
平成 23 年 3 月 18 日 

 

有人店舗ＡＴＭの営業時間短縮および休日稼働の一部休止について 

 

このたびの東北地方太平洋沖地震により被害を受けられた皆さまに対しまして、

心よりお見舞い申しあげます。 

現在、国を挙げて電力の安定供給に向けて取り組んでおり、東京電力による「計

画停電」が実施されるなど、社会的にも節電が求められております。 

足利銀行（頭取 藤澤 智）は、すでに節電対策に取り組んでおりますが、これ

に加え、3 月 19 日（土）より、当面の間、有人店舗ＡＴＭと店舗外ＡＴＭにつきま

して、下記の対応を実施いたします。 

お客さまには大変ご不便、ご迷惑をおかけすることになりますが、何卒ご理解、

ご協力を賜りますようお願い申しあげます。 
 

記 

１．有人店舗ＡＴＭの営業時間について 

平日、土・日・祝日ともに、有人店舗ＡＴＭの稼働時間を９時から１８時ま

でといたします。 
 

２．有人店舗ＡＴＭの休日稼働について 

3 月 19 日（土）より、一部を除き、有人店舗ＡＴＭの休日稼働を休止いたし

ます。土・日・祝日に稼働するのは、３２店舗（別紙１）となります。 
 

３．店舗外ＡＴＭの休日稼働について 

店舗外ＡＴＭは、3 月 17 日(木)より２８か所の稼働としておりますが、土・

日・祝日に稼働するのは、２４か所（別紙２）となります。 

 

【今後のＡＴＭ営業時間等について】 

 平日 土・日・祝日 
計画停電の影響

により、ＡＴＭ

のご利用ができ

ない場合がござ

います。 

有人店舗ＡＴＭ 
全店舗 

9:00～18:00 (※)

32 店舗 

9:00～18:00 (※) 

店舗外ＡＴＭ 28 か所 24 か所 

セブン銀行 

イーネットＡＴＭ 

7:00～23:00 

通常どおり 

9:00～21:00 

通常どおり 

(※) 稼働開始が 9:00 以降、稼働終了が 18:00 以前のＡＴＭは、通常どおりとなります。 

以 上 



【土曜日・日曜日・祝日に稼働する有人店舗ＡＴＭ：32 店舗】 

平日 土日祝日
宇都宮市 本店営業部 09:00-18:00 09:00-18:00 宇都宮市桜4丁目1番25号

宇都宮支店 09:00-18:00 09:00-18:00 宇都宮市馬場通り1丁目1番1号
宇都宮中央支店 09:00-18:00 09:00-18:00 宇都宮市大通り1丁目4番16号
雀宮支店 09:00-18:00 09:00-18:00 宇都宮市雀の宮4丁目1番8号
江曽島支店 09:00-18:00 09:00-18:00 宇都宮市双葉3丁目8番1号
宇都宮東支店 09:00-18:00 09:00-18:00 宇都宮市陽東6丁目4番17号

足利市 足利支店 09:00-18:00 09:00-18:00 足利市田中町31番地8
東支店 09:00-18:00 09:00-18:00 足利市伊勢町3丁目10番地7

佐野市 佐野支店 09:00-18:00 09:00-18:00 佐野市本町2901番地
田沼支店 09:00-18:00 09:00-18:00 佐野市田沼町631番地

栃木市 栃木支店 09:00-18:00 09:00-17:00 栃木市倭町11番1号
新栃木支店 09:00-18:00 09:00-18:00 栃木市昭和町7番7号

下都賀郡 おもちゃのまち支店 09:00-18:00 09:00-18:00 下都賀郡壬生町緑町2丁目8番5号
小山市 小山支店 09:00-18:00 09:00-17:00 小山市城山町3丁目1番1号

小山東支店 09:00-18:00 09:00-18:00 小山市駅東通り2丁目24番22号
下野市 石橋支店 09:00-18:00 09:00-18:00 下野市石橋833番地
鹿沼市 鹿沼支店 09:00-18:00 09:00-17:00 鹿沼市石橋町1544番地
日光市 今市支店 09:00-18:00 09:00-18:00 日光市今市704番地
塩谷郡 宝積寺支店 09:00-18:00 09:00-17:00 塩谷郡高根沢町大字宝積寺2366番地
さくら市 氏家支店 09:00-18:00 09:00-18:00 さくら市氏家2517番地
矢板市 矢板支店 09:00-18:00 09:00-18:00 矢板市扇町2丁目1番1号
那須塩原市 西那須野支店 09:00-18:00 09:00-18:00 那須塩原市五軒町1番37号

黒磯支店 09:00-18:00 09:00-18:00 那須塩原市本町7番6号
那須郡 黒田原支店 09:00-18:00 09:00-17:00 那須郡那須町大字寺子丙3番地22
那須烏山市 烏山支店 09:00-18:00 09:00-18:00 那須烏山市中央2丁目1番1号
大田原市 大田原支店 09:00-18:00 09:00-17:00 大田原市住吉町1丁目1番33号
芳賀郡 芳賀支店 09:00-18:00 09:00-18:00 芳賀郡芳賀町大字祖母井531番地
真岡市 真岡支店 09:00-18:00 09:00-18:00 真岡市荒町2169番地
群馬県 館林支店 09:00-18:00 09:00-18:00 館林市本町2丁目10番3号

桐生支店 09:00-18:00 09:00-17:00 桐生市本町5丁目342番地
前橋支店 09:00-18:00 09:00-17:00 前橋市千代田町3丁目4番12号

茨城県 古河支店 09:00-18:00 09:00-17:00 古河市中央町1丁目2番38号

店舗名
変更後の稼働時間

住所

 

 

別紙１



【土曜日・日曜日・祝日に稼働する店舗外ＡＴＭ：24 か所】 

設置場所 平日 土日祝日 住所
宇都宮市 ヨークベニマル細谷店 10:00-21:00 10:00-21:00 宇都宮市細谷町375番地2

済生会宇都宮病院 09:00-19:00 09:00-17:00 宇都宮市竹林町911番地1
福田屋ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ 09:30-21:00 09:30-21:00 宇都宮市今泉町237番地
ＪＲ宇都宮駅 07:00-21:00 09:00-21:00 宇都宮市川向町1番23号
パセオＧＬＡＳＳＢＯＸ共同 08:00-21:00 09:00-21:00 宇都宮市川向町1番23号
東武宇都宮百貨店 09:00-19:00 09:00-19:00 宇都宮市宮園町5番4号
ヨークベニマル若松原店 10:00-21:00 10:00-21:00 宇都宮市若松原1丁目13番15号
アピタ宇都宮店 10:00-21:00 10:00-21:00 宇都宮市江曽島本町22-7
ヨークベニマル御幸ケ原店 10:00-21:00 10:00-21:00 宇都宮市御幸ヶ原50番地1
イトーヨーカドー宇都宮店 10:00-21:00 10:00-21:00 宇都宮市陽東6丁目2番1号
ＦＫＤインターパーク店 09:30-21:00 09:30-21:00 宇都宮市中島町939番地

河内郡 ジョイフル本田宇都宮店 09:00-19:00 09:00-19:00 河内郡上三川町磯岡421番1
足利市 足利赤十字病院 09:00-18:00 09:00-17:00 足利市本城3丁目2100番地
佐野市 イオン佐野新都市ショッピングセンター 09:00-21:00 09:00-21:00 佐野市高萩町1324-1
栃木市 イオン栃木店 10:00-21:00 10:00-21:00 栃木市箱森町38番40号
小山市 イオン小山ショッピングセンター 09:00-21:00 09:00-21:00 小山市大字中久喜1467番地1

ヨークベニマル小山ゆうえんち店 10:00-21:00 10:00-21:00 小山市大字喜沢字海道西1475番地182
小山駅ビル 07:00-21:00 09:00-21:00 小山市城山町3丁目3番22号

矢板市 ベイシア矢板店共同 10:00-20:00 10:00-20:00 矢板市末広町25番地1
那須塩原市 ヨークベニマル西那須野店共同 10:00-21:00 10:00-21:00 那須塩原市太夫塚6丁目232番地6

ヨークベニマル黒磯店共同 10:00-21:00 10:00-21:00 那須塩原市黒磯幸町2番1号
大田原市 ベイシア大田原店共同 10:00-20:00 10:00-20:00 大田原市住吉町1丁目14番12号
茨城県 とりせん結城店 09:00-21:00 09:00-21:00 結城市大字結城8575番地
福島県 白河 08:45-19:00 09:00-17:00 白河市新白河2丁目127番地  

※店舗外 ATM の稼働時間の変更はございません。 

※済生会宇都宮病院 ATM、足利赤十字病院 ATM は土曜日のみの稼働となります。 

※設置先の状況によっては、ご利用いただけない場合がございます。 

 

別紙２


