
平成 23 年 4 月 15 日 
各 位 

株式会社 三井住友銀行 
 

電力需給動向を勘案した「一部の店舗外ＡＴＭの営業再開」について 
 
この度の「東日本大震災」において、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。 
  

株式会社三井住友銀行（頭取：國部 毅）は、東日本大震災に伴い、国を挙げて電力

の安定供給確保に向けて取り組むなか、3 月 22 日（火）より、節電対策として「ＡＴ

Ｍの営業時間短縮・休止」を実施しております。 

 

お客さまにはご不便・ご迷惑をお掛けしておりますが、今般の東京電力株式会社によ

る「計画停電の原則中止」を受け、近隣に弊行のＡＴＭがない地域等を総合的に勘案し、

4 月 22 日（金）より、休止している一部の店舗外ＡＴＭの営業を再開いたします。営

業時間については下記を、再開する店舗外ＡＴＭについては別紙をご参照ください。 

 
 なお、弊行は、夏場の電力消費のピークを見据えて、引き続き節電対策に積極的に取

り組んでまいりますが、ＡＴＭについても、再度休止または営業時間の短縮を実施させ

ていただく場合もあります。 
 
節電対策として引き続き営業を休止している店舗外ＡＴＭもあり、お客さまには、 

ご不便・ご迷惑をお掛けしておりますが、何卒ご理解・ご協力をお願い申し上げます。 
 

記 
 
対象店舗（※1） 現  行 変 更 後 
有人店舗のＡＴＭ 
（※2） 

平日   9 時～18 時（※3） 
土曜   原則、8 時～23 時 
日曜日  原則、8 時～21 時 
祝日   当該曜日と同じ 

店舗外ＡＴＭ 原則、休止 一部の店舗外ＡＴＭで営業

再開（原則、9 時～18 時

（※4）） 
＠ＢΛＮＫ（※5） 
コンビニＡＴＭ（※6） 

現行どおり（最長 24 時間）（※7） 



なお、有人店舗のＡＴＭについては、ご利用の多い 25 日と 26 日について、営業終了

時間を通常の終了時間（原則、最長 23 時）とさせていただきます。 
 
※1 東京電力管内（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県 

及び富士川以東の静岡県）に所在するＡＴＭコーナー。 

※2 一部、対象外の拠点もございます。 

※3 月曜日及び祝日の翌日は、通常の開始時間（原則、8 時）からご利用いただけます。 

また、金曜日及び祝日の前日は、通常の終了時間（原則、最長 23 時）までご利用いただけ 

ます（ＡＴＭコーナーにより一部異なります）。 

※4 休止前の営業時間が 9 時～18 時より短い場合は、休止前の営業時間とします。 

※5 ＠ＢΛＮＫはファミリーマート等に約 700 台設置している三井住友銀行のＡＴＭです。 

※6 イーネットＡＴＭ、ローソンＡＴＭ、セブン銀行ＡＴＭを指します。 

※7 稼働時間は店舗により異なります。また、日曜日 21 時から翌月曜日 7 時まではお取扱 

いただけません。 

 
＜参考＞その他の節電対策について 
東京電力管内に所在する弊行の本支店において、被害発生以降、上記以外にも次の 

ような節電対策に鋭意取組んでおります。 
○ ネオン・ディスプレイ・夜間照明について、金利ボードを除き、原則消灯 
○ 営業地域やスペースの利用用途に応じた空調管理の徹底 
○ 室内の照明制限（本店ビル・事務センターにおいて、共用スペースは 1/3 減灯、   

日中の執務スペースは業務に支障のない範囲で極力消灯。支店／営業拠点において窓

口営業終了後は執務スペースのみ点灯） 
○ エスカレーター・エレベーターの利用制限 
○ 従業員による給湯機能等の利用停止（給湯室、洗面所、トイレ（温水便座）等） 
○ 従業員の｢早帰り｣の励行による節電 
 

以 上 
 
 
 
 
 
 
 
 



《別紙》営業を再開する店舗外ＡＴＭ 
都道府県 拠点名 住所 

茨城県 イーアスつくば出張所 茨城県つくば市研究学園Ｃ５０街区１ 

  守谷出張所 茨城県守谷市みずき野５－３－１ 

群馬県 高崎出張所 群馬県高崎市八島町５８－１ 

埼玉県 与野出張所 埼玉県さいたま市中央区上落合２－２－１４ 

  かわつる出張所 埼玉県川越市川鶴２－１１－１ 

  ララガーデン川口出張所 埼玉県川口市宮町１８－１９ 

  狭山ケ丘出張所 埼玉県所沢市狭山ケ丘１－２９９６－２ 

  アピタ本庄店出張所 埼玉県本庄市南１－２－１０ 

  原市出張所 埼玉県上尾市大字原市３３３６ 

  ビバホーム上尾店出張所 埼玉県上尾市大字上３０４－１ 

  入間出張所 埼玉県入間市豊岡１－２－５ 

  朝霞台出張所 埼玉県朝霞市東弁財１－４－１ 

  和光市出張所 埼玉県和光市丸山台１－１０－４ 

  わしの宮出張所 埼玉県久喜市上内４７８わし宮団地２－４ 

  みずほ台出張所 埼玉県富士見市西みずほ台３－３－１５ 

  ららぽーと新三郷出張所 埼玉県三郷市新三郷ららシティ３－１－１ 

  新白岡出張所 埼玉県南埼玉郡白岡町大字高岩字駒形６７８ 

千葉県 稲毛出張所 千葉県千葉市稲毛区稲毛東３－１９－２２ 

  千草台出張所 千葉県千葉市稲毛区千草台１－１－２３ 

  おゆみ野出張所 千葉県千葉市緑区おゆみ野３－１９－４ 

  市川駅前出張所 千葉県市川市市川１－８－１ 

  金杉台出張所 千葉県船橋市金杉台１－１－１ 

  船橋若松出張所 千葉県船橋市若松２－６－１ 

  東京メトロ西船橋駅出張所 千葉県船橋市西船４－２７－７ 

  松戸八ケ崎出張所 千葉県松戸市八ヶ崎１－８－１ 

  佐倉南出張所 千葉県佐倉市城字春路７６７－５ 

  ユーカリが丘出張所 千葉県佐倉市ユーカリが丘４－８－１ 

  ららぽーと柏の葉出張所 千葉県柏市若柴１７５ 

  東葉勝田台駅出張所 千葉県八千代市村上字下市場台北側４５０３－２４ 

  あびこショッピングプラザ出張所 千葉県我孫子市我孫子１４２－１ 

  天王台出張所 千葉県我孫子市天王台１－１－１ 

  鎌ケ谷南出張所 千葉県鎌ヶ谷市東道野辺７－１８－３ 

  鎌ケ谷大仏出張所 千葉県鎌ヶ谷市東初富４－３５－１  



都道府県 拠点名 住所 

千葉県  西浦安出張所 千葉県浦安市舞浜２－４６－５ 

東京都 芝浦出張所 東京都港区芝浦４－１３－２３ 

  品川インターシティ出張所 東京都港区港南２－１５－２ 

  赤坂アークヒルズ出張所 東京都港区赤坂１－１２－３２ 

  菊川出張所 東京都墨田区菊川２－１８－１０ 

  本所出張所 東京都墨田区石原３－３１－７ 

  向島出張所 東京都墨田区東向島２－２８－５ 

  白河出張所 東京都江東区三好２－１７－９ 

  ららぽーと豊洲出張所 東京都江東区豊洲２－４－９ 

  戸越公園出張所 東京都品川区戸越５－１０－２０ 

  大井町出張所 東京都品川区大井１－５０－５ 

  戸越出張所 東京都品川区平塚１－７－７ 

  大鳥居駅前出張所 東京都大田区東糀谷３－１－１３ 

  西馬込出張所 東京都大田区南馬込５－４２－６ 

  羽田出張所 東京都大田区北糀谷１－１８－１８ 

  梅屋敷東通り出張所 東京都大田区大森中２－３－１２ 

  下馬出張所 東京都世田谷区下馬３－１６－１７ 

  駒沢公園通出張所 東京都世田谷区駒沢５－２６－７ 

  世田谷西出張所 東京都世田谷区若林３－１６－３ 

  世田谷通出張所 東京都世田谷区上用賀４－３５－１５ 

  深沢出張所 東京都世田谷区深沢４－３６－１３ 

  祖師谷出張所 東京都世田谷区祖師谷３－１－２１ 

  希望ケ丘出張所 東京都世田谷区船橋６－２６－１２ 

  新中野出張所 東京都中野区本町４－４６－８ 

  東高円寺出張所 東京都杉並区高円寺南１－７－４ 

  王子神谷出張所 東京都北区王子５－２－１１ 

  十条出張所 東京都北区上十条２－２５－１２ 

  三ノ輪出張所 東京都荒川区南千住１－１５－８ 

  高島平駅前出張所 東京都板橋区高島平７－１－４０ 

  イズミヤ板橋店出張所 東京都板橋区前野町４－２１－２２ 

  大泉学園通り出張所 東京都練馬区大泉学園町７－２－２２ 

  大泉学園出張所 東京都練馬区東大泉２－１０－１１ 

  豊島園出張所 東京都練馬区練馬４－１８－５ 

  竹の塚出張所 東京都足立区竹の塚６－１５－６ 



都道府県 拠点名 住所 

東京都 梅島出張所 東京都足立区梅島１－９－４ 

  お花茶屋出張所 東京都葛飾区お花茶屋１－２４－２ 

  京成高砂駅出張所 東京都葛飾区高砂５－２８－１ 

  小松川出張所 東京都江戸川区中央１－２－４ 

  京成小岩出張所 東京都江戸川区北小岩２－９－１１ 

  イトーヨーカドー葛西店１階出張所 東京都江戸川区東葛西９－３－３ 

  八王子みなみ野出張所 東京都八王子市みなみ野１－２－１ 

  京王堀之内駅前出張所 東京都八王子市堀之内３－３５－１１ 

  桜堤出張所 東京都武蔵野市境５－６－２５ 

  三鷹台出張所 東京都三鷹市井の頭１－３０－１９ 

  仙川出張所 東京都調布市仙川町１－１９－６ 

  玉川学園前出張所 東京都町田市玉川学園７－４－４ 

  成瀬駅前出張所 東京都町田市南成瀬１－１－５ 

  鶴川出張所 東京都町田市能ケ谷１－５－２ 

  東小金井出張所 東京都小金井市梶野町５－１－４ 

  国分寺西出張所 東京都国分寺市高木町３－６－１ 

  恋ケ窪出張所 東京都国分寺市戸倉１－２－２ 

  南国立出張所 東京都国立市富士見台１－７ 

  狛江出張所 東京都狛江市東和泉１－１７－１ 

  武蔵大和出張所 東京都東大和市清水３－７９９－７ 

  清瀬旭が丘出張所 東京都清瀬市旭が丘２－５－１ 

  唐木田出張所 東京都多摩市唐木田１－５４－１８ 

  平尾出張所 東京都稲城市平尾３－１－１ 

  矢野口駅前出張所 東京都稲城市矢野口１２－７ 

  羽村出張所 東京都羽村市五ノ神４－１－２２ 

神奈川県 井土ケ谷出張所 神奈川県横浜市南区井土ケ谷中町１５４ 

  保土ケ谷出張所 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町１－３１－１５ 

  洋光台出張所 神奈川県横浜市磯子区洋光台３－１－１ 

  六浦出張所 神奈川県横浜市金沢区大道２－３０－１０ 

  妙蓮寺出張所 神奈川県横浜市港北区菊名１－４－２ 

  大倉山出張所 神奈川県横浜市港北区大倉山１－１８－３ 

  上永谷出張所 神奈川県横浜市港南区丸山台２－１－３ 

  南戸塚出張所 神奈川県横浜市栄区上郷町１３８８－５ 

  弥生台出張所 神奈川県横浜市泉区弥生台５－２ 



都道府県 拠点名 住所 

神奈川県 すすき野出張所 神奈川県横浜市青葉区すすき野３－２－１ 

  市が尾駅前出張所 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町１０６３－４ 

  仲町台出張所 神奈川県横浜市都筑区仲町台１－３２－４ 

  宿河原出張所 神奈川県川崎市多摩区宿河原３－５－１ 

  星が丘出張所 神奈川県川崎市多摩区菅北浦４－１１－１０ 

  中野島出張所 神奈川県川崎市多摩区中野島６－２９－８ 

  宮前平出張所 神奈川県川崎市宮前区宮崎６－９－４ 

  鷺沼出張所 神奈川県川崎市宮前区鷺沼１－１１－５ 

  百合ケ丘駅前出張所 神奈川県川崎市麻生区百合丘１－１－１７ 

  橋本駅前出張所 神奈川県相模原市緑区橋本６－２－１ 

  七里ガ浜出張所 神奈川県鎌倉市七里ガ浜東４－３－１３ 

  三菱電機鎌倉製作所南門前出張所 神奈川県鎌倉市上町屋吉目１５４－６ 

  愛甲石田出張所 神奈川県厚木市愛甲１０３０－３ 

  東京工芸大学出張所 神奈川県厚木市飯山１５８３ 

  中央林間駅前出張所 神奈川県大和市中央林間３－３－８ 

  高座渋谷出張所 神奈川県大和市福田２０３０ 

  海老名出張所 神奈川県海老名市中央１－４－１ 

  葉山出張所 神奈川県三浦郡葉山町一色１７３７－３ 

 
 

 


