

 

 

株式会社神奈川銀行（頭取  近藤和明）は、新型コロナウイルス感染症の

拡大防止策として、本年 1 月 12 日 (火 )より窓口営業時間を変更し、昼時間の

営業について臨時休業しておりましたが、 3 月 8 日 (月 )より、 31 店舗で昼時

間の臨時休業を終了し、全店舗にて通常営業を再開いたしますのでお知らせ

いたします。  

 

 

記  

 

 

1.通常営業再開日  

 2021 年 3 月 8 日 (月 ) 

 

 

2.通常営業を再開（昼時間の臨時休業を終了）する店舗  

 31 店舗（詳細は別紙参照ください）  

 ※なおセンター北支店、渡田支店および下大槻支店につきましては、営業

時間を変更しており、営業時間（ 9:00～ 11:30、12:30～ 15:00）に変更は

ございません。  

 

以  上  

 

 

 

 

 

     

＜本件に関するお問い合わせ先＞  

神奈川銀行  総合企画部  

℡  045－ 261－ 2641 



  別紙 

○2021 年 3 月 8 日（月）から昼時間の営業を再開する店舗一覧 窓口営業時間 9：00～15:00 

営業所の名称 営業所の所在地 電話番号 貸金庫営業時間 

本店営業部 〒231-0033 横浜市中区長者町 9-166 045-261-2641 

平日 9：00～15：00 横浜橋通支店 〒231-0033 横浜市中区長者町 9-166 045-261-2641 

洪福寺支店 〒220-0072 横浜市西区浅間町 5-384-1 045-311-3021 

上大岡支店 〒233-0007 横浜市港南区大久保 1-20-54 045-842-1861  

六角橋支店 〒221-0802 横浜市神奈川区六角橋 2-28-22 045-481-6345 平日 9：00～15：00 

中田支店 〒245-0014 横浜市泉区中田南 3-1-7 045-802-1365 １F 

平日 8：00～19：00 

休日 9：00～16：00 

2F 

平日 9：00～15：00 

富岡支店 〒236-0052 横浜市金沢区富岡西 7-15-17 045-771-3651 平日 8：00～19：00 

休日 9：00～16：00 

井土ヶ谷支店 〒232-0051 横浜市南区井土ヶ谷上町 21-36 045-712-2111 
平日 9：00～17：00 

芹ヶ谷支店 〒233-0006 横浜市港南区芹が谷 2-8-33 045-823-1351 

蒔田支店 〒232-0044 横浜市南区榎町 2-41 045-742-2611 

平日 9：00～15：00 
本牧支店 〒231-0824 横浜市中区本牧三之谷 3-23 045-623-3811 

末吉支店 〒230-0011 横浜市鶴見区上末吉 5-5-22 045-575-2323 

瀬谷支店 〒246-0032 横浜市瀬谷区南台 2-11-3 045-303-0321 

岡村支店 〒235-0021 横浜市磯子区岡村 8-1-28 045-761-3314 平日 8：00～19：00 

休日 9：00～16：00 

根岸支店 〒235-0007 横浜市磯子区西町 4-19 045-754-3311 
平日 9：00～17：00 

弥生台支店 〒245-0008 横浜市泉区弥生台 13-6 045-813-3711 

横浜西口支店 〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町 2-23-2 045-411-2011  

戸部支店 〒220-0051 横浜市西区中央 1-8-20 045-319-1385 平日 9：00～17：00 

横須賀支店 〒238-0006 横須賀市日の出町 1-15-1 046-823-1480 平日 8：00～19：00 

休日 9：00～16：00 

長井支店 〒238-0316 横須賀市長井 1-17-20 046-856-3141  

平塚支店 〒254-0052 平塚市平塚 2-31-9 0463-31-2981 平日 9：00～15：00 

茅ヶ崎支店 〒253-0056 茅ヶ崎市共恵 1-2-24 0467-82-7171 
平日 9：00～17：00 

辻堂支店 〒251-0047 藤沢市辻堂 1-1-15 0466-36-3155 

藤沢支店 〒251-0025 藤沢市鵠沼石上 1-5-7 0466-23-2641 平日 8：00～19：00 

休日 9：00～16：00 

六会支店 〒252-0813 藤沢市亀井野 2-3-1 0466-82-0551 平日 9：00～15：00 

川崎支店 〒210-0004 川崎市川崎区宮本町 6 044-244-7538 平日 8：00～19：00 

休日 9：00～16：00 

中原支店 〒211-0016 川崎市中原区市ノ坪 30-1 044-722-9121 平日 9：00～15：00 

相模台支店 〒252-0313 相模原市南区松が枝町 24-10 042-743-4511 平日 8：00～19：00 

休日 9：00～16：00 

桜ヶ丘支店 〒242-0024 大和市福田 5528 046-268-1001 
平日 9：00～15：00 

高村支店 〒254-0914 平塚市高村 203 0463-34-1011 

高座渋谷支店 〒242-0023 大和市渋谷 5-22 046-267-9921 平日 8：00～19：00 

休日 9：00～16：00 



  別紙 

○営業時間を変更済みの店舗一覧 営業時間 9:00～11:30、12:30～15:00 

営業所の名称 営業所の所在地 電話番号 貸金庫営業時間 

センター北支店 〒224-0003 横浜市都筑区中川中央 1-29-24 045-910-2230 平日 8：00～19：00 

休日 9：00～16：00 

渡田支店 〒210-0841 川崎市川崎区渡田向町 29-16 044-245-9781 平日 9：00～11：30 

   12：30～15：00 

下大槻支店 〒257-0004 秦野市下大槻 410 0463-77-2567  

 


