2021 年 5 月 14 日

広島県・岡山県を対象とした緊急事態宣言発令に伴う
一部店舗の窓口営業時間変更について

株式会社広島銀行では、広島県・岡山県を対象とした緊急事態宣言発令のもと、金融機能の提供とお客さ
まと職員の感染拡大防止を両立させる観点から、一部店舗の窓口営業時間を下記のとおり変更します。これ
により、広島県・岡山県内の全営業店・全個人ローンセンター・ビジネスローンセンターは、昼休業を実施
させていただくこととなります。
お客さまには大変ご不便、ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上
げます。
なお、店舗内ＡＴＭコーナーは、窓口休業時間中も引き続きご利用いただけます。
記

１． 対象店舗
営業店 49 ヵ店・個人ローンセンター7 ヵ店・ビジネスローンセンター1 ヵ店
※5 月 17 日（月）以降の各店舗の窓口営業時間については、別紙 1 をご覧ください。
２． 実施期間
2021 年 5 月 17 日（月）～

2021 年 5 月 31 日（月）予定

３．その他
・従来より昼休業を導入している店舗の一覧については、別紙 2 をご覧ください。
・店舗内ＡＴＭコーナーは、窓口が休業している時間帯もご利用いただけます。ご来店不要でお取引
や手続きができるインターネットバンキング・お電話・ひろぎんアプリなどもご利用ください。
・ご来店不要でお手続きいただけるお取引・サービスは、
〈ひろぎん〉ホームページにてご確認ください。
以

本件に関するお問い合わせ先
株式会社広島銀行 営業統括部
℡ （082）504－3718（直通）

上

（別紙１）

2021年5月17日（月）から新たに昼休業を導入する店舗
＜営業店＞
店

地域
広島県

岡山県

名

本店営業部
銀山町支店
大手町支店
舟入支店
本川支店
三川町支店
八丁堀支店
白島支店
広島市東区
広島駅北口支店
広島市南区
宇品支店
皆実町支店
ゆめタウン広島出張所
広島東支店
広島市西区
横川支店
己斐支店
庚午支店
広島西支店
平和大通り支店
広島市安佐南区 安支店
祇園支店
古市支店
緑井支店
広島市安佐北区 高陽支店
可部支店
広島市佐伯区
五日市支店
五日市八幡支店
廿日市市
廿日市支店
呉市
呉支店
広支店
安芸郡
安芸府中支店
海田支店
東広島市
西条支店
八本松支店
三原市
三原支店
竹原市
竹原支店
尾道市
尾道支店
尾道栗原支店
東尾道支店
福山市
福山蔵王支店
福山営業本部
福山南支店
福山手城支店
福山胡町支店
福山北支店
府中市
府中支店
三次市
十日市支店
庄原市
庄原支店
岡山市
岡山支店
倉敷市
倉敷支店

窓口営業時間
変更前

変更後

広島市中区

住所

広島市中区紙屋町1-3-8
広島市中区銀山町3-1
広島市中区国泰寺町2-3-23
広島市中区舟入中町9－12
広島市中区十日市町1-3-34
平日 9:00～11:30 12:30～15:00 広島市中区三川町10－１
広島市中区八丁堀16-11
広島市中区東白島町14－15
広島市東区若草町11-2
広島市南区宇品御幸5-15-1
広島市南区皆実町5-13‐12
平日9:30～11:30 12:30～15:00 広島市南区皆実町2-8-17
広島市南区荒神町5-8
広島市西区横川町3-11-9
広島市西区己斐本町1-9-26
広島市西区庚午中1-7-22
広島市西区井口明神1-17-4
広島市西区東観音町3-17
広島市安佐南区上安2-4-37
広島市安佐南区西原5-19-10
広島市安佐南区古市3-1-2
広島市安佐南区緑井2-12-12
広島市安佐北区亀崎1-2-20
広島市安佐北区可部3-20-21
広島市佐伯区楽々園4-2-16
広島市佐伯区八幡2-25-22
廿日市市新宮1-9-34
呉市本通3-5-4
呉市広中町15-18
安芸郡府中町本町4-6-31
平日 9:00～11:30 12:30～15:00 安芸郡海田町窪町5-8
東広島市西条昭和町2-7
東広島市八本松東3-3-16
三原市城町1-25-1
竹原市中央5-5-5
尾道市土堂2-7-11
尾道市栗原町5930-1
尾道市高須町1336-6
福山市南蔵王町5-17-41
福山市霞町1-1-1
福山市川口町4-13-18
福山市東手城町1-1-6
福山市胡町２－３
福山市神辺町大字新十九1-12
府中市府川町335－１
三次市十日市中2-13-26
庄原市中本町2-1-7
岡山市北区磨屋町1-3
倉敷市阿知2-19-22

平日 9:00～15:00

平日・土日祝 9:30～17:00

平日 9:00～15:00

電話番号
(082) 247-5151
(082) 244-8810
(082) 245-2261
(082) 232-8121
(082) 231-4141
(082) 248-3831
(082) 221-4566
(082) 228-2025
(082) 264-3321
(082) 254-1313
(082) 251-5241
(082) 250-6500
(082) 262-3211
(082) 292-5151
(082) 271-6151
(082) 271-6145
(082) 277-4751
(082) 231-9327
(082) 878-1321
(082) 874-2221
(082) 877-1521
(082) 870-1112
(082) 842-3825
(082) 815-1515
(082) 921-1135
(082) 927-1011
(0829) 31-0141
(0823) 21-5141
(0823) 71-3111
(082) 281-1402
(082) 823-4341
(082) 422-2151
(082) 428-2221
(0848) 62-3136
(0846) 22-2530
(0848) 22-5121
(0848) 25-5221
(0848) 46-4334
(084) 943-8141
(084) 921-3511
(084) 957-4500
(084) 941-8100
(084) 922-3200
(084) 963-7100
(0847) 46-4646
(0824) 62-2137
(0824) 72-2116
(086) 222-6681
(086) 422-1900

＜個人ローンセンター＞
地域
広島県

岡山県

広島市中区
広島市安佐南区
広島市佐伯区
呉市
東広島市
福山市
倉敷市

センター名

窓口営業時間
変更前

変更後

広島個人ローンセンター
広島北個人ローンセンター
広島西個人ローンセンター

呉個人ローンセンター
西条個人ローンセンター
福山個人ローンセンター
倉敷個人ローンセンター

平日・日曜 9:00～16:30

住所

電話番号

広島市中区加古町2-13
（0120）293-801
広島市安佐南区緑井2-12-12 （082）870-2905
広島市佐伯区五日市駅前1-10-55 （082）943-7211
平日・日曜 9:00～11:30 12:30～16:30 呉市本通3-5-4
（0823）21-6071
東広島市西条昭和町2-7
（082）422-8800
福山市霞町1-1-1
（084）921-5055
倉敷市白楽町538-2
（086）434-2400

＜ビジネスローンセンター＞
地域
広島県

広島市中区

センター名
ビジネスローンセンター

窓口営業時間
変更前

変更後

平日 9:00～15:00

平日 9:00～11:30 12:30～15:00

1

住所
広島市中区紙屋町1-3-8

電話番号
（0120）422-881

（別紙２）

(ご参考) 従来より昼休業を導入している店舗一覧
＜営業店＞
地域
広島県 広島市中区

店 名
県庁支店
広島市役所支店
江波支店
吉島支店
広島市東区
曙支店
戸坂支店
牛田支店
温品支店
福田支店
広島市南区
広島駅前支店
向洋支店
仁保支店
大河支店
大州支店
段原支店
東雲支店
広島市西区
三篠出張所
観音支店
井口台支店
広島市安佐南区 山本支店
沼田支店
西風新都支店
中筋支店
広島市安佐北区 白木町出張所
高陽南支店
広島市安芸区
矢野支店
広島市佐伯区
五日市中央支店
美鈴が丘支店
五日市駅前支店
廿日市市
宮島口支店
廿日市ﾆｭｰﾀｳﾝ支店
宮内支店
大竹市
大竹支店
呉市
呉駅前出張所
呉東出張所
呉市役所出張所
広北出張所
音戸支店
川原石支店
川尻支店
焼山支店
江田島市
江田島支店
大柿支店
安芸郡
熊野支店
海田東支店
豊田郡
木江支店
東広島市
東広島市役所出張所
西条南支店
高屋支店
黒瀬支店
安芸津支店
河内支店
三原市
広島空港出張所（※）
本郷支店
三原西支店
尾道市
瀬戸田支店
尾道駅前支店
向島支店
御調支店
因島支店
世羅郡
甲山支店
福山市
松永支店
福山野上支店
福山春日支店
千年支店
鞆支店
福山西支店
神辺支店
新市支店
駅家支店
福山瀬戸支店
松永南支店
山県郡
加計支店
千代田支店
神石郡
油木支店

窓口営業時間
平日 9:00～11:00 12:00～15:00

平日 9:00～11:30 12:30～15:00

平日 9:00～12:30 13:30～15:00
平日 9:00～11:30 12:30～15:00

平日 9:00～12:30 13:30～15:00
平日 9:00～11:30 12:30～15:00
平日 9:00～12:30 13:30～15:00
平日 9:00～11:30 12:30～15:00

平日 9:00～12:00 13:00～15:00

平日 9:00～11:30 12:30～15:00

平日 9:00～12:30 13:30～15:00

住所
広島市中区基町10-52
広島市中区国泰寺町1-6-34
広島市中区江波西1-28-3
広島市中区光南1-16-25
広島市東区曙1-8-10
広島市東区戸坂千足1-22－16
広島市東区牛田旭2-6-19
広島市東区温品1-3-2
広島市東区福田1-741-1
広島市南区松原町9－１
広島市南区青崎1-8-17
広島市南区東本浦町26－10
広島市南区旭2-17-1
広島市南区大州2-18-7
広島市南区段原南2-3-19
広島市南区東雲本町1-5-1
広島市西区三篠町3-21-19
広島市西区南観音6-15-5
広島市西区井口台1-5-20
広島市安佐南区山本4-9-9
広島市安佐南区伴東5-1-1
広島市安佐南区伴南4-2-9
広島市安佐南区中筋3-28-13
広島市安佐北区白木町大字小越87-6
広島市安佐北区口田4-4-11
広島市安芸区矢野東5-1-10
広島市佐伯区千同1-30-2
広島市佐伯区美鈴が丘西1-4-1
広島市佐伯区五日市駅前1-10-55
廿日市市宮島口1-5-3
廿日市市阿品台4-1-19
廿日市市宮内1056-3
大竹市本町1-8-6
呉市中央1-2-3
呉市東中央2-4-23
呉市中央4-1-6
呉市広本町3-20-17
呉市音戸町鰯浜1-2-8
呉市三条1-5-5
呉市川尻町西2-12-12
呉市焼山中央1-12-12
江田島市江田島町中央1-3-1
江田島市大柿町大原495-5
安芸郡熊野町出来庭9-9-3
安芸郡海田町昭和中町11-18
豊田郡大崎上島町木江甲254-2
東広島市西条栄町8-29
東広島市西条下見6-10-17
東広島市高屋町大字中島435－２
東広島市黒瀬町川角579-1
東広島市安芸津町三津4255-1
東広島市河内町中河内1261-2
三原市本郷町善入寺64-31
三原市本郷南6-14-2
三原市皆実1-26-22
尾道市瀬戸田町瀬戸田524-1
尾道市東御所町1-15
尾道市向島町544-1
尾道市御調町大田10-1
尾道市因島土生町2017-3
世羅郡世羅町大字西上原111-1
福山市今津町2-1-14
福山市野上町3-2-10
福山市青葉台1-2-19
福山市沼隈町大字草深1861-2
福山市鞆町鞆150－34
福山市三之丸町13－22
福山市神辺町大字川南241-4
福山市新市町大字新市757-3
福山市駅家町大字近田369
福山市瀬戸町大字山北358－１
福山市松永町5-11-19
山県郡安芸太田町大字加計3756-1
山県郡北広島町有田1549-3
神石郡神石高原町油木乙2001-1

電話番号
(082) 228-6221
(082) 241-4470
(082) 232-3231
(082) 241-1271
(082) 262-2174
(082) 220-2121
(082) 222-5151
(082) 289-4477
(082) 899-8886
(082) 261-2271
(082) 281-4295
(082) 281-4231
(082) 254-1155
(082) 281-2261
(082) 263-5541
(082) 286-1771
(082) 230-1515
(082) 234-3122
(082) 278-5611
(082) 875-3450
(082) 848-1110
(082) 811-9300
(082) 876-2001
(082) 828-2545
(082) 843-8111
(082) 888-1101
(082) 924-5501
(082) 928-1850
(082) 923-1199
(0829) 56-2111
(0829) 39-2111
(0829) 39-4141
(0827) 52-3141
(0823) 24-1170
(0823) 23-5353
(0823) 21-6187
(0823) 74-1112
(0823) 51-2121
(0823) 21-6187
(0823) 87-3088
(0823) 34-0711
(0823) 42-1155
(0823) 57-3311
(082) 854-5151
(082) 821-3011
(0846) 62-0260
(082) 424-2243
(082) 421-7150
(082) 434-2110
(0823) 82-7111
(0846) 45-1125
(082) 437-1251
(0848) 86-8051
(0848) 86-3231
(0848) 64-6411
(0845) 27-2233
(0848) 22-5261
(0848) 44-1605
(0848) 76-1212
(0845) 22-1350
(0847) 22-1122
(084) 933-2121
(084) 927-8400
(084) 947-6800
(084) 987-1333
(084) 982-3111
(084) 922-8250
(084) 962-0820
(0847) 52-2600
(084) 976-5351
(084) 952-0037
(084) 934-5111
(0826) 22-0515
(0826) 72-2121
(0847) 82-0304

府中市
三次市
庄原市
安芸高田市
岡山県

岡山市
倉敷市

山口県

愛媛県

津山市
井原市
笠岡市
岩国市
柳井市
下松市
防府市
宇部市
西条市
新居浜市
四国中央市

島根県
福岡県
兵庫県
大阪府
愛知県
東京都

上下支店
吉舎支店
東城支店
吉田支店
甲田出張所
向原支店
岡山南支店
岡山西支店
児島支店
玉島支店
水島支店
津山支店
井原支店
笠岡中央支店
西岩国支店
柳井支店
下松支店
防府支店
宇部支店
伊予西条支店
新居浜支店
三島支店
川之江支店
松江支店
福岡支店
北九州支店
神戸支店
姫路支店
大阪支店
名古屋支店
東京支店

平日 9:00～11:30 12:30～15:00

平日 9:00～12:30 13:30～15:00

平日 9:00～11:30 12:30～15:00

府中市上下町上下820
三次市吉舎町吉舎511
庄原市東城町東城360
安芸高田市吉田町吉田789-1
安芸高田市甲田町高田原1638-1
安芸高田市向原町坂189-6
岡山市北区大供1-3-3
岡山市北区北長瀬表町3-3-15
倉敷市児島駅前2-33
倉敷市新倉敷駅前3-123-1
倉敷市水島西栄町3-6
津山市小田中219‐10
井原市井原町532-3
笠岡市五番町1-10
岩国市岩国2-17-28
柳井市中央2-15-8
下松市大字西豊井字小路口801-5
防府市栄町1-5-1
宇部市常盤町1-6-32
西条市本町5
新居浜市西町1-7
四国中央市三島中央1-7-34
四国中央市川之江町2030-1
松江市朝日町字宮ノ沖590-5

(0847) 62-2121
(0824) 43-3151
(08477) 2-2144
(0826) 42-0313
(0826) 45-4141
(0826) 46-3131
(086) 233-2811
(086) 241-6300
(086) 474-3131
(086) 526-2191
(086) 446-0377
(0868) 24-5151
(0866) 62-0501
(0865) 62-3311
(0827) 41-0101
(0820) 22-0730
(0833) 43-2345
(0835) 22-2460
(0836) 21-4151
(0897) 55-2003
(0897) 37-0121
(0896) 24-4410
(0896) 58-3340
(0852) 26-5151
福岡市博多区博多駅前1-4-4JPR博多ビル5階 (092) 472-4141
北九州市小倉北区紺屋町5-2
(093) 541-3431
神戸市中央区栄町通3-3-11
(078) 331-1221
姫路市綿町128
(079) 281-3366
大阪市中央区久太郎町2-5-28久太郎町恒和ビル3階 (06) 6202-5221
名古屋市中区錦3-2-1新・名古屋信愛ビル2階 (052) 971-3636
中央区京橋2-7-19京橋イーストビル6階 (03) 6228-7755

（※）広島空港出張所の開始時間は当面の間9：00からとなります。

＜個人ローンセンター＞
地域
広島県 広島市東区
尾道市
岡山市

センター名

住所
広島市東区温品1-3-2
尾道個人ローンセンター 平日・日曜 9:00～11:30 12:30～16:30 尾道市東御所町1-15
岡山個人ローンセンター
岡山市北区大供1-3-3
広島東個人ローンセンター

窓口営業時間

電話番号
（082）280-5600
（0848）24-1010
（086）226-5456

