2020 年 4 月 24 日
お客さま各位
株式会社きらぼし銀行

新型コロナウイルス感染症に関する 5 月の「休日相談窓口」について
この度の新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けられた皆さまには、心からお見舞
い申し上げます。
弊行では 4 月 4 日（土）から、新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けられたお客さ
まを対象とした「休日相談窓口」を開設しております。2020 年 5 月における休日のご相談（お借
入れ・ご返済・経営相談等）につきまして開催日程が決まりましたので、お知らせいたします。
記
１．ゴールデンウィーク特別相談窓口
（１）実 施

日 2020 年 5 月 2 日（土）
・3 日（日）・4 日（月）・5 日（火）
・6 日（水）

（２）実 施 時 間 10：00～16：00
（３）ご相談方法（お電話もしくはご来店のいずれかをお選びください）
① ご来店によるご相談（事前予約制）
本店営業部（青山）
、新宿本店営業部、日本橋支店、立川支店、町田支店
※ 5 月 1 日（金）までの事前予約制、1 回あたり 50 分の時間制となります。
※ 事前予約制となりますので、ご利用にあたっては｢きらぼし銀行営業統括部（電話
03-3352-2271（代表）
）｣まで、お問い合わせください。なお、受付時間は平日 9 時
00 分～17 時 00 分（土曜日・日曜日等の銀行休業日を除く）となります。
② フリーダイヤルによる電話相談
ご相談専用特別フリーダイヤル 0120-684-732
※ 上記期間中に限り、ご利用いただけます。
２．各営業店による土曜相談窓口
（１）実 施 日 2020 年 5 月 9 日・16 日・23 日・30 日の各土曜日
（２）実施時間 10：00～16：00
（３）実施店舗 きらぼし銀行の各営業店
（京王ステーション支店、インターネット支店および出張所を除く）
「新型コロナウイルスに負けない」皆さまと地域社会を我々は全力でサポートしていきます。
以
【本件に関するお問い合わせ先】
営業統括部 営業推進グループ

電話 03-3352-2271（代表）

受 付 時 間 平日 9 時 00 分～17 時 00 分（土曜日・日曜日等の銀行休業日を除く）

上

きらぼし銀行では、事業者の皆さまを対象に、コロナウイルスの影響における「資金繰り支援」を
はじめとした経営相談について、ゴールデンウィークも相談窓口を設置します。

きらぼし銀行に
ご相談ください！
お取引の有無に関わらず、ぜひお気軽にご相談ください。
実施日程
時

間

5 月２日(土)・3 日(日)・4 日(月)・5 日(火)・6 日(水)
10：00～16：00

1.ご来店による相談

概

要

ご連絡先
会

場

事前予約制 : 予約電話番号 03-3352-2271

相談時間 約５０分
きらぼし銀行 営業統括部営業推進グループ
電話番号 03-3352-2271

担当：休日相談窓口担当者

受付時間 平日 9 時 00 分～17 時 00 分

本店営業部

〒107-0062 東京都港区南青山 3-10-43

新宿本店営業部

〒160-8431 東京都新宿区新宿 5-9-2

日本橋支店

〒103-0027 東京都中央区日本橋 3-5-14

立川支店

〒190-0023 東京都立川市柴崎町 3-9-21

町田支店

〒194-0013 東京都町田市原町田 6-14-14

※お客さまの事業内容や財務内容を確認できる書類をご用意いただきますと、より迅速な対応が可能となります。

2.お電話による相談

0120-684-732

きらぼし銀行は「新型コロナウイルスに負けない」皆さまを全力でサポートします！
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新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けている事業者の皆さまへ
きらぼし銀行では、事業者の皆さまを対象に、コロナウイルスの影響における「資金繰り支援」を
はじめとした経営相談について全店舗で取り組んでおります。

きらぼし銀行に
ご相談ください！
休日相談窓口も設置しております。お取引の有無に関わらず、ぜひお気軽にご相談ください。

設置場所

きらぼし銀行の全店舗（出張所を除きます）
※ 店舗一覧は裏面をご覧ください

実施日

5 月 9・16・23・30 日の各土曜日

受付時間

10：00～16：00

※ ご来店のほか、お電話によるご相談もうけたまわっております
※ 事前にご連絡をいただけますと、より迅速な対応が可能となります

きらぼし銀行は「新型コロナウイルスに負けない」皆さまを全力でサポートします！

ご相談は裏面に記載のお近くの営業店までお声かけください。

K00020027

港区

新宿区

西東京市

本店営業部

03-6447-5760

新宿本店営業部

03-3352-2250

保谷支店

042-461-7951

原宿支店

03-3403-7371

東新宿支店

03-3341-4691

東伏見支店

042-463-9001

東京みらい営業部

03-6271-1210

西大久保支店

03-3353-8790

浜松町支店

03-3435-1901

新宿支店

03-5323-0851

麻布支店

03-3452-1301

新橋法人営業部

03-6447-5767

中野区・杉並区

新橋オフィス

03-3591-7750

中野支店

目黒支店

03-5449-6761

小平市・東村山市
小平支店

042-345-4311

秋津支店

042-393-9611

03-3383-0711

久米川支店

042-394-3711

阿佐ヶ谷支店

03-5385-8052

久米川駅前支店

042-392-1611

高円寺支店

03-3312-8301

千代田区・文京区

東久留米市

神田支店

03-3254-2311

豊島区・北区

神田中央支店

03-3293-5941

池袋支店

03-3982-6131

春日町支店

03-3813-7131

東池袋支店

03-3983-3221

西池袋支店

03-3984-5851

多摩市・稲城市

椎名町支店

03-3973-1135

多摩支店

042-374-1211

中央区

滝山支店

042-474-7211

東久留米支店

042-473-5151

茅場町支店

03-3666-1551

王子支店

03-3912-2131

稲城支店

042-377-1321

東日本橋支店

03-3662-1171

滝野川支店

03-3918-5187

稲城向陽台支店

042-378-5811

日本橋支店

03-3272-2381

若葉台支店

042-331-0088

八丁堀支店

03-3553-7111

墨田区・台東区

板橋区
板橋本町支店

03-3961-6181

川崎市

板橋支店

03-3963-3681

川崎法人営業オフィス

044-211-0211

吾嬬支店

03-3612-7121

中板橋支店

03-3972-3221

梶ヶ谷支店

044-865-7411

錦糸町駅北口オフィス

03-5610-9107

上板橋支店

03-3934-1511

久地支店

044-863-7501

御徒町支店

03-3831-4131

登戸支店

044-933-5111

三河島支店

03-3834-4205

稲田堤支店

044-281-0102

新百合ケ丘支店

044-966-1811

葛飾区・足立区

練馬区
江古田支店

03-3994-4321

石神井支店

03-3995-1181

立石支店

03-3697-6171

上石神井支店

03-3929-8811

横浜市

新小岩支店

03-3694-5561

上石神井北支店

03-3920-1581

横浜西口支店

045-620-9616

小岩支店

03-5654-9361

大泉支店

03-3978-3211

市が尾支店

045-971-8621

亀有支店

03-3603-2151

大泉学園駅前支店

03-3924-7211

中山支店

045-931-6711

北綾瀬支店

03-5647-7431

練馬支店

03-3970-6111

長津田支店

045-981-1411

千住支店

03-3882-1101

豊島園支店

03-5848-2291

横浜支店

045-201-4055

竹ノ塚支店

03-3897-5111

赤塚支店

03-3932-4191

希望が丘支店

045-363-3111

瀬谷支店

045-303-2331

江戸川区・江東区

三鷹市・調布市

葛西支店

03-3675-3211

三鷹支店

0422-44-8251

大和市・藤沢市

船堀支店

03-3877-1421

武蔵野支店

0422-79-0024

南林間支店

046-274-7771

深川支店

03-3634-1151

調布支店

042-482-9131

大和支店

046-261-3241

東陽町支店

03-3634-0305

武蔵境南支店

042-426-7128

高座渋谷支店

046-267-2511

錦糸町支店

03-3682-6101

湘南台支店

0466-46-3511

城東支店

03-3681-4141

品川区・大田区

府中市・国分寺市
中河原支店

042-360-7711

厚木市・海老名市・座間市

百草園支店

042-306-7881

厚木支店

046-295-1411

五反田支店

03-5437-0051

府中支店

042-362-7111

さがみ野支店

046-232-1611

武蔵小山支店

03-3783-5411

東府中支店

042-369-3311

海老名支店

046-233-8393

大森支店

03-3772-7151

西国分寺支店

042-327-2801

相武台支店

046-254-9111

蒲田支店

03-3738-0101

西六郷支店

03-3739-5411

立川支店

042-522-7101

二本松支店

042-773-4311

昭島支店

042-512-5701

城山支店

042-703-4760

豊田支店

042-585-1511

橋本支店

042-772-6161

淵野辺支店

042-752-5111

相模原支店

042-753-1211

渋谷区

立川市・日野市

相模原市

渋谷支店

03-6416-0262

渋谷中央支店

03-3461-9191

青山通支店

03-6416-9980

八王子市・青梅市

代々木支店

03-3378-2211

八王子支店

042-623-0151

相模原法人営業部

042-755-2331

幡ケ谷支店

03-3379-2411

八王子中央支店

042-622-6161

南渕野辺支店

042-756-1211

笹塚支店

03-3376-6211

西八王子支店

042-634-9331

上溝支店

042-762-4111

堀之内支店

042-674-1271

田名支店

042-763-4111

百草支店

042-676-2821

東林間支店

042-747-3311

青梅支店

0428-22-3141

相模大野支店

042-746-2111

相模台支店

042-742-2121

大沼支店

042-748-3411

古淵支店

042-776-3511

世田谷区・目黒区
世田谷支店

03-3424-1401

代田支店

03-3322-7311

烏山支店

03-3308-6611

町田市

富士見ヶ丘支店

03-6279-5050

南町田支店

042-795-6411

祖師谷支店

03-3416-3151

町田支店

042-722-2121

自由が丘支店

03-3717-2171

町田木曽支店

042-791-2221

船橋市

九品仏支店

03-3703-1111

玉川学園支店

042-726-2301

船橋支店

学芸大学駅前支店

03-3714-1171

成瀬支店

042-726-4111

相原支店

042-774-1611

川口市・戸田市・朝霞市

鶴川支店

042-734-3311

鳩ヶ谷支店

048-283-1551
048-444-4551

狛江市
狛江支店

03-3489-5171

戸田支店

和泉多摩川支店

03-3488-3011

朝霞支店

047-424-6141

048-466-0331

2020 年 4 月 1 日現在

