２０２１年１０月１日
お客さま各位
さわやか信用金庫

当金庫では、政府による「緊急事態宣言」が解除された事を踏
まえ、１０月１日(金)より、一部の店舗で昼休業を終了し、通常
営業を再開させていただきます。
昼休業実施期間中は、お客さまにはご理解・ご協力をいただき、
感謝申し上げます。
当金庫は、これからも、お客さまと役職員の健康と安全を
最優先とし、引き続き新型コロナウイルスの影響を受けている
お客さまに対し、全力を挙げて支援してまいります。
１．通常営業

再開日

２０２１年１０月１日(金)
２．再開後の窓口営業時間
平日９：００〜１５：００
※一部店舗につきましては、職員の働き方改革推進による恒常的
な昼休業を継続して実施いたします。
詳しくは、下記 ＜店舗一覧＞ をご覧ください。

＜店舗一覧＞
※昼休業実施店舗では11：30〜12：30の間窓口営業を休業しております。
（店番順）
店番
店名
住所
002 東日本橋
中央区日本橋小伝馬町14-4
003 銀座
中央区銀座6-14-5 銀座ホウライビル3階
004 新宿
新宿区戸山2-33-109
005 渋谷
渋谷区道玄坂1-14-6 ﾋｭｰﾏｯｸｽ渋谷ﾋﾞﾙ1階
006 四谷
新宿区四谷3-5
007 牛込
新宿区神楽坂6-38
009 東京港
港区芝2-29-10
010 学芸大学駅前
目黒区鷹番3−19−18
012 麻布
港区麻布十番4-1-9
012 麻布十番出張所
港区麻布十番2-14-3
013 荏原
品川区旗の台2-9-15
014 世田谷
世田谷区砧3-2-6
015 調布
調布市上石原1-31-16
016 多摩川
調布市染地3-1-253
017 稲城
稲城市大丸200
018 大森中央
大田区中央6-29-4
019 川崎
川崎市川崎区渡田1-1-10
020 日比谷
港区西新橋2-8-6 住友不動産 日比谷ビル1階
021 大井
品川区西大井2-20-12
022 高幡不動
日野市高幡17-7
027 中目黒駅前
目黒区上目黒1-18-6 ＮＭビル２階
028 矢野口
稲城市矢野口1674
030 下丸子
大田区下丸子3-8-13
031 喜多見
世田谷区喜多見8-16-10
港区赤坂3-3-3 住友生命赤坂ビル
032 赤坂
※10/4（月）、港区赤坂2-13-2赤坂ＳＳビルへ移転します。
036 広尾白金
渋谷区恵比寿3-46-7 シティハウス広尾南１階
036 広尾出張所
渋谷区広尾5-19-10 ウイルハギヤビルディング１階
038 雪谷
大田区東雪谷3-31-4
039 六本木
港区六本木7-8-8
051 本店営業部
港区三田5-21-5
101 大森
大田区大森東4-3-10
102 美原
大田区大森東1-9-14
103 品川
品川区北品川1-22-15
103 南品川出張所
品川区南品川6-6-3
104 戸越銀座
品川区戸越1-19-23
104 小山出張所
品川区小山3-7-12
104 二葉出張所
品川区二葉2-14-9
105 目黒
目黒区下目黒1-1-11 目黒東洋ビル1階
105 不動前出張所
品川区西五反田5-12-3
106 羽田
大田区萩中2-2-1
106 糀谷駅前出張所
大田区西糀谷4-14-14
108 蒲田
大田区多摩川1-26-17
110 日本橋
中央区日本橋茅場町3-10-9
111 上野毛
世田谷区上野毛1-14-5
112 新宿西
渋谷区本町3-43-3
113 鷺沼
川崎市宮前区鷺沼3-1-28 メゾン・オークボ1・2階
114 穴守
大田区羽田4-20-10
116 平間
川崎市中原区田尻町66-1
117 立会川
品川区南大井4-2-5
118 碑文谷
目黒区目黒本町6-19-18
119 大森南
大田区大森南3-17-12
120 糀谷
大田区西糀谷1-15-17
121 大森西
大田区大森西5-9-3
121 梅屋敷出張所
大田区大森西6-15-10
122 京浜島
大田区京浜島2-9-1
129 高田
横浜市港北区高田東4-24-41
130 東糀谷
大田区東糀谷4-1-1
131 六郷
大田区南六郷2-7-23
132 北馬込
大田区北馬込2-47-1
134 新羽
横浜市港北区新羽町1738
137 恵比寿駅前
渋谷区恵比寿1-19-23 東邦ビル4階
138 青山
港区南青山5-11-5 住友南青山ビル1階
139 芝浦
港区芝浦3-6-3 協栄ビル1階

電話番号
03(3661)9751
03(5565)0530
03(3204)1271
03(3463)2515
03(3351)4186
03(3260)0241
03(3451)8251
03(3711)2171
03(3451)3710
03(3456)8550
03(3783)3126
03(3415)1146
042(482)6193
042(483)4011
042(377)3811
03(3754)1331
044(366)1234
03(3437)3710
03(3777)4401
042(592)7111
03(3791)3371
042(378)2961
03(3756)5571
03(3417)1651
03(3585)3710
03(3444)3710
03(5447)6810
03(3748)6660
03(3403)3710
03(3444)1112
03(3761)9191
03(3761)9161
03(3471)4791
03(3474)4811
03(3783)6511
03(5498)3721
03(3785)3101
03(3492)6541
03(3779)2751
03(3742)0411
03(3743)8911
03(3758)1261
03(3667)6011
03(3703)2111
03(3376)9111
044(866)8451
03(3744)4511
044(555)3821
03(3764)7101
03(3793)4511
03(3745)3711
03(3745)2371
03(3768)3601
03(3766)4111
03(3790)2611
045(546)0431
03(3741)7111
03(3730)4871
03(3778)2291
045(545)2931
03(5423)6120
03(3400)3710
03(3454)5181
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