
 

 

 
平成 23 年 6 月 20 日 

 
株式会社三菱東京 UFJ 銀行 

 

 今夏の節電への取り組みおよび ATM の営業時間変更について 

 
東日本大震災により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。 
 

   株式会社三菱東京 UFJ 銀行（頭取 永
なが

易
やす

 克
かつ

典
のり

）は、これまで、大型電飾看板、入口

サイン、ショーウインドポスターの消灯、エスカレーター・エレベーターの使用制限等、

各種節電対策に積極的に取り組んでまいりました。 
 
このたび、電力需給対策本部において決定された「夏期の電力需給対策について」

（5 月 13 日）、電気事業法第 27 条の発動による電気の使用制限（6 月 1 日省令・告示

官報掲載）、銀行法第 24 条による節電行動計画および実施結果報告要請（6 月 3 日）を

踏まえて、今夏の電力需給の逼迫に対応し、さらに踏み込んだ対策を実施いたします。 
 
これにより、東京電力および東北電力管内において、当行が使用する全施設における

使用制限期間・時間帯（注）での使用 大電力を昨年夏の使用 大電力比 15％以上

抑制いたします。 
（注）東北電力管内：平成 23 年 7 月 1 日～9 月 9 日 9 時～20 時 
   東京電力管内：平成 23 年 7 月 1 日～9 月 22 日 9 時～20 時 
 
具体的な対策は以下のとおりです。なお、お客さまの利便性を損なわないよう、営業

拠点および ATM の休止・営業時間短縮等は行わずに、15％の節電目標達成を目指し

ます。 
 
お客さまには、店内の温度が高い、照明が暗い等、一部ご不便をおかけいたしますが、

何卒、ご理解、ご協力をお願い申し上げます。 
 



 

 

＜今夏の節電への取り組みについて＞ 
 

１．基本方針 
～ システムセンター、当行がテナントとして入居しているスペースを含み、東京電力

および東北電力管内において当行が使用する全施設における使用 大電力を

昨年夏のピーク比 15％以上抑制いたします。 
 

  ２．具体的対応策 
(1) 支店・支社、本部 

・空調：原則として設定温度 28 度を徹底いたします。 
・ 照明：支店内ロビーは 50％減灯、執務スペースは原則として 60％の減灯とし、 

廊下、会議室、食堂等の更なる減灯・消灯の徹底により、全体として

60％の減灯といたします。 
 

(2) 店舗外 ATM 
・入口サイン、看板の消灯に加え、照明を 50％減灯いたします。また、原則と

してロビー空調の稼動を 40％程度まで低減いたします。 
 
(3) 一部施設の閉鎖・休止 

・本部ビルの閉鎖：本部ビルの在籍人員の配置替えを行い、都内本部ビル

1 棟を一時的に閉鎖いたします。 
・研修所等の休止：研修所等施設（8 箇所）を一時的に休止いたします。 
 

(4) その他の取り組み  
 ～ 節電計画の確度をより高めるため以下の各種節電策を徹底いたします。 
・エレベーターの一部運転休止 
・コピー機、プリンター等の使用台数の抑制 
・長時間離席時の PC 電源 OFF、輝度変更 等 
 

３．従業員の家庭での節電への取り組みの呼びかけ 
(1) 社内報知、館内放送、節電マニュアル配布等により、家庭を含めた節電の必要性、

具体的対応策等について、従業員向けに節電意識の醸成を徹底いたします。 
 

(2) 経済産業省「家庭の節電宣言」への参加奨励 
家庭での自発的な取り組みを推進するため、当行としても従業員に参加を奨励

する等、本プロジェクトに協力してまいります。 
 

なお、東京電力、東北電力管内以外の地域においても、地域の電力事情に応じて

節電を実施いたします。 



 

 

＜ATM の営業時間変更について＞ 
 
以上の取り組み等により節電を徹底することから、お客さまの利便性を損なわないよう、

現在短縮している ATM の営業時間は、震災以前の通常時間帯に変更いたします。 
これまで、ご理解とご協力をたまわり、誠にありがとうございました。 

 
１．実施日 … 平成 23 年 6 月 24 日（金）（注 1） 
 
２．内容 

東京電力管内（注 2）の ATM コーナーのうち、営業時間を短縮している ATM の営業

時間を震災以前の通常時間帯に変更いたします。 
    

     現行 6 月 24 日（注 1）以降 
有人店舗の ATM 長 8 時～19 時 
店舗外 ATM 長 8 時～19 時 

震災以前の通常営業時間 
（ 長 24 時間） 

コンビニ ATM 現行どおり（ 長 24 時間） 
（注 1） 一部店舗は平成 23 年 6 月 26 日（日）8 時から通常営業時間となります。 
（注 2） 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、群馬県、茨城県、富士川以東の 

静岡県にある有人店舗の ATM、店舗外 ATM 

 
以 上 

 
 

 



 6月26日（日）8時以降に通常営業となるATMコーナー

都道府県 名称 所在地

埼玉県 大宮駅西口前出張所 さいたま市大宮区桜木町1-1-1
大宮支店 さいたま市大宮区大門町2-81-2
所沢北出張所 所沢市日吉町18-1
南越谷駅前出張所 越谷市南越谷1-17-19
越谷支店 越谷市弥生町14-15

千葉県 行徳駅前出張所 市川市行徳駅前2-13-1
本八幡駅南口出張所 市川市南八幡4-1-13
西船橋駅前出張所 船橋市西船4-22-5
船橋駅前支店 船橋市本町1-3-1
馬橋駅前出張所 松戸市馬橋104-1
津田沼支店 習志野市津田沼1-10-51
浦安支店 浦安市北栄1-17-11

東京都 御茶ノ水駅前出張所 千代田区神田駿河台2-4-2
秋葉原駅前支店 千代田区神田平河町3-1
赤坂見附駅前出張所 港区赤坂3-1-2
田町駅東口出張所 港区芝浦3-1-29
新橋支店 港区新橋2-12-11
品川駅高輪口出張所 港区高輪3-26-33
浜松町二丁目出張所 港区浜松町2-3-23
泉岳寺駅前出張所 港区三田3-10-1
六本木五丁目出張所 港区六本木5-2-3
アクアシティお台場横丁出張所 港区台場1-7-1
飯田橋駅東口出張所 新宿区下宮比町1-1
新宿三丁目交差点出張所 新宿区新宿3-4-8
新宿東口出張所 新宿区新宿3-27-4
高田馬場支店 新宿区高田馬場3-2-3
新宿駅前出張所 新宿区西新宿1-17-1
新宿新都心支店 新宿区西新宿1-6-1
新大久保駅前出張所 新宿区百人町2-4-1
神楽坂駅前出張所 新宿区矢来町126
四ツ谷駅前出張所 新宿区四谷1-3
上野駅前出張所 台東区上野7-3-9
上野支店 台東区東上野1-14-4
門前仲町駅前出張所 江東区門前仲町2-5-9
学芸大学駅西口前出張所 目黒区鷹番3-7-6
蒲田駅前支店 大田区蒲田5-14-1 101号
大森支店 大田区山王2-3-10
下北沢駅南口出張所 世田谷区北沢2-19-10
キャロットタワー出張所 世田谷区太子堂4-1-1
千歳船橋駅北口出張所 世田谷区船橋1-1-5
烏山支店 世田谷区南烏山4-11-3
恵比寿駅東出張所 渋谷区恵比寿1-9-1
渋谷中央支店 渋谷区神南1-23-10
渋谷道玄坂下出張所 渋谷区道玄坂2-3-2
広尾駅前出張所 渋谷区広尾5-3-15
代々木出張所 渋谷区代々木1-38-5
中野駅前支店 中野区中野2-30-9
中野坂上出張所 中野区本町 2-46-1
阿佐ヶ谷支店 杉並区阿佐谷北1-5-3
高円寺駅前出張所 杉並区高円寺北2-4-6
千川出張所 豊島区要町3-44-6
池袋支店 豊島区東池袋1-5-6



 6月26日（日）8時以降に通常営業となるATMコーナー

都道府県 名称 所在地

東京都 赤羽駅東口出張所 北区赤羽南1-7-3
王子駅前支店 北区王子1-10-18
東十条駅前出張所 北区東十条3-16-7
ときわ台駅前出張所 板橋区南常盤台1-27-2
東武練馬駅前出張所 練馬区北町2-36-23
練馬駅前支店 練馬区豊玉北5-17-11
五反野駅前出張所 足立区足立4-38-8
綾瀬駅前出張所 足立区綾瀬2-27-5
北千住駅西口出張所 足立区千住2-62-9
竹ノ塚支店 足立区竹の塚1-41-1 101号
西新井駅前出張所 足立区西新井栄町2-3-13
亀有支店 葛飾区亀有3-23-1
新小岩支店 葛飾区新小岩1-43-6
金町駅前出張所 葛飾区東金町1-43-9
葛西支店 江戸川区中葛西5-42-8
船堀駅南口出張所 江戸川区船堀3-5-7
小岩駅前出張所 江戸川区南小岩7-22-9
瑞江駅前出張所 江戸川区瑞江2-3-2
八王子支店 八王子市旭町9-1
吉祥寺駅西口出張所 武蔵野市吉祥寺本町1-2-1
武蔵野赤十字病院出張所 武蔵野市境南町1-26-1
三鷹支店 三鷹市下連雀3-26-12
中河原駅前出張所 府中市住吉町2-17-2
府中支店 府中市宮西町1-6-1
仙川駅前出張所 調布市仙川町1-11-12
調布駅北口出張所 調布市布田1-37-16
東村山駅前出張所 東村山市本町2-4-57
国分寺支店 国分寺市本町3-10-20
国立駅南口前出張所 国立市東1-4-12
聖蹟桜ケ丘駅前出張所 多摩市関戸2-39-2
秋川駅前出張所 あきる野市秋川2-7-17
田無支店 西東京市田無町2-11-1

神奈川県 鶴見支店 横浜市鶴見区鶴見中央1-3-17
横浜駅前支店 横浜市西区北幸1-11-20
桜木町駅前出張所 横浜市中区花咲町2-61
綱島支店 横浜市港北区綱島東1-3-3
日吉駅西出張所 横浜市港北区日吉本町1-2-15
戸塚東口出張所 横浜市戸塚区上倉田町493-1
川崎駅東出張所 川崎市川崎区駅前本町6-3
武蔵新城支店 川崎市中原区上新城2-14-1
武蔵小杉支店 川崎市中原区小杉町1-403
溝ノ口出張所 川崎市高津区溝口2-14-3
新百合ケ丘ＯＰＡ出張所 川崎市麻生区上麻生1-1-1
平塚支店 平塚市宝町3-1
北里大学東病院出張所 相模原市南区麻溝台2-1-1
相模大野支店 相模原市南区相模大野3-17-1
相模原支店 相模原市中央区相模原3-1-18
小田急相模原駅前出張所 相模原市南区松が枝町23-5


