
ＡＴＭ休止日 曜日 休止時間 店舗名 住　所

八街中央支店 千葉県八街市中央９－１１

大和田支店 千葉県八千代市大和田２８７

赤坂支店 千葉県成田市赤坂２－１－１６

久留里支店 千葉県君津市久留里市場１７３

10:00～12：00 八重原出張所 千葉県君津市南子安８－１８－２１

14:00～16：00 ジョイフル本田君津店出張所 千葉県君津市外箕輪３－７

11：00～13：00 幕張本郷出張所 千葉県千葉市花見川区幕張本郷７－５－３８

14:00～16：00 イオンモール幕張新都心出張所 千葉県千葉市美浜区豊砂１－１

10:00～12：00 日本製鉄君津出張所 千葉県木更津市築地１－１

14:00～16：00 畑沢出張所 千葉県木更津市畑沢３－１３－９

令和2年11月17日 火 11：00～13：00 習志野駅前出張所 千葉県船橋市薬円台４－１４－６

11：00～13：00 白井ショッピングセンター出張所 千葉県白井市根７４－４

11：00～13：00 美郷台出張所 千葉県成田市美郷台２－１－５

14:00～16：00 アピタ君津店出張所 千葉県君津市久保１－１－１

10:00～12：00 イオンタウン君津出張所 千葉県君津市中野５－１７－１

18：00にて営業終了 芝山支店 千葉県山武郡芝山町小池１１２７－１

11：00～13：00 湖北台出張所 千葉県我孫子市湖北台８－６－５

18：00にて営業終了 袖ヶ浦支店 千葉県袖ヶ浦市奈良輪１－６－１

令和2年11月20日 金 18：00にて営業終了 姉崎支店 千葉県市原市姉崎６６０－１

青柳支店 千葉県市原市青柳１７０６－１

三里塚支店 千葉県成田市三里塚５３

長浦支店 千葉県袖ヶ浦市長浦駅前１－４－１

令和2年11月25日 水 18：00にて営業終了 千種支店 千葉県千葉市花見川区千種町１０７－３

八幡支店 千葉県市原市八幡１０７３

印西支店 千葉県印西市大森３８０９

清見台支店 千葉県木更津市清見台南１－１－１

11：00～13：00 ナリタヤ安食店出張所 千葉県印旛郡栄町安食２１７０－１

14:00～16：00 イオンモール木更津出張所 千葉県木更津市築地１－４

10:00～12：00 小糸出張所 千葉県君津市中島２６２－２

令和2年11月30日 月 18：00にて営業終了 国分寺台支店 千葉県市原市国分寺台中央７－１－７

11：00～14：00 五井東出張所 千葉県市原市五井中央東１－１５－１

18：00にて営業終了 平川支店 千葉県袖ヶ浦市横田４２５

18：00にて営業終了 五井支店 千葉県市原市五井中央西１－２１－１８

11：00～13：00 小林出張所 千葉県印西市小林北２－９

10:00～12：00 まくた出張所 千葉県木更津市茅野１２－２
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お客様各位
ＡＴＭコーナー休止のお知らせ

平素より、千葉信用金庫をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

この度、誠に勝手ながら機械のメンテナンス作業により下記日時においてＡＴＭコーナーを休止させていただきま

す。

お客様には大変ご不便をおかけしますが、何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

なお、休止店舗以外の千葉信用金庫ＡＴＭコーナーにつきましては、通常通り稼動しておりますので、お急ぎの

方はそちらをご利用いただきますようお願い申し上げます。

は店外ＡＴＭになります。
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は店外ＡＴＭになります。

11：00～13：00 酒々井出張所 千葉県印旛郡酒々井町中央台１－２８

10:00～12：00 桜井出張所 千葉県木更津市桜井新町５－３－１

18：00にて営業終了 木更津支店 千葉県木更津市大和２－３－１

14:00～16：00 君津中央病院出張所 千葉県木更津市桜井１０１０

令和2年12月4日 金 18：00にて営業終了 佐倉支店 千葉県佐倉市大崎台１－１－４

令和2年12月7日 月 11：00～13：00 成田市場出張所 千葉県成田市飯仲４２－１９

令和2年12月8日 火 18：00にて営業終了 志津支店 千葉県佐倉市上志津１８２５

10:00～13：00 うすい出張所 千葉県佐倉市王子台２－１３－１１

11：00～13：00 日吉台出張所 千葉県富里市日吉台４－６

令和2年12月10日 木 18：00にて営業終了 稲毛支店 千葉県千葉市稲毛区稲毛東３－１６－９

18：00にて営業終了 幕張支店 千葉県千葉市花見川区幕張町５－４７８－２

11：00～13：00 高根病院出張所 千葉県山武郡芝山町岩山２３０８

10:00～12：00 アピタ木更津店出張所 千葉県木更津市ほたる野４－２－４８

11：00～13：00 イオン成田店出張所 千葉県成田市ウィング土屋２４

18：00にて営業終了 中央支店 千葉県木更津市中央１－４－６

14:00～16：00 イオン富津ショッピングセンター出張所 千葉県富津市青木１－５－１

10:00～12：00 富津南出張所 千葉県富津市富津１７５５

令和2年12月15日 火 18：00にて営業終了 都町支店 千葉県千葉市中央区都町１－１８－１０

令和2年12月16日 水 18：00にて営業終了 白旗支店 千葉県千葉市中央区白旗３－１１－１３

18：00にて営業終了 千葉駅北口支店 千葉県千葉市中央区弁天１－１５－３

10:00～12：00 天羽出張所 千葉県富津市湊１５－１

令和2年12月18日 金 11：00～13：00 土気出張所 千葉県千葉市緑区あすみが丘１－２０－１

14:00～16：00 千葉市地方卸売市場出張所 千葉県千葉市美浜区高浜２－２－１

11：00～13：00 西友西千葉店出張所 千葉県千葉市中央区春日２－２０－９

11：00～13：00 五所出張所 千葉県市原市五所２００８

14:00～16：00 MEGAドン・キホーテUNY市原店出張所 千葉県市原市青柳北１－１

11：00～13：00 浜野出張所 千葉県千葉市中央区浜野町６６７

14:00～16：00 イオンタウンおゆみ野出張所 千葉県千葉市緑区おゆみ野南５－３７－１

14:00～16：00 イオンタウン木更津朝日出張所 千葉県木更津市朝日３－１０－１９

10:00～12：00 VERY FOODS 尾張屋岩根店出張所 千葉県木更津市高砂２－１－２８

牛久支店 千葉県市原市牛久８９７－７

成田支店 千葉県成田市上町５４９

大佐和支店 千葉県富津市岩瀬８３１－２

11：00～13：00 青葉台出張所 千葉県市原市青葉台２－８－５

14:00～16：00 帝京大学ちば総合医療センター出張所 千葉県市原市姉崎３４２６－３

18：00にて営業終了 津田沼支店 千葉県習志野市津田沼５－１４－２

18：00にて営業終了 三山支店 千葉県船橋市三山８－３３－１

11：00～13：00 イオン八街店出張所 千葉県八街市文違３０１

14:00～16：00 八街出張所 千葉県八街市八街に１１９－２

東金支店 千葉県東金市東金１０５０

君津東支店 千葉県君津市南子安４－２１－１０
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11：00～13：00 日向出張所 千葉県山武市木原２１７－１２

18：00にて営業終了 白井支店 千葉県白井市笹塚２－１－３

11：00～13：00 山王出張所 千葉県千葉市稲毛区山王町３７４－２

18：00にて営業終了 我孫子支店 千葉県我孫子市寿２－３－５

令和3年1月25日 月 10:00～13：00 小仲台出張所 千葉県千葉市稲毛区園生町１１０５

11：00～13：00 オリンピック千葉桜木店出張所 千葉県千葉市若葉区桜木北１－２－４

10:00～13：00 検見川出張所 千葉県千葉市花見川区検見川町２－４７９

14:00～16：00 みつわ台出張所 千葉県千葉市若葉区みつわ台２－３５－１

18：00にて営業終了 君津支店 千葉県君津市中野４－１－１０

令和3年1月28日 木 18：00にて営業終了 花園支店 千葉県千葉市花見川区花園５－３－７

作草部支店 千葉県千葉市稲毛区作草部１－１２－３

富里支店 千葉県富里市七栄３２０

令和3年2月1日 月 18：00にて営業終了 誉田支店 千葉県千葉市緑区誉田町３－２８－２

令和3年2月2日 火 18：00にて営業終了 都賀支店 千葉県千葉市若葉区西都賀１－１４－５

令和3年2月3日 水 18：00にて営業終了 桜木支店 千葉県千葉市若葉区桜木４－１６－１

令和3年2月4日 木 18：00にて営業終了 園生草野支店 千葉県千葉市稲毛区園生町４０６－６６

令和3年2月8日 月 18：00にて営業終了 園生支店 千葉県千葉市稲毛区園生町１７４－５

令和3年2月9日 火 18：00にて営業終了 岩根支店 千葉県木更津市高砂２－４－３４

令和3年2月10日 水 18：00にて営業終了 四街道支店 千葉県四街道市中央１－７

令和3年2月12日 金 14:00～17：00 清川出張所 千葉県木更津市清川２－６－６

令和3年2月15日 月 18：00にて営業終了 富津支店 千葉県富津市大堀２－２－１
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