
  

 

2020年  4月  13日 

 

 

 

営業店の臨時休業に関する公告 
 

（69か店） 
 

千葉市美浜区幸町２丁目１番２号 

株 式 会 社 千 葉 興 業 銀 行 

取 締 役 頭 取  梅 田  仁 司 

 

 

当行は、国内における新型コロナウイルス感染拡大を踏まえ、下記のとおり一部営業店

について 11時 30分～12時 30分の間、臨時休業いたしますので、銀行法第 16条第 1項に

基づき公告いたします。 

 

記 

 

１．臨時休業する営業店 

  別紙記載の 69か店（既に昼休業を導入している営業店を除く） 

 

２．休業期間 

  2020年 4月 16日（木）～ 当面の間 

  ※業務再開は改めてお知らせいたします。 

 

３．休業時間 

  銀行窓口営業日における 11時 30分～12時 30分の 1時間 

  ※ＡＴＭコーナーは休業時間中も引き続きご利用いただけます。 

  ※既に昼休業を導入している営業店では休業時間が異なります。 

 

４．休業業務 

  普通銀行業務（預金、融資、内国・外国為替、証券その他付随業務） 

 

５．休業する理由 

  新型コロナウイルス感染拡大防止と業務継続体制確保の観点から、職員の交代勤務を

実施することに伴い、一部営業店において窓口の休業時間帯（11 時 30 分～12 時 30 分）

を設けます。 

  

 

 

以  上 



  

別紙 

 

＜対象店舗一覧＞ 

臨時休業とする対象店舗は以下のとおりです。 

 

営業所名 営業所所在地 

本店営業部 千葉市美浜区幸町 2-1-2 

真砂 千葉市美浜区真砂 4-2-6（ｲｵﾝｽﾀｲﾙ検見川浜店内 1階） 

幕張ﾃｸﾉｶﾞｰﾃﾞ

ﾝ 

千葉市美浜区中瀬 1-3 Ｂ-1 

千葉 千葉市中央区本千葉町 4-5 

蘇我 千葉市中央区今井 2-10-4 

浜野 千葉市中央区浜野町 703-3 

白旗 千葉市中央区今井 2-10-4 (蘇我支店内） 

千葉駅前 千葉市中央区富士見 1-1-17 

検見川 千葉市花見川区花園 1-21-17 

幕張本郷 千葉市花見川区幕張本郷 1-3-4 

稲毛 千葉市稲毛区小仲台 2-10-9 

小倉台 千葉市若葉区小倉台 4-18-1 

千城台 千葉市若葉区千城台南 1-1-1 

鎌取 千葉市緑区おゆみ野 3-23-7 

土気南 千葉市緑区あすみが丘 3-1-6 

四街道 四街道市中央 5番地 

野田 野田市野田 283 

梅郷 野田市山崎 1892 

江戸川台 流山市江戸川台東 2-4 

南流山 流山市南流山 1-7-1 

おおたかの森 流山市おおたかの森東 1-3-6 

柏 柏市柏 1-2-37 

逆井 柏市東逆井 1-17-17 

豊四季 柏市豊四季 200-2 

松戸 松戸市根本 6-8 

六実 松戸市六実 4-6-1 

東松戸 松戸市東松戸 3-2-1 アルフレンテビル２階 

小金 松戸市小金 3 



  

馬橋 松戸市西馬橋蔵元町 174 

我孫子 我孫子市天王台 1-4-1 

市川 市川市市川 1-3-18 

八幡 市川市八幡 4-4-10 

浦安 浦安市北栄 3-26-17 

中山 船橋市本中山 1-8-7 

原木中山 船橋市本中山 7-22-8 

船橋 船橋市本町 3-1-19 

津田沼 船橋市前原西 2-13-16 

薬円台 船橋市薬円台 5-5-14 

夏見 船橋市夏見 4-23-35 

習志野 習志野市大久保 4-1-22 

八千代 八千代市八千代台北 1-11-1 

新八千代 八千代市ゆりのき台 4-1-15 

米本 八千代市ゆりのき台 4-1-15（新八千代支店内） 

村上 八千代市勝田台北 1-1-1（勝田台支店内） 

勝田台 八千代市勝田台北 1-1-1 

鎌ヶ谷 鎌ヶ谷市東初富 6-9-24 

白井 白井市堀込 1-1-35 

千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ 印西市中央南 1-6-2 

五井 市原市五井中央西 2-24-37 

辰巳台 市原市辰巳台東 3-9-2 

国分寺台 市原市東国分寺台 1-10-13 

光風台 市原市中高根 849-1 

袖ヶ浦 袖ヶ浦市福王台 1-1-7 

木更津 木更津市富士見 1-5-22 

君津 君津市中野 1-7-31 

館山 館山市北条 1880-7 

鴨川 鴨川市横渚 1067-1 

茂原 茂原市八千代 3-12-6 

大網 大網白里市みやこ野 2-2-7 

東金ｻﾝﾋﾟｱ 東金市東岩崎 8-16 

八日市場 匝瑳市八日市場イ 2571 



  

旭 旭市ロ 1251-1 

銚子 銚子市中央町 15-5 

佐原 香取市佐原イ 74-18 

成田 成田市花崎町 533-2 

成田西 成田市赤坂 2-1-37 

佐倉 佐倉市表町 3-2-4 

八街 八街市八街ほ 224-21 

東京 東京都中央区日本橋堀留町 2-3-3 堀留中央ビル 5階 

※既に昼休業を実施している 5 店舗（花見川支店・高根支店・大原支店・勝浦支店・西葛

西支店）を除く全店舗で実施いたします。 

 

 

１．営業時間について 

対象店舗は以下の営業時間において臨時休業といたします。 

休業時間 平日（窓口）11：30－12：30 

 

臨時休業に伴い、対象店舗の営業時間は以下のとおり変更いたします。 

営業時間 
変 更 後 平日（窓口）9：00－11：30 、12：30－15：00 

変 更 前 平日（窓口）9：00－15：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


