
2020 年 5月 20 日 

「昼休業」終了にともなう窓口営業時間の変更について 

株式会社百五銀行（頭取 伊藤 歳恭）は、新型コロナウイルスの感染拡大防止と、金融サービスの提供

を維持するために、職員の交代勤務と昼休業（11:30～12:30）を実施しておりますが、一部地域で緊急 

事態宣言が解除されたことを受け、全店的に実施している昼休業（11:30～12:30）を終了し、窓口の営業

時間を変更いたします。 

記 

１ 通常営業再開日 

2020 年 5 月 25 日（月） 

２ 対象店舗 

（１）昼休業（11:30～12:30）を終了する店舗 

営業店・出張所１２４か店、パーソナルプラザ１７拠点（別紙のとおり） 

（２）昼休業の時間を変更する店舗 

従前より昼休業を実施している以下の９店舗については、全店的な昼休業実施前の営業時間に

変更します。 

店舗名 変更後 変更前 

桑名駅前出張所、若松出張所、稲生出張所、 

城北出張所、大門町出張所、 

香良洲プラザ出張所、鵜方駅前出張所 

平日 9:00～12:00 

   13:00～15:00 

平日 9:00～11:30 

 12:30～15:00 
木屋町出張所 

平日 9:00～12:00 

  13:30～16:00 

栗真出張所 
平日 9:00～11:00 

 12:00～15:00 

以 上 



【昼休業を終了する店舗】 

都道府県 店番 店舗名 住　　　　　所

東京都 011 東京営業部 東京都中央区日本橋1丁目2番6号 黒江屋国分ビル2階

021 名古屋支店 名古屋市中村区名駅4丁目26番13号

022 中村支店 名古屋市中村区則武本通3丁目38番地

023 上前津支店 名古屋市中区大須4丁目11番39号

026 黒川支店 名古屋市北区田幡2丁目13番6号

028 西春支店 北名古屋市西之保青野東73番地

029 富吉支店 愛知県海部郡蟹江町富吉一丁目510番地

030 戸田支店 名古屋市中川区春田5丁目45番地

031 八田支店 名古屋市中川区八田町2001番地

033 当知支店 名古屋市港区明正2丁目203番地

034 港支店 名古屋市港区東海通3丁目3番地

035 弥富支店 弥富市鯏浦町南前新田67番地1

037 刈谷支店 刈谷市若松町一丁目95番地

038 春日井支店 春日井市鳥居松町7丁目57番地4

039 平針支店 名古屋市天白区平針三丁目1504番地の3

040 豊田支店 豊田市喜多町五丁目2番地15

041 大高支店 名古屋市緑区南大高一丁目1401番地

043 藤が丘支店 名古屋市名東区藤が丘149番地

044 岡崎支店 岡崎市羽根北町二丁目1番地5

045 一宮支店 一宮市松降1丁目2番15号

046 守山支店 名古屋市守山区廿軒家22番19号

大阪府 051 大阪営業部 大阪市中央区難波2丁目2番3号 御堂筋グランドビル15階

和歌山県 061 新宮支店 新宮市大橋通2丁目4番地の1

101 桑名支店 桑名市中央町3丁目36番地

103 矢田支店 桑名市馬道1丁目29番地の4

104 いなべ支店 いなべ市北勢町阿下喜3346番地

104 いなべ東出張所 いなべ市員弁町北金井1871番地の1

105 桑名大山田支店 桑名市大山田1丁目7番地の5

106 蓮花寺支店 桑名市大字西別所969番地の1

107 大安出張所 いなべ市大安町高柳1945番地 イオン大安店1階

109 多度出張所 桑名市多度町香取389番地の4

110 東員支店 員弁郡東員町大字六把野新田120番地

111 江場支店 桑名市大字大福426番地の3

112 阿下喜出張所 いなべ市北勢町阿下喜3346番地（いなべ支店内）

201 四日市支店 四日市市沖の島町1番6号

202 富田支店 四日市市富州原町14番13号

203 富田駅前支店 四日市市富田1丁目26番21号

204 四日市駅前支店 四日市市沖の島町1番6号（四日市支店内）

205 川原町支店 四日市市京町１番1号　

206 楠支店 四日市市楠町南川102番地の1

207 菰野支店 三重郡菰野町大字菰野1101番地4

208 日永支店 四日市市日永4丁目1番48号

愛知県

三重県

別紙



【昼休業を終了する店舗】

都道府県 店番 店舗名 住　　　　　所

209 四日市西支店 四日市市安島1丁目4番1号

210 阿倉川支店 四日市市阿倉川町7番18号

211 生桑支店 四日市市生桑町124番地の3

212 あかつき台出張所 四日市市あかつき台3丁目1番地の157

213 桜支店 四日市市智積町3454番地の2

214 松本支店 四日市市松本2丁目6番25号

215 追分支店 四日市市前田町20番3号

253 笹川出張所 四日市市笹川6丁目29番1号

301 鈴鹿支店 鈴鹿市西条4丁目138番地

301 かんべ出張所 鈴鹿市神戸１丁目13番1号

302 加佐登支店 鈴鹿市加佐登4丁目24番30号

303 白子支店 鈴鹿市南江島町10番15号

304 亀山支店 亀山市北町5番25号

305 関支店 亀山市関町木崎588番地

306 平田町駅前支店 鈴鹿市算所1丁目9番1号

307 旭が丘支店 鈴鹿市中旭が丘2丁目7番1号

309 磯山出張所 鈴鹿市東磯山2丁目23番1号

310 東御幸出張所 亀山市東御幸町219番地の4

400 上野支店 伊賀市上野恵美須町1689番地

400 緑ヶ丘出張所 伊賀市緑ケ丘中町4255番地の1

400 伊賀市役所出張所 伊賀市四十九町3184番地「伊賀市役所内」

401 上野中央支店 伊賀市上野東町2961番地

402 佐那具支店 伊賀市佐那具町924番地の2

403 名張支店 名張市夏見3224番地の3

404 青山支店 伊賀市阿保19番地

405 桔梗が丘支店 名張市桔梗が丘1番町2街区11番地

501 本店営業部 津市岩田21番27号

502 津駅前支店 津市羽所町375番地

503 県庁支店 津市広明町13番地「三重県庁内」

505 津新町支店 津市新町一丁目11番15号

506 橋南支店 津市下弁財町津興3018番地

507 一身田支店 津市一身田町645番地

508 白塚支店 津市白塚町3385番地の2

509 椋本支店 津市芸濃町椋本762番地の2

510 河芸支店 津市河芸町一色27番地の1

511 久居支店 津市久居二ノ町1850番地1

512 香良洲支店 津市雲出本郷町1701番地の1（高茶屋支店内）

515 津駅西口支店 津市大谷町21番3

516 高茶屋支店 津市雲出本郷町1701番地の1

517 嬉野支店 松阪市嬉野中川新町1丁目89番地

518 津市役所出張所 津市西丸之内23番1号「津市役所内」

521 一志支店 津市一志町田尻102番地の3

三重県



【昼休業を終了する店舗】

都道府県 店番 店舗名 住　　　　　所

523 五軒町出張所 津市殿村385番地の16

524 安濃支店 津市安濃町曽根567番地の１

525 戸木出張所 津市戸木町7811番地１

526 津城山支店 津市城山3丁目11番5号

601 松阪支店 松阪市鎌田町103番地の１

603 平生町出張所 松阪市平生町16番地

604 六軒支店 松阪市小津町277番地の3

605 家城支店 津市白山町南家城907番地の2

606 斎宮支店 多気郡明和町大字斎宮3018番地の6

607 多気支店 多気郡多気町相可480番地の1

609 大石支店 松阪市小片野町1169番地の1

610 三瀬谷支店 多気郡大台町佐原638番地3

611 大淀支店 多気郡明和町大字大淀2444番地の2

612 松阪駅前支店 松阪市日野町729番地の1

614 松阪中央支店 松阪市大黒田町227番地の16

616 梅村学園前支店 松阪市久保町1336番地の2

701 伊勢支店 伊勢市岡本1丁目3番3号 

701 伊勢市役所出張所 伊勢市岩渕1丁目7番29号「伊勢市役所内」

702 筋向橋支店 伊勢市常磐2丁目14番1号

702 度会橋出張所 伊勢市小俣町宮前293番地の2

703 新道支店 伊勢市大世古2丁目6番12号

705 内宮前支店 伊勢市宇治浦田3丁目3番33号

706 河崎支店 伊勢市河崎2丁目16番9号

708 田丸支店 度会郡玉城町田丸238番地

709 宮川支店 伊勢市小俣町相合484番地

710 二見浦支店 伊勢市二見町荘6番地

711 五ヶ所支店 度会郡南伊勢町五ヶ所浦3910番地の2

712 伊勢御薗支店 伊勢市御薗町新開6番地の1

714 楠部出張所 伊勢市楠部町168番1

801 鳥羽支店 鳥羽市鳥羽3丁目17番27号

802 磯部支店 志摩市磯部町迫間1794番地

803 鵜方支店 志摩市阿児町鵜方2982番地の2

804 波切支店 志摩市大王町波切3939番地の7

805 和具支店 志摩市志摩町和具845番地の2

806 浜島出張所 志摩市浜島町浜島1779番地の11

807 鳥羽東支店 鳥羽市大明西町1番1号

901 尾鷲支店 尾鷲市朝日町12番25号

904 長島支店 北牟婁郡紀北町東長島3511番地

908 熊野支店 熊野市井戸町619番地の10

910 海山支店 北牟婁郡紀北町相賀827番地3

三重県



【昼休業を終了するパーソナルプラザ】

【昼休業の時間を変更する店舗】 

都道府県 店番 パーソナルプラザ名 住　　　　　所

081 本山パーソナルプラザ 名古屋市千種区末盛通5丁目10番地　千種イーストビル3階

082 八田パーソナルプラザ 名古屋市中川区八田町2001番地

083 刈谷パーソナルプラザ 刈谷市若松町一丁目95番地

084 春日井パーソナルプラザ 春日井市鳥居松町7丁目57番地4

085 平針パーソナルプラザ 名古屋市天白区平針三丁目1504番地の3

086 豊田パーソナルプラザ 豊田市喜多町五丁目2番地15

087 大高パーソナルプラザ 名古屋市緑区南大高一丁目1401番地

088 藤が丘パーソナルプラザ 名古屋市名東区藤が丘149番地

089 一宮パーソナルプラザ 一宮市松降1丁目2番15号

090 岡崎パーソナルプラザ 岡崎市羽根北町二丁目1番地5

181 桑名パーソナルプラザ 桑名市大山田1丁目7番地の5

281 四日市パーソナルプラザ 四日市市安島1丁目4番1号

381 鈴鹿パーソナルプラザ 鈴鹿市西条4丁目138番地

481 名張パーソナルプラザ 名張市夏見3224番地の3

582 津パーソナルプラザ 津市岩田21番27号

681 松阪パーソナルプラザ 松阪市鎌田町103番地の１

781 伊勢パーソナルプラザ 伊勢市岡本1丁目3番3号

愛知県

三重県

都道府県 店番 店舗名 窓口営業時間 住　　　　　所

102 桑名駅前出張所 平日9:00～12:00　13 :00～15:00 桑名市寿町2丁目31番地の12

308 若松出張所 平日9:00～12:00　13 :00～15:00 鈴鹿市若松北1丁目36番21号

311 稲生出張所 平日9:00～12:00　13 :00～15:00 鈴鹿市稲生3丁目5番15号

403 木屋町出張所 平日9:00～12:00　13 :30～16:00 名張市元町376番地　イオン名張店1階

408 城北出張所 平日9:00～12:00　13 :00～15:00 伊賀市小田町219番地

504 大門町出張所 平日9:00～12:00　13 :00～15:00 津市大門11番13号

516 香良洲プラザ出張所 平日9:00～12:00　13 :00～15:00 津市香良洲町1829番の31

522 栗真出張所 平日9:00～11:00　12 :00～15:00 津市栗真町屋町1606番地の７

808 鵜方駅前出張所 平日9:00～12:00　13 :00～15:00 志摩市阿児町鵜方4057番地の3

三重県


