いちばんに相談したい銀行

NEWS RELEASE
2020 年 6 月 9 日
各位
名古屋市中区栄三丁目 33 番 13 号
株 式 会 社 中 京 銀 行

新型コロナウイルスの影響に関する第７回休日相談会実施について
新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみ申しあげ
ますとともに、羅患された方々には心よりお見舞い申しあげます。
中京銀行（頭取

永井 涼）は、新型コロナウイルスにより、影響を受けられている、

または今後影響が懸念される中小企業、個人事業主、個人のお客さまを対象に資金繰り、
返済条件の見直し、住宅ローン等、幅広く相談を受け付ける「休日相談会」を 2020 年 6 月
13 日（土）
、6 月 20 日（土）に別紙の 60 ヵ店で開催いたしますので、お知らせします。
平日設置の相談窓口にご来店の難しいお客さまにも、迅速かつきめ細やかに対応させて
いただきます。
なお、感染防止の観点から電話での相談も受付いたします。別紙開催店までお気軽に
お電話ください。また、ご来店の折は一部時間帯に多くのお客さまが集中することを回避
するため、来店でのご相談は、予約制といたします。
記

相談会概要
開催店

全 60 店舗（開催店は別紙をご参照ください）

開催日

2020 年 6 月 13 日（土）および 2020 年 6 月 20 日（土）

時

9：00～17：00

間

ご相談内容 必要な資金の借入の申込や返済条件の変更に関することなど

以上

【別紙】

地区

開催日
連絡先
開催店舗
本店営業部

中区、中村区

大津橋支店
中村支店
大曽根支店

北区、西区

楠町支店
浄心支店

名
古

八熊支店
中川区、港区
荒子支店

屋
市

今池支店
千種区、東区、
昭和区、名東区、 代官町支店
守山区
上社支店

天白区、瑞穂区、
熱田区

島田支店
新瑞橋支店
柴田支店

南区、緑区
鳴海支店

上段：電話番号
下段：FAX 番号

(052)249-1502
(052)249-1641
(052)951-8536
(052)962-1284
(052)451-6541
(052)452-2996
(052)911-2445
(052)911-2440
(052)902-3811
(052)901-2957
(052)531-9241
(052)531-7693
(052)331-3426
(052)322-1459
(052)361-5613
(052)351-2667
(052)732-5411
(052)741-2933
(052)932-2371
(052)932-5174
(052)772-3911
(052)774-0263
(052)801-1161
(052)804-2414
(052)851-6106
(052)842-1632
(052)612-3311
(052)612-0424
(052)624-5121
(052)622-7416

6 月 13 日（土）
住所
名古屋市中区栄 3-33-13
名古屋市中区丸の内 3-5-37
名古屋市中村区竹橋町 24-8
名古屋市北区大曽根 1-19-12
名古屋市北区池花町 220 番地
名古屋市西区浄心 1-8-25
名古屋市中川区八熊 2-3-8
名古屋市中川区荒中町 251
名古屋市千種区今池 3-4-14
名古屋市東区代官町 17-4
名古屋市名東区上社 1-613
名古屋市天白区御前場町 8-2
名古屋市瑞穂区弥富通 3-24
名古屋市南区柴田本通 3-14-2
名古屋市緑区六田 1-195-2

開催日
地区

開催店舗
勝川支店

尾張東部
長久手支店
稲沢支店

愛

尾張西部

知
県
（
名
古
屋
市
除
く
）

大治支店
一宮南支店
尾張北部
江南支店
岡崎支店
三河
刈谷支店
知多

師崎支店
桑名支店

北勢
四日市支店

三
重
県

津支店
中勢、南勢
伊勢支店
伊賀
奈良県

名張支店
奈良支店

6 月 13 日（土）

上段：電話番号
下段：FAX 番号

(0568)32-7811
(0568)32-8527
(0561)62-1611
(0561)62-1614
(0587)32-2186
(0587)21-8560

住所
春日井市柏井町 1-103
長久手市氏神前 120
稲沢市稲沢町前田 199-3

(052)444-0437

海部郡大治町大字馬島

(052)442-6182

字西深田 10

(0586)71-3556
(0586)71-7109
(0587)55-2101
(0587)56-3326
(0564)53-5911
(0564)53-5930
(0566)22-1661
(0566)22-3126

一宮市牛野通 3-47
江南市古知野町塔塚 182
岡崎市三崎町 1-25
刈谷市中山町 5-13-1

(0569)63-0010

知多郡南知多町大字師崎

(0569)63-0518

字鳥西 1

(0594)22-4441
(0594)21-8302
(059)352-2171
(059)351-9513
(059)228-8161
(059)226-1064
(0596)28-9211
(0596)24-4026
(0595)63-1555
(0595)64-0953
(0742)23-6105
(0742)27-5664

桑名市寿町 2-27
四日市市幸町 5-18
津市東丸之内 20-11
伊勢市曽禰 2-1-5
名張市夏見字浅尾 71-2
奈良市内侍原町 2-5
計 30 店舗

開催日
地区

開催店舗
名古屋中央支店

中区、中村区
東別院支店
城北支店
北区、西区
名西支店
当知支店

名

中川区、港区

古

港支店

屋
市

南陽町支店

千種区、東区、

東山支店

昭和区、名東区、
守山区

守山支店
野並支店

天白区、瑞穂区、
熱田区

植田支店
熱田支店

南区、緑区

笠寺支店

上段：電話番号
下段：FAX 番号

(052)201-6841
(052)203-8462
(052)321-8506
(052)321-2976
(052)913-1391
(052)913-1395
(052)522-2511
(052)531-7694
(052)389-1120
(052)382-8103
(052)301-2203
(052)301-4985
(052)652-5281
(052)651-3902
(052)781-7381
(052)781-4044
(052)794-2551
(052)793-8626
(052)891-8891
(052)891-4618
(052)804-3411
(052)802-9318
(052)671-5136
(052)682-9273
(052)811-4161
(052)811-8674

6 月 20 日（土）
住所
名古屋市中区丸の内 1-15-15
名古屋市中区大井町 3-19
名古屋市北区萩野通 2-15-1
名古屋市西区名西 2-37-16
名古屋市港区小碓 3-187
名古屋市港区七反野 2-102
名古屋市港区港楽 3-14-20
名古屋市千種区東山通 4-6-1
名古屋市守山区幸心 3-1101
名古屋市天白区古川町 153
名古屋市天白区一本松 1-510
名古屋市熱田区伝馬 1-3-9
名古屋市南区前浜通 3-20

開催日
地区

開催店舗

尾張東部

尾張旭支店

尾張南部

大府支店
津島支店

尾張西部

愛

蟹江支店

知
県
（
名
古
屋
市
除
く
）

岩倉支店
尾張北部

小牧支店
犬山支店
豊橋支店

三河
豊田支店
知多

半田支店
鈴鹿支店

北勢

阿下喜支店
富田支店

三
重
県

松阪支店
中勢、南勢
鳥羽支店
伊賀
奈良県

上野支店
桜井支店

上段：電話番号
下段：FAX 番号

(0561)54-4777
(0561)54-0073
(0562)47-3131
(0562)47-3044
(0567)26-4131
(0567)26-4176
(0567)95-1155
(0567)96-1979
(0587)66-3311
(0587)66-4905
(0568)73-8385
(0568)73-6340
(0568)62-2501
(0568)62-2003
(0532)54-6568
(0532)55-5431
(0565)34-3636
(0565)31-7414
(0569)21-2331
(0569)23-2619
(059)378-8820
(059)378-5981
(0594)72-2383
(0594)72-2224
(059)365-2221
(059)364-8040
(0598)21-5535
(0598)23-5652
(0599)25-3171
(0599)25-6576
(0595)21-3625
(0595)21-9544
(0744)45-0010
(0744)43-8120

6 月 20 日（土）
住所
尾張旭市旭前町 5-7-29
大府市東新町 2-180
津島市今市場町 4-16
海部郡蟹江町城 2-425

岩倉市旭町 1-25
小牧市小牧 1-217
犬山市中山町 2-57
豊橋市札木町 70
豊田市十塚町 3-37
半田市広小路町 154-11

鈴鹿市算所 1-3-5
いなべ市北勢町阿下喜 689
三重郡川越町高松字天神 37
松阪市新町 808
鳥羽市鳥羽三丁目 4-30
伊賀市上野丸之内 500
桜井市大字桜井 194-3
計 30 店舗

