
 

 

 

 

 

令和４年１月２０日 

株式会社 中国銀行 

 

新型コロナウイルス感染拡大にともなう昼休業導入店舗の拡大について 

 

当行では新型コロナウイルス感染拡大にともない、感染発生時の業務継続体制を維持するため、

２つ以上のチームに分けて業務をおこなう交代勤務を国内全営業店で実施いたします。これは、

従業員が感染した場合においても当該店舗の業務継続体制を維持することを目的としたものです。  

これにより店舗従業員が通常より減員となるため、当該店舗においては、１月２１日（金） 

より窓口営業時間を当面の間変更し、昼休業を導入いたしますのでお知らせいたします。 

なお、昼休業の時間帯においても、お急ぎの場合は、電話でご用件をうかがうなど、お客さま

の利便性に配意した対応をさせていただきます。 

お客さまにはご不便をおかけしますが、何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申しあげま

す。 

 

１．対象店舗   国内全営業店 

 ライフプランセンター・ローンセンター・ちゅうぎん岡山駅前ほけんプラザ 

        ※東京都・大阪府・広島県の店舗は昼休業導入済  

 

２．営業時間   別紙参照 

 

３．導入期間   令和４年１月２１日（金） ～ 未定 

以  上 

 

 

 

 



■窓口営業時間一覧 別紙

店名
窓口営業時間

＜令和4年1月21日より＞
所在地 電話番号

本店営業部 9:00～11:30　12:30～15:00 岡山市北区丸の内1-15-20 (086)223-3111

奉還町支店 9:00～11:30　12:30～15:00 岡山市北区伊福町2-3-7 (086)252-5241

富田町支店 9:00～11:30　12:30～15:00 岡山市北区富田町2-11-20 (086)223-7261

法界院支店 9:00～11:30　12:30～15:00 岡山市北区大和町2-5-22 (086)224-7105

岡山駅前支店 9:00～11:30　12:30～15:00 岡山市北区本町2-5 (086)225-0311

東岡山支店 9:00～11:30　12:30～15:00 岡山市中区長岡596-1 (086)279-0003

県庁支店 9:00～11:00　12:00～15:00 岡山市北区内山下2-4-6（岡山県庁内） (086)223-3761

小橋支店 9:00～11:30　12:30～15:00 岡山市中区小橋町2-1-1 (086)272-3101

清輝橋支店 9:00～11:30　12:30～15:00 岡山市北区清輝橋2-3-5 (086)224-0295

岡山南支店 9:00～11:30　12:30～15:00 岡山市北区青江1-8-11 (086)232-2661

大供支店 9:00～11:30　12:30～15:00 岡山市北区柳町2-11-23 (086)222-6631

大元支店 9:00～11:30　12:30～15:00 岡山市北区西古松347-3 (086)241-4389

岡山西支店 9:00～11:30　12:30～15:00 岡山市北区問屋町3-101 (086)241-3806

岡山市役所出張所 9:00～11:30　12:30～15:00 岡山市北区大供1-1-1(岡山市役所内) (086)233-4252

岡南支店 9:00～11:30　12:30～15:00 岡山市南区築港栄町5-17 (086)263-1555

原尾島支店 9:00～11:30　12:30～15:00 岡山市中区原尾島3-12-24 (086)272-7200

平井支店 9:00～11:30　12:30～15:00 岡山市中区倉田625-5 (086)277-0221

円山支店 9:00～11:30　12:30～15:00 岡山市中区円山89-6 (086)277-5331

津島支店 9:00～11:30　12:30～15:00 岡山市北区津島南1-1-18 (086)255-2211

清水支店 9:00～11:30　12:30～15:00 岡山市中区清水1-9-14 (086)273-5011

津高支店 9:00～11:30　12:30～15:00 岡山市北区津高379-3 (086)255-0550

東古松支店 9:00～11:30　12:30～15:00 岡山市北区大元駅前6-8 (086)226-3555

西大寺支店 9:00～11:30　12:30～15:00 岡山市東区西大寺中3-7-1 (086)942-2920

瀬戸支店 9:00～11:30　12:30～15:00 岡山市東区瀬戸町瀬戸188-1 (086)952-4141

和気支店 9:00～11:30　12:30～15:00 和気郡和気町福富409-1 (0869)93-1183

三石支店 9:00～11:30　12:30～15:00 備前市三石248 (0869)62-0577

邑久支店 9:00～11:30　12:30～15:00 瀬戸内市邑久町尾張351-1 (0869)22-1311

牛窓支店 9:00～11:30　12:30～15:00 瀬戸内市牛窓町牛窓3911-49 (0869)34-3021

片上支店 9:00～11:30　12:30～15:00 備前市東片上36-1 (0869)64-2877



■窓口営業時間一覧 別紙

店名
窓口営業時間

＜令和4年1月21日より＞
所在地 電話番号

日生支店 9:00～11:30　12:30～15:00 備前市日生町日生887-1 (0869)72-1345

周匝支店 9:00～11:30　12:30～15:00 赤磐市周匝728-6 (086)954-0021

松崎支店 9:00～11:30　12:30～15:00 岡山市東区松新町209-1 (086)943-7522

平島支店 9:00～11:30　12:30～15:00 岡山市東区東平島1667-1 (086)297-6211

赤磐支店 9:00～11:30　12:30～15:00 赤磐市下市305-8 (086)955-2711

福浜支店 9:00～11:30　12:30～15:00 岡山市南区福浜町20-32 (086)263-2186

高柳出張所 9:00～11:30　12:30～15:00 岡山市北区高柳西町9-22 (086)256-2471

長船支店 9:00～11:30　12:30～15:00 瀬戸内市長船町土師131-16 (0869)26-5711

児島支店 9:00～11:30　12:30～15:00 倉敷市児島味野2-1-33 (086)472-2770

下津井特別出張所
 10:00～12:00　13:00～15:00
（火曜日・木曜日のみ営業）

倉敷市下津井吹上2-2-4 (086)479-9027

田ノ口支店 9:00～11:30　12:30～15:00 倉敷市児島田の口13-4 (086)477-7778

宇野支店 9:00～11:30　12:30～15:00 玉野市宇野1-29-14 (0863)31-2233

玉支店 9:00～11:30　12:30～15:00 玉野市玉4-1-17 (0863)31-2111

八浜支店 9:00～11:30　12:30～15:00 玉野市八浜町八浜818-1 (0863)51-1511

灘崎支店 9:00～11:30　12:30～15:00 岡山市南区西高崎5-318 (086)362-0005

茶屋町支店 9:00～11:30　12:30～15:00 倉敷市茶屋町247-1 (086)428-0555

早島支店 9:00～11:30　12:30～15:00 都窪郡早島町早島1380 (086)482-0643

妹尾支店 9:00～11:30　12:30～15:00 岡山市南区妹尾868-3 (086)282-1201

岡山流通センター支店 9:00～11:30　12:30～15:00 岡山市北区大内田714-1 (086)292-2596

倉敷支店 9:00～11:30　12:30～15:00 倉敷市白楽町257-1 (086)422-0020

倉敷駅前支店 9:00～11:30　12:30～15:00 倉敷市阿知2-2-2 (086)422-3300

水島東支店 9:00～11:30　12:30～15:00 倉敷市広江1-5-5 (086)455-6155

水島支店 9:00～11:30　12:30～15:00 倉敷市水島西弥生町4-32 (086)444-8175

連島支店 9:00～11:30　12:30～15:00 倉敷市連島中央5-8-21 (086)444-8105

西阿知支店 9:00～11:30　12:30～15:00 倉敷市西阿知町西原824-1 (086)465-2033

庭瀬支店 9:00～11:30　12:30～15:00 岡山市北区平野908-7 (086)293-1021

一宮支店 9:00～11:30　12:30～15:00 岡山市北区一宮119 (086)284-0011

稲荷支店 9:00～11:30　12:30～15:00 岡山市北区高松138 (086)287-2022

足守支店 9:00～11:30　12:30～15:00 岡山市北区足守1728 (086)295-0006



■窓口営業時間一覧 別紙

店名
窓口営業時間

＜令和4年1月21日より＞
所在地 電話番号

総社支店 9:00～11:30　12:30～15:00 総社市駅前1-4-20 (0866)92-2391

真備支店 9:00～11:30　12:30～15:00 倉敷市真備町川辺2323-3 (086)698-0011

高梁支店 9:00～11:30　12:30～15:00 高梁市旭町1342-3 (0866)22-2032

成羽支店 9:00～11:30　12:30～15:00 高梁市成羽町下原883-1 (0866)42-2550

新見支店 9:00～11:30　12:30～15:00 新見市高尾364-1 (0867)72-0688

倉敷市役所出張所 9:00～11:00　12:00～15:00 倉敷市西中新田640(倉敷市役所内) (086)425-9263

川崎学園出張所 9:00～11:00　12:00～15:00 倉敷市松島577(川崎学園本館内) (086)462-9193

笹沖支店 9:00～11:30　12:30～15:00 倉敷市笹沖411-5 (086)426-1441

吉備高原都市支店 9:00～11:30　12:30～15:00 加賀郡吉備中央町吉川4860-6 (0866)56-7146

総社東支店 9:00～11:30　12:30～15:00 総社市井手971-5 (0866)92-6677

倉敷八王寺支店 9:00～11:30　12:30～15:00 倉敷市大内1221-7 (086)425-8002

中庄支店 9:00～11:30　12:30～15:00 倉敷市松島1143-5 (086)463-4545

笠岡支店 9:00～11:30　12:30～15:00 笠岡市六番町2-8 (0865)63-3134

笠岡駅前支店 9:00～11:30　12:30～15:00 笠岡市中央町34-2 (0865)63-2171

寄島支店 9:00～11:30　12:30～15:00
浅口市寄島町16010
(浅口市役所寄島総合支所2階)

(0865)54-3131

鴨方支店 9:00～11:30　12:30～15:00 浅口市鴨方町六条院中2305-1 (0865)44-2151

金光支店 9:00～11:30　12:30～15:00 浅口市金光町占見新田668-1 (0865)42-3203

玉島支店 9:00～11:30　12:30～15:00 倉敷市玉島中央町1-19-10 (086)522-2101

玉島北支店 9:00～11:30　12:30～15:00 倉敷市新倉敷駅前2-17 (086)526-1331

矢掛支店 9:00～11:30　12:30～15:00 小田郡矢掛町矢掛2632-2 (0866)82-1211

井原支店 9:00～11:30　12:30～15:00 井原市井原町176-5 (0866)62-1511

ちゅうぎんミニプラザ芳井
（芳井特別出張所）

10:00～11:30  12:30～14:30 井原市芳井町与井142 (0866)62-1511

里庄支店 9:00～11:30　12:30～15:00 浅口郡里庄町新庄5342-1 (0865)64-4811

津山支店 9:00～11:30　12:30～15:00 津山市山下30-7 (0868)22-6121

津山東支店 9:00～11:30　12:30～15:00 津山市川崎173-3 (0868)26-2121

加茂支店 9:00～11:30　12:30～15:00 津山市加茂町塔中50-3 (0868)42-3121

久米支店 9:00～11:30　12:30～15:00 久米郡美咲町原田1930-8 (0868)66-0164

福渡支店 9:00～11:30　12:30～15:00 岡山市北区建部町福渡901 (086)722-0721

金川支店 9:00～11:30　12:30～15:00 岡山市北区御津金川284-5 (086)724-0521



■窓口営業時間一覧 別紙

店名
窓口営業時間

＜令和4年1月21日より＞
所在地 電話番号

勝間田支店 9:00～11:30　12:30～15:00 勝田郡勝央町岡39-13 (0868)38-5178

林野支店 9:00～11:30　12:30～15:00 美作市入田210-1 (0868)72-0681

江見支店 9:00～11:30　12:30～15:00 美作市江見522-1 (0868)75-1131

日本原支店 9:00～11:30　12:30～15:00 津山市日本原216-3 (0868)36-5161

大原支店 9:00～11:30　12:30～15:00 美作市古町1664-1 (0868)78-3161

落合支店 9:00～11:30　12:30～15:00 真庭市落合垂水193-10 (0867)52-1151

北房支店 9:00～11:30　12:30～15:00 真庭市上水田3163-1 (0866)52-2001

久世支店 9:00～11:30　12:30～15:00 真庭市久世2848-1 (0867)42-0605

勝山支店 9:00～11:30　12:30～15:00 真庭市勝山367-2 (0867)44-3131

湯原支店 9:00～11:30　12:30～15:00 真庭市湯原温泉156-3 (0867)62-3121

津山市役所出張所 9:00～11:00　12:00～15:00 津山市山北520(津山市役所内) (0868)24-4141

院庄支店 9:00～11:30　12:30～15:00 津山市院庄909-3 (0868)28-2141

津山北支店 9:00～11:30　12:30～15:00 津山市小原80-1 (0868)25-1111

福山支店 9:00～11:30　12:30～15:00 福山市紅葉町1-1 (084)922-1231

福山胡町支店 9:00～11:30　12:30～15:00 福山市胡町2-22 (084)922-2940

鞆支店 9:00～11:30　12:30～15:00 福山市鞆町鞆136-2 (084)982-3125

松永支店 9:00～11:30　12:30～15:00 福山市松永町5-8-5 (084)933-3131

福山春日支店 9:00～11:30　12:30～15:00 福山市春日町5-3-26 (084)941-4111

千年支店 9:00～11:30　12:30～15:00 福山市沼隈町草深1865-3 (084)987-1225

尾道支店 9:00～11:30　12:30～15:00 尾道市東御所町2-9 (0848)22-3181

三原支店 9:00～11:30　12:30～15:00 三原市港町1-11-7 (0848)62-3167

竹原支店 9:00～11:30　12:30～15:00 竹原市中央5-6-37 (0846)22-0781

呉支店 9:00～11:30　12:30～15:00 呉市本通3-6-1 (0823)21-6491

神辺支店 9:00～11:30　12:30～15:00 福山市神辺町川南3241 (084)962-0410

駅家支店 9:00～11:30　12:30～15:00 福山市駅家町万能倉1282-3 (084)976-8882

新市支店 9:00～11:30　12:30～15:00 福山市新市町新市593-7 (0847)52-3310

府中支店 9:00～11:30　12:30～15:00 府中市府川町1-3 (0847)45-3360

三次支店 9:00～11:30　12:30～15:00 三次市十日市中2-7-22 (0824)63-4196

東城支店 9:00～11:30　12:30～15:00 庄原市東城町川東1340-1 (08477)2-2172



■窓口営業時間一覧 別紙

店名
窓口営業時間

＜令和4年1月21日より＞
所在地 電話番号

福山東支店 9:00～11:30　12:30～15:00 福山市引野町5-18-26 (084)943-3320

広島西支店 9:00～11:30　12:30～15:00 広島市中区舟入中町2-30 (082)292-2601

福山南支店 9:00～11:30　12:30～15:00 福山市川口町4-21-43 (084)945-7761

三原西支店 9:00～11:30　12:30～15:00 三原市皆実1-25-14 (0848)62-6123

福山西支店 9:00～11:30　12:30～15:00 福山市三之丸町10-18 (084)927-8855

東尾道支店 9:00～11:30　12:30～15:00 尾道市高須町5753 (0848)47-3161

広島支店 9:00～11:30　12:30～15:00 広島市中区八丁堀15-4 (082)221-8201

広島東支店 9:00～11:30　12:30～15:00 広島市南区南蟹屋1-5-2 (082)285-7201

川之江支店 9:00～11:30　12:30～15:00 四国中央市川之江町4062-4 (0896)58-3345

高松支店 9:00～11:30　12:30～15:00 高松市丸亀町3-6 (087)821-5511

高松南支店 9:00～11:30　12:30～15:00 高松市伏石町2166-7 (087)867-6711

高松東支店 9:00～11:30　12:30～15:00 高松市春日町1652-2 (087)841-8001

志度支店 9:00～11:30　12:30～15:00 さぬき市志度754-3 (087)894-1311

三本松支店 9:00～11:30　12:30～15:00 東かがわ市三本松610-4 (0879)25-4311

川東支店 9:00～11:30　12:30～15:00 高松市香川町川東上1774-1 (087)879-2010

坂出支店 9:00～11:30　12:30～15:00 坂出市京町1-2-2 (0877)46-0888

丸亀支店 9:00～11:30　12:30～15:00 丸亀市風袋町207-6 (0877)22-6226

琴平支店 9:00～11:30　12:30～15:00 仲多度郡琴平町榎井30-3 (0877)73-4101

詫間支店 9:00～11:30　12:30～15:00 三豊市詫間町詫間1328-15 (0875)83-3005

観音寺支店 9:00～11:30　12:30～15:00 観音寺市茂木町3-1-5 (0875)25-0555

国分寺支店 9:00～11:30　12:30～15:00 高松市国分寺町新名440-3 (087)874-7811

米子支店 9:00～11:30　12:30～15:00 米子市東福原1-1-1 (0859)35-9511

神戸支店 9:00～11:30　12:30～15:00 神戸市中央区栄町通2-6-1 (078)321-2211

姫路支店 9:00～11:30　12:30～15:00 姫路市白銀町108 (079)222-3951

加古川支店 9:00～11:30　12:30～15:00 加古川市加古川町粟津253-11 (079)423-3621

明石支店 9:00～11:30　12:30～15:00 明石市天文町2-4-20 (078)918-7890

西宮支店 9:00～11:30　12:30～15:00
西宮市和上町5-10明治安田生命西宮ビ
ル2階

(0798)22-8750

赤穂支店 9:00～11:30　12:30～15:00 赤穂市加里屋駅前町57-9 (0791)43-2438

大阪支店 9:00～11:30　12:30～15:00
大阪市中央区平野町3-6-1（あいおい
ニッセイ同和損保御堂筋ビル2階）

(06)6227-5505



■窓口営業時間一覧 別紙

店名
窓口営業時間

＜令和4年1月21日より＞
所在地 電話番号

東京支店 9:00～11:30　12:30～15:00
中央区日本橋室町1-5-5（室町ちばぎん
三井ビルディング10階）

(03)3242-1311

岡山ライフプランセンター
　平日　10:00～11:30　12:30～17:00
　土日　10:00～17:00

岡山市北区問屋町3-101
（岡山西支店3階）

(086)241-3808

倉敷ライフプランセンター
　平日　10:00～11:30　12:30～17:00
　土日　10:00～17:00

倉敷市白楽町257-1（倉敷支店2階） (086)422-1120

赤磐ライフプランセンター
　平日　10:00～11:30　12:30～17:00
　土日　10:00～17:00

赤磐市下市305-8（赤磐支店2階） (086)955-0606

津山ライフプランセンター
　平日　10:00～11:30　12:30～17:00
　土日　10:00～17:00

津山市二宮98-1 (0868)28-5010

福山ライフプランセンター
　平日　10:00～11:30　12:30～17:00
　土日　10:00～17:00

福山市紅葉町1-1
（福山ちゅうぎんビル4階）

(084)921-9933

岡山東ローンセンター
　平日　10:00～11:30　12:30～17:00
　土日　10:00～17:00

岡山市北区富田町2-11-20
（富田町支店1階）

(086)223-5515

広島ローンセンター
　平日　10:00～11:30　12:30～17:00
　土日　10:00～17:00

広島市中区舟入中町2-30
（広島西支店2階）

(082)295-2900

広島北ローンセンター
　平日　10:00～11:30　12:30～17:00
　土日　10:00～17:00

広島市安佐南区中須1-2-16
（パルティーレ古市駅前1階）

(082)877-8020

高松ローンセンター
　平日　10:00～11:30　12:30～17:00
　土日　10:00～17:00

高松市伏石町2166-7
（高松南支店2階）

(087)867-6533

姫路ローンセンター
　平日　10:00～11:30　12:30～17:00
　土日　10:00～17:00

姫路市東延末3-12
（姫路白鷺ビル7階）

(079)288-7157

ちゅうぎん岡山駅前
ほけんプラザ

  平日　10:00～11:30　12:30～17:00
　土日　10:00～17:00

岡山市北区本町2-5 (0120)118-262


