２０２２年３月１８日

一部店舗における通常営業再開（窓口昼休業の終了）について
武 蔵 野 銀 行 （ 頭 取 長 堀 和 正 ） で は 、 ２０２２年３月２２日（火）より、
かねてより実施しております１時間の窓 口 昼 休 業 を ６ ２ 店 舗 に お い て 終 了 し 、
通常営業を再開いたしますので、お知らせます。
当行では、新型コロナウイルス感染拡大により、２０２２年１月より政府の
まん延防止等重点措置が適用されるなか、感染拡大防止とお客さまへの金融
サービス維持を図るため、全店で１時間（１１時３０分～１２時３０分）の窓口
昼休業を実施してまいりました。
今般、まん延防止等重点措置の解除を受け、６２店舗での通常営業を再開するもの
です。
なお、４６店舗では窓口昼休業を継続させていただきますが、取扱業務および店舗内
のＡＴＭ営業時間につきましては、変更ございません。
また、お電話等で事前にご予約をいただいたお客さまにつきましては、休業時間
に関わらず、ご対応させていただきます。
お客さまには、引き続きご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力を
賜りますようお願い申し上げます。

≪通常営業再開店舗・窓口昼休業継続店舗≫（詳細は別紙をご参照ください）
通常営業再開店舗
（窓口昼休業終了）
窓口昼休業継続店舗

６２店舗

４６店舗

窓口昼休業継続店舗につきましては、新型コロナウイルスの感染状況など考慮した
うえ、休業終了については当行ホームページなどでお知らせいたします。
以 上
報道機関からのお問い合わせ先
営業統括部 大谷 真之
TEL：048-641-6111（代）

通常営業再開店舗 （窓口昼休業 終了）
エリア

電話番号

店番

浦和支店

店名

埼玉県さいたま市浦和区東高砂町２５－４

048-881-2401

2

川口支店

埼玉県川口市栄町３－１１－１１

048-251-7200

4

鴻巣支店

埼玉県鴻巣市本町７－２－３３

048-541-1621

20
21

北浦和支店
上尾支店
宮原支店・宮原西口支店

埼玉県
中央地域

所在地

埼玉県さいたま市浦和区北浦和１－２－５

048-831-3565

埼玉県上尾市上町１－２－３０

048-771-2455

24

埼玉県さいたま市北区宮原町３－３８３

048-663-4321

25・86
27

戸田支店

埼玉県戸田市上戸田２－２３－７

048-442-2120

岩槻支店

埼玉県さいたま市岩槻区本町３－１５－１８

048-756-3131

30

東大宮支店・深作支店

埼玉県さいたま市見沼区東大宮５－３２－９

048-684-8841

32・88

南浦和支店

埼玉県さいたま市南区南本町１－５－１２

048-861-3165

33

西川口支店

埼玉県川口市並木３－１－１５

048-253-8111

36

埼玉県さいたま市中央区下落合６－１１－１０

048-852-6011

38･82

埼玉県さいたま市西区大字宝来１７２７－１

048-623-3131

45

埼玉県さいたま市浦和区高砂４－３－１５

048-864-7111

57

与野支店・北浦和西口支店
指扇支店
県庁前支店
伊奈支店
武蔵浦和支店
桶川支店
鳩ケ谷支店

埼玉県北足立郡伊奈町寿２－１３１

048-728-5111

61

埼玉県さいたま市南区別所７－８－３

048-866-3411

63

埼玉県桶川市鴨川２－１－７

048-786-1811

65

埼玉県川口市三ツ和１－２９－２

048-287-1771

91

戸田西支店

埼玉県戸田市笹目１－３５－２

048-421-0251

92

東川口支店

埼玉県川口市戸塚東３－４－１９

048-298-8831

96

048-642-2221

34・79

大宮支店・天沼支店
大宮西口住宅ローンセンター
マンションセンター

埼玉県さいたま市大宮区宮町１－３０
埼玉県さいたま市大宮区桜木町４－２６５－１ 桜木町ビル３階

武蔵浦和住宅ローンセンター 埼玉県さいたま市南区別所７－８－３（武蔵浦和支店内）
狭山支店・入曽支店

04-2957-1000

埼玉県東松山市松葉町１－３－２

0493-22-1180

11

川越支店

埼玉県川越市新富町１－５－１

049-222-3150

17

志木支店

埼玉県志木市本町６－１９－７

048-471-3355

22

朝霞支店

埼玉県朝霞市本町１－２－２９

048-461-5345

28

大井支店

埼玉県ふじみ野市鶴ヶ舞２－２－２２

049-261-2571

31

新座支店

埼玉県新座市野火止５－２－２８

048-477-6211

37

埼玉県所沢市松葉町１６－１２

04-2993-6151

40

埼玉県坂戸市本町１１－２８

049-283-3131

41
46

新所沢支店
坂戸支店
新河岸支店

埼玉県川越市大字砂９３６－１

049-244-2641
049-264-5301

89

所沢支店・所沢駅前支店

埼玉県所沢市西住吉１－２３

04-2922-7111

19・69

川越住宅ローンセンター

埼玉県川越市脇田本町１５－１３（川越南支店２階）

049-248-2391

朝霞住宅ローンセンター

埼玉県朝霞市西原１－２－１１ ウェーブ２１ ２０２

048-487-2614

所沢住宅ローンセンター

埼玉県所沢市西住吉１－２３（所沢支店内）

04-2921-1371

幸手支店

埼玉県幸手市中３－３－８

0480-42-1010

行田支店

埼玉県行田市行田４－５

048-556-3195

13

埼玉県春日部市粕壁２－７－２６

048-754-3171

14

春日部支店

埼玉県草加市高砂２－１－７

048-922-3161

18

久喜支店

埼玉県久喜市中央１－５－３２

0480-22-9311

23

越谷支店

埼玉県越谷市弥生町１４－１８

048-962-4131

26

蓮田支店

埼玉県蓮田市本町２－２３

048-769-1411

47
58

三郷支店
久喜住宅ローンセンター

埼玉県三郷市早稲田２－１７－７

048-958-2211

埼玉県越谷市南越谷１－１６－１３ 日本生命越谷ビル２階

048-985-6917

埼玉県久喜市久喜中央１－５－３２（久喜支店２階）

0480-21-6181

熊谷支店

埼玉県熊谷市鎌倉町１

048-523-6111

8

深谷支店

埼玉県深谷市桜ヶ丘２０７

048-573-3411

62
15・67

本庄支店・本庄南支店
熊谷東住宅ローンセンター

埼玉県秩父地域

10

草加支店

南越谷住宅ローンセンター

埼玉県
北部地域

5・64

埼玉県富士見市ふじみ野西３－１３－２

ふじみ野支店

埼玉県
東部地域

048-644-8431
048-838-7533

埼玉県狭山市中央２－２６－２３

東松山支店

埼玉県
西部地域

048-641-6155

秩父支店・横瀬支店

埼玉県本庄市駅南２－２８－１７

0495-24-1551

埼玉県熊谷市中央３－３８（熊谷東支店２階）

048-527-6091

埼玉県秩父市宮側町１４－１２

0494-22-0940

※本店営業部、入間支店・狭山西支店につきましては、従来より通常営業を実施しております。

6･78

窓口昼休業継続店舗 （休業時間11：30～12：30）
エリア

店名

3

西上尾支店

埼玉県上尾市大字川９０－１

048-726-7111

35

埼玉県北本市中央３－６４

048-592-5522

39

埼玉県さいたま市見沼区大字東宮下３５０－２

048-683-5211

44

大宮北支店

埼玉県さいたま市北区盆栽町５２７－１９

048-652-1131

59

白鍬支店

埼玉県さいたま市桜区大字白鍬３２４－１

048-855-7711

77

048-687-1221

85

048-601-1571

94

片柳支店
埼玉県さいたま市見沼区大字南中野８３６－３
さいたま新都心出張所
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４－２６１－１ キャピタルビル２階
（さいたま新都心ﾊﾟｰｿﾅﾙﾌﾟﾗｻﾞ）
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４－２６１－１ キャピタルビル２階
大宮住宅ローンセンター
（さいたま新都心パーソナルプラザ内）
東浦和支店
埼玉県さいたま市緑区東浦和４－３－１０
浦和西口出張所
埼玉県さいたま市浦和区仲町１－４－１０
（ユア・ラウンジ浦和）
ザ・パークハウス浦和タワー１階
小川支店
埼玉県比企郡小川町大字大塚２４６－２
飯能支店

048-824-2220

103

0493-72-2311

12

042-972-3161

16

049-232-7711

53

埼玉県川越市脇田本町１５－１３

049-245-8511

54

下山口支店

埼玉県所沢市大字山口１４１９

04-2925-3111

66

新座南支店

埼玉県新座市野寺２－８－１野島ビル

048-481-5611

68

埼玉県東松山市元宿２－２２－２

0493-35-2220

75

高坂支店

埼玉県富士見市西みずほ台１－２０－１ﾏｰﾗﾝﾄﾞﾌｧｲﾌﾞﾋﾞﾙ

049-254-1151

76

東所沢支店

埼玉県所沢市東所沢２－１－１

04-2945-7211

80

鶴ヶ島支店

83

埼玉県川越市大字鯨井新田１－１１

049-233-6341

日高支店

埼玉県日高市大字原宿３６６－３

042-985-7881

90

和光支店

埼玉県和光市下新倉１－１－１

048-462-8451

98

羽生支店

埼玉県羽生市中央３－５－２１

048-561-1151

9

武里支店

埼玉県春日部市大場１０５４－１

048-736-9111

50

埼玉県春日部市六軒町１

048-736-9311

51

大袋支店

埼玉県越谷市大字弥十郎６８２－１

048-977-3361

55

松原支店

埼玉県草加市栄町２－１１－１２

048-936-1661

56

松伏支店

埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏３２２１

048-992-1211

60

庄和支店

埼玉県春日部市大衾４９６－３１３

048-745-1301

71

埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台西１－１－３

0480-33-5741

84

新白岡支店

埼玉県白岡市新白岡２－１

0480-93-3201

93

加須支店

埼玉県加須市本町７－８

0480-62-8101

95

八潮支店

埼玉県八潮市中央１－７－３

048-999-3821

97

吉川支店

埼玉県吉川市平沼１－１４－１２

048-983-5711

100

寄居支店

埼玉県大里郡寄居町大字寄居９２５－２

048-581-1611

7

川本支店

埼玉県深谷市田中６３９

048-583-4271

73

埼玉県熊谷市中央３－３８

048-527-5231

87

東京都千代田区内神田２－１５－９

03-3254-4721

29

東京都東村山市栄町１－５－２８

042-393-7711

101

板橋支店

東京都板橋区上板橋１－１９－１６アソルティ上板橋３階

03-3932-1611

102

渋谷支店

東京都渋谷区渋谷３－１０－１３ TOKYUﾘｰﾄ渋谷Rﾋﾞﾙ７階

03-3406-3721

104

池袋支店

東京都豊島区東池袋１－２４－１ ニッセイ池袋ビル１１階

03-5955-1721

105

東京都北区王子１－１６－７

03-3914-9621

東京都港区芝大門２－１２－９

03-3433-0351

茨城県猿島郡五霞町原宿台４－９－７

0280-84-2525

熊谷東支店
東京支店
久米川支店

王子オフィス
浜松町オフィス
茨城県

99

埼玉県川越市大字笠幡４８７８－８

杉戸高野台支店

東京都

048-874-8121

霞ヶ関支店

藤ケ丘支店

埼玉県
北部地域

埼玉県飯能市柳町７－１７

048-601-2711

川越南支店

みずほ台支店

埼玉県
東部地域

店番

048-432-2940

七里支店

埼玉県
西部地域

電話番号

埼玉県蕨市中央１－２７－４

北本支店

埼玉県
中央地域

所在地

蕨支店

五霞支店

72

