
 

令和 3年 1月 18日 

お客さま各位 

水戸信用金庫 

 
 

一部店舗の窓口営業時間変更のお知らせ 
 
 
 平素は格別のご愛顧をいただき、厚く御礼申し上げます。 

さて、水戸信用金庫では、令和 3年 1月 18日（月）より、下記の店舗において窓口営業時間を変

更いたしましたのでお知らせいたします。 

休業となる時間については、お客さまにはご不便をお掛けいたしますが、ご理解を賜りますようお

願い申し上げます。 

当金庫では、今後ともお客さまのニーズにお応えできるよう、より一層、サービスの向上に努

めて参ります。 

 

記 

 

1.変更内容 

 
※ATMの営業時間に変更はございま せん

変更後 変更前

営業時間

　                       【   平 日  】

　 午前の部　 　 ９ ： ０ ０ 　 ～　 １ １ ： ３ ０

　 午後の部　 １ ２ ： ３ ０ 　 ～　 １ ５ ： ０ ０

　 ※11： 30 ～ 12： 30（ 窓口営業休止）

【 平日】

9： 00　 ～　 15： 00

窓口

 

2.営業時間変更日 

令和 3年 1月 18日（月）より 

 
3.対象店舗 

店舗名 住所 電話番号

佐和支店 茨城県ひたちなか市高場1478番地 029-285-6411

中根支店 茨城県ひたちなか市中根894番地1 029-275-7511

岩瀬支店 茨城県桜川市御領1丁目76番地 0296-75-1611

真壁支店 茨城県桜川市真壁町飯塚1020番地 0296-54-1866

下館支店 茨城県筑西市乙836番地 0296-25-5211

谷田部支店 茨城県つく ば市上横場2029番地2 029-836-5833

守谷支店 茨城県守谷市薬師台1丁目14番1号 0297-48-3311

藤代支店 茨城県取手市片町312番地の2 0297-82-2233

柏支店 千葉県柏市富里1丁目1番56号 04-7164-3155

羽鳥支店 茨城県小美玉市羽鳥2669番地2号 0299-46-1234

市毛支店 茨城県ひたちなか市市毛808番地の1 029-272-1811

内原支店 茨城県水戸市内原町1503番地 029-259-6331

つく ば北支店 茨城県つく ば市若森10番地の1 029-864-8521

取手支店 茨城県取手市白山3丁目2番30号 0297-73-1161

岩間支店 茨城県笠間市下郷4439番地170号 0299-45-7235

出島支店 茨城県かすみがう ら 市深谷2590番地1号 029-897-1234

旭支店 茨城県鉾田市造谷606番地4号 0291-37-1213
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以上 



 

≪　昼休業 店舗一覧表　≫ 令和３年１月１８日現在

昼休業時間 【　11 ： 30　～　12 ： 30　】

地　 域 昼休業 郵便番号 所 在 地 電話番号

本店営業部 310-0803 水戸市城南2丁目2番21号 029-222-3313

大工町支店 310-0031 水戸市大工町1丁目2番3号 029-227-1161

袴塚支店 310-0055 水戸市袴塚2丁目3番3号 029-221-0211

下市支店 310-0815 水戸市本町2丁目2番21号 029-226-3101

吉田支店 310-0836 水戸市元吉田町1627番地の1 029-247-8121

酒門支店 310-0842 水戸市けやき 台3丁目57番地1 029-246-3100

千波支店 310-0851 水戸市千波町2770番地の30 029-243-4433

平須支店 310-0853 水戸市平須町1820番地の46 029-244-1311

赤塚支店 311-4141 水戸市赤塚1丁目1981番地の1 029-251-1515

見和支店 311-4151 水戸市姫子2丁目700番地3号 029-252-6655

内原支店 ● 319-0315 水戸市内原町1503番地 029-259-6331

友部支店 309-1736 笠間市八雲1丁目4番14号 0296-77-0821

岩間支店 ● 319-0202 笠間市下郷4439番地170号 0299-45-7235

小川支店 311-3422 小美玉市中延128番地2号 0299-58-2511

美野里支店 319-0106 小美玉市堅倉946番地3号 0299-48-2111

羽鳥支店 ● 319-0123 小美玉市羽鳥2669番地2号 0299-46-1234

大洗支店 311-1301 東茨城郡大洗町磯浜町895番地の2 029-266-1111

茨城町支店 311-3107 東茨城郡茨城町小鶴77番地の1 029-292-6611

那珂湊支店 311-1229 ひたちなか市湊中央2丁目1番24号 029-262-4161

中根支店 ● 312-0011 ひたちなか市中根894番地1 029-275-7511

市毛支店 ● 312-0033 ひたちなか市市毛808番地の1 029-272-1811

勝田支店 312-0045 ひたちなか市勝田中央14番8号 029-274-6677

佐和支店 ● 312-0062 ひたちなか市高場1478番地 029-285-6411

多賀支店 316-0013 日立市千石町1丁目3番12号 0294-36-1155

日立支店 317-0072 日立市弁天町1丁目2番12号 0294-21-6235

大みか支店 319-1221 日立市大みか町1丁目4番12号 0294-53-3355

太田支店 313-0063 常陸太田市内堀町2961番地の1 0294-72-5111

高萩支店 318-0031 高萩市春日町2丁目82番地 0293-22-2260

磯原支店 319-1541 北茨城市磯原町磯原2丁目303番 0293-42-1141

菅谷支店 311-0105 那珂市菅谷661番地の46 029-295-2131

大宮支店 319-2261 常陸大宮市上町906番地の10 0295-53-5105

東海支店 319-1119 那珂郡東海村大山台2丁目7番25号 029-283-1171

石岡中央支店 315-0014 石岡市国府3丁目1番21号 0299-23-1234

石岡支店 315-0033 石岡市東光台2丁目1番地36号 0299-26-6855

柿岡支店 315-0116 石岡市柿岡2005番地 0299-43-1234

つく ば北支店 ● 300-3252 つく ば市若森10番地の1 029-864-8521

つく ば支店 305-0032 つく ば市竹園2丁目16番1号 029-852-2151

研究学園支店 305-0817 つく ば市研究学園6丁目61番地 029-859-8311

谷田部支店 ● 305-0854 つく ば市上横場2029番地2 029-836-5833

牛久支店 300-1234 牛久市中央3丁目8番1号 029-874-3101

龍ケ崎支店 301-0824 龍ケ崎市2881番地1 0297-64-5111

龍ケ岡支店 301-0855 龍ケ崎市藤ケ丘3丁目1-1 0297-64-7601

神立支店 300-0016 土浦市中神立町27番地4号 029-831-2251

土浦支店 300-0051 土浦市真鍋1丁目5番45号 029-821-1790

並木支店 300-0061 土浦市並木3丁目1番20号 029-823-7611

土浦南支店 300-0817 土浦市永国975番地5号 029-823-8011

荒川沖支店 300-0871 土浦市荒川沖東2丁目10番29号 029-841-1110

藤代支店 ● 300-1513 取手市片町312番地の2 0297-82-2233

取手支店 ● 302-0023 取手市白山3丁目2番30号 0297-73-1161

守谷支店 ● 302-0105 守谷市薬師台1丁目14番1号 0297-48-3311

出島支店 ● 300-0134 かすみがう ら 市深谷2590番地1号 029-897-1234

江戸崎支店 300-0504 稲敷市江戸崎甲3560番地3 029-892-2811

阿見支店 300-0331 稲敷郡阿見町阿見2248番地の1 029-887-8811

岩瀬支店 ● 309-1215 桜川市御領1丁目76番地 0296-75-1611

真壁支店 ● 300-4417 桜川市真壁町飯塚1020番地 0296-54-1866

下館支店 ● 308-0041 筑西市乙836番地 0296-25-5211

旭支店 ● 311-1415 鉾田市造谷606番地4号 0291-37-1213

鉾田中央支店 311-1517 鉾田市鉾田2498番地5号 0291-33-2185

大洋支店 311-2117 鉾田市大蔵28番地22号 0291-39-6211

大野支店 311-2215 鹿嶋市和707番地10号 0299-69-4111

鹿島支店 314-0031 鹿嶋市宮中5丁目4番1号 0299-83-9611

潮来支店 311-2425 潮来市あやめ1丁目7番12号 0299-63-1233

玉造支店 311-3512 行方市玉造甲356番地1号 0299-55-2511

神栖支店 314-0143 神栖市神栖1丁目13番2号 0299-93-2300

柏支店 ● 277-0081 柏市富里1丁目1番56号 04-7164-3155

布佐支店 270-1101 我孫子市布佐2787番地の5 04-7189-1234
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