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株式会社 三井住友銀行 

 

 

東海地区における店舗ネットワークの拡充について 

    ～有人店舗 5 支店新設及び名古屋市営地下鉄駅構内周辺へＡＴＭ新設～ 

 

 

株式会社三井住友銀行（頭取 奥 正之）は、愛知県を中心とする東海地区において、   

地域のお客さまへのサービス強化をすすめておりますが、更なる店舗ネットワークの拡充

として、有人店舗 5 支店の新設に加え、お客さまの利便性の向上のために、名古屋市営地

下鉄駅構内周辺への店舗外ＡＴＭの新設も進めてまいります。 

 

１．有人店舗の新設 

 

当行は、本年 3 月に「池下支店」「一社支店」、9 月に「赤池支店」、6 月には当行初の情

報発信サービスをメインに取扱う拠点「ＳＭＢＣパーク 栄」を新設いたしました。 

 

今般、更なる店舗ネットワークの拡充として、平成 20 年 10 月 14 日（火）愛知県岡崎市

に法人営業拠点、並びに法人のお客さま向けの事務サービス専門拠点として『岡崎支店』

を新設いたします。 

尚、岡崎支店は平成 21 年 6 月を目途に、個人のお客さま向けのサービスもご提供する支

店に業務を拡大する予定です。 

 

又、平成 21 年 2 月に『藤が丘支店』、平成 21 年 3 月に『八事支店』、来年度上期中を目

途に、『天白植田支店』、『御器所支店』を新設いたします。 

 

いずれの支店においても、ご来店いただいたお客さまがゆったりと快適にご利用いただ

ける店舗空間をご用意し、資産運用や住宅ローンに関するご相談に対して、質の高いコン

サルティングサービスを提供してまいります。 

 

 

 

 

 



２．店舗外ＡＴＭの新設 

 

有人店舗の新設とあわせて、店舗外ＡＴＭも新設をすすめており、本年 3月以降、『中部

国際空港セントレア出張所』や『八事駅前出張所』をはじめとして、6 ヶ所新設し、地域

のお客さまの利便性の向上につとめてまいりました。 

 

平成 20 年 10 月以降、順次、名古屋市営地下鉄『金山』、『大曽根』、『藤が丘』各駅

構内周辺に店舗外ＡＴＭを新設してまいります。 

今回の名古屋市営地下鉄駅構内周辺への店舗外ＡＴＭの新設により、当行のＡＴＭネッ

トワークが一層充実することとなります。 

 

尚、ゆうちょ銀行、名古屋銀行、三重銀行のＡＴＭにおいて、平日時間内（ゆうちょ銀

行のＡＴＭ：8時 45 分～18 時、名古屋銀行及び三重銀行のＡＴＭ：8 時～18 時）のご利用

手数料を無料とし、お客さまの利便性を高めております。 

 

 

今後も東海地区においては、より多くの地域のお客さまに、「もっと身近に」「もっと手

軽に」「もっとわかりやすく」三井住友銀行の個人コンサルティングビジネスの質の高いサ

ービスをご利用いただけるよう、積極的な新規出店により、店舗ネットワークを拡充して

まいります。 

 

 

以 上      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙 1） 

＜参考 1＞新規出店予定の有人店舗概要 

支店名  岡崎支店（法人のお客さま向け事務サービス専門拠点） 

住所   岡崎市康生通西三丁目 16 番地 

開設時期 平成 20 年 10 月 14 日（火） 

営業時間 平日 9：00～15：00 

 

支店名  藤が丘支店 

住所   名古屋市名東区藤見が丘 16 番地 

開設時期 平成 21 年 2 月予定 

営業時間 平日 9：00～15：00 

 

支店名  八事支店 

住所   名古屋市瑞穂区弥富町字緑ヶ岡 1番地 

開設時期 平成 21 年 3 月予定 

営業時間 平日 9：00～15：00 

 

支店名  天白植田支店 

住所   名古屋市天白区植田一丁目 1310 番地 

開設時期 平成 21 年度上期中予定 

営業時間 平日 9：00～15：00 

 

支店名  御器所支店 

住所   名古屋市昭和区御器所通三丁目 8番 1 

開設時期 平成 21 年度上期中予定 

営業時間 平日 9：00～15：00 

 

 



（別紙 2） 

 

＜参考 2＞新規出店予定の店舗外ＡＴＭ概要 

出張所名 名古屋市営地下鉄金山駅出張所 

住所   
名古屋市中区金山一丁目 13 番 11 号地先              

地下鉄名城線 金山駅 南改札コンコース 

開設時期 平成 20 年 10 月 27 日（月）予定 

営業時間 7：00～23：00（日曜日のみ 21：00 まで） 

 

出張所名 名古屋市営地下鉄大曽根駅出張所 

住所   
名古屋市北区山田一丁目 5番 10 号地先               

地下鉄名城線 大曽根駅 東改札コンコース             

開設時期 平成 20 年 10 月 27 日（月）予定 

営業時間 7：00～23：00（日曜日のみ 21：00 まで） 

 

出張所名  藤が丘駅前出張所（仮称） 

住所   
名古屋市名東区藤が丘 163 番地                  

地下鉄東山線 藤が丘駅 バスターミナル周辺 

開設時期 平成 20 年 12 月予定 

営業時間 7：00～23：00（日曜日のみ 21：00 まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙 3） 

＜参考 3＞東海 3県内の支店等一覧 

県名 支店名 住所

名古屋支店
名古屋市中区錦2-18-24
（地下鉄伏見駅南東200m　広小路伏見交差点東側）

名古屋駅前支店
（※1）

名古屋市中村区名駅1-2-5
（笹島交差点角　名鉄ヤング館1階）

名古屋ミッドランドスクエア
外貨両替コーナー

名古屋市中村区名駅4-7-1
（ミッドランドスクエア地下1階）

名古屋栄支店
名古屋市中区栄3-5-1
（三越名古屋栄店1階）

ＳＭＢＣパーク 栄（※2）
（平成20年6月13日オープン）

名古屋市中区錦3-25-20
（名古屋栄支店向かい）

上前津支店
名古屋市中区大須3-46-24
（地下鉄上前津駅　上前津交差点角）

本山支店
名古屋市千種区末盛通5-9
（地下鉄本山駅前）

池下支店
（平成20年3月17日オープン）

名古屋市千種区覚王山通8-70-1
（地下鉄池下駅前）

一社支店
（平成20年3月17日オープン）

名古屋市名東区一社2-88
（地下鉄一社駅前バスターミナル南側）

赤池支店
（平成20年9月16日オープン）

日進市赤池1-1401
（地下鉄赤池駅前）

刈谷支店
刈谷市東陽町2-18-1
（刈谷市役所そば　アピタ刈谷店隣り　シャインズビル1階）

豊田支店
豊田市喜多町2-93
（名鉄豊田市駅前）

豊橋支店
豊橋市広小路3-49
（広小路商店街）

岡崎支店（※3）
（平成20年10月14日オープン）

岡崎市康生通西3-16
（康生ビル3階）

岐阜県 岐阜支店
岐阜市神田町7-9
（金宝町バス停前）

静岡支店
静岡市葵区追手町7-4
（静岡市役所西隣り　中央警察署裏）

浜松支店
浜松市中区砂山町325-6
（ＪＲ浜松駅南口　日本生命浜松駅前ビル内）

※1　ＳＭＢＣ名古屋駅前コンサルティングプラザとして土曜日も営業中

※2　情報発信拠点、個人のお客さま向け相談業務専門拠点（土日祝日も営業中）

※3　法人のお客さま向け事務サービス専門拠点

住宅ローン・アパートローンに関する専門拠点

県名 拠点名 住所

名古屋ローンプラザ

住宅ローン開発センター名古屋

名古屋アパートローン営業部
名古屋市中区錦2-18-24
（地下鉄伏見駅南東200m　広小路伏見交差点東側名古屋支店2階）

刈谷ローンプラザ
刈谷市東陽町2-18-1
（市役所そば　アピタ刈谷店隣り　刈谷支店内）

岡崎ローンプラザ
（平成20年10月14日オープン）

岡崎市康生通西3-16
（康生ビル3階岡崎支店内）

静岡県 浜松ローンプラザ
浜松市中区砂山町325-6
（ＪＲ浜松駅南口　日本生命浜松駅前ビル3階）

052-807-0711

0564-25-3451

053-451-6565

0566-24-5481

052-231-1221

054-253-0125

052-231-5805

0565-31-3111

愛知県

0532-52-7171

058-265-3611

電話番号

053-455-2111

名古屋市中区錦2-18-19
（地下鉄伏見駅南東200ｍ　広小路伏見交差点東側

　三井住友銀行名古屋ビル7階）

052-231-5561

電話番号

静岡県

0120-005-481

052-764-6201

052-751-2581

052-261-6161

052-541-2371

0566-21-0770

愛知県

052-231-1115

052-562-3331

052-704-5401

0564-25-1031

052-241-3501

 



（別紙 4） 

＜参考 4＞東海 3県内の店舗外ＡＴＭ一覧 

県名 拠点名 住所

名古屋ミッドランドスクエア
出張所

名古屋市中村区名駅4-7-1
（ミッドランドスクエア地下1階）

星が丘テラス出張所 名古屋市千種区星が丘元町16-50
（星が丘テラスＥＡＳＴ1階）

瑞穂出張所 名古屋市瑞穂区新開町28-26
（名鉄堀田駅ビル内）

名古屋工業大学出張所 名古屋市昭和区御器所町
（名古屋工業大学　共通講義室1階）

サンクレア池下出張所
（平成20年3月3日オープン)

名古屋市千種区覚王山通8-70-1
（サンクレア池下地下1階）

鳴海駅出張所
（平成20年3月25日オープン）

名古屋市緑区鳴海町向田1-3
（名古屋鉄道鳴海駅1階）

ＳＭＢＣパーク栄出張所
（平成20年6月13日オープン）

名古屋市中区錦3-25-20
（名古屋栄支店向かい）

八事駅前出張所
（平成20年8月8日オープン）

名古屋市昭和区広小路町字石坂102-142
（名古屋市営地下鉄八事駅1番出口そば）

一宮出張所 一宮市栄3-1-1
（ＪＲ尾張一宮駅　アスティー一宮1階）

刈谷豊田総合病院出張所 刈谷市住吉町5-15
（刈谷豊田総合病院　正面入口横）

津島出張所 津島市錦町1-2
（名鉄津島駅西口前）

藤田保健衛生大学病院出張所 豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98
（藤田保健衛生大学病院内）

トヨタ生活協同組合栄店出張所 豊田市栄町3-26
（トヨタ生活協同組合栄店駐車場内）

トヨタ生活協同組合星ケ丘店
出張所

豊田市西岡町星ケ丘264-1
（トヨタ生活協同組合星ケ丘店駐車場内）

トヨタ生協出張所 豊田市山之手8-92
（トヨタ生協本店出入口横）

エイデン豊田本店出張所
（平成20年9月29日オープン）

豊田市三軒町8-55
（エイデン豊田本店2階）

豊橋技術科学大学出張所 豊橋市天伯町雲雀ヶ丘1-1
（豊橋技術科学大学内）

中部国際空港セントレア出張所
（平成20年5月12日オープン）

常滑市セントレア1-1
（中部国際空港旅客ターミナルビル アクセスプラザ内）

伊東出張所 伊東市松原湯端町2-8
（セイフー伊東店駐車場1階）

沼津出張所 沼津市高島町21-23
（ＪＲ沼津駅北側　リコー通り沿い）

静岡県
平日･土　8:00～23:00
日　　　 8:00～21:00

愛知県

平日　　 9:00～18:00
土･日　　　  －

平日　　 8:00～21:00
土･日　　8:00～21:00

平日　　 9:00～19:00
土･日　　　  －

平日　  10:00～21:00
土･日　 10:00～21:00

平日　　 9:00～21:00
土･日　　9:00～21:00

平日･土　8:00～23:00
日　　　 8:00～21:00

平日･土　8:00～23:00
日　　　 8:00～21:00

平日　　 9:00～18:00
土･日　　　  －

平日･土　7:00～24:00
日　　   7:00～21:00

平日･土　8:00～23:00
日　　　 8:00～21:00

平日　　 9:00～18:00
土　　   9:00～17:00
日　　　　－

平日･土　8:00～23:00
日　　　 8:00～21:00

営業時間

 

      


