
 

平成23年3月28日 

株式会社三菱東京UFJ銀行 

 

電力需給逼迫にともなう当行ATMの営業時間短縮・休止について 

 

このたびの東北地方太平洋沖地震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。 

地震発生にともない、電力会社の発電所および送電設備に大きな被害が生じており、電力需給が極め

て厳しい状況になっております。 

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

）では、これまで大型電飾看板や入り口サイン、ショー

ウィンドウポスター照明の消灯を進める等、節電対策に積極的に取り組んでまいりましたが、電力需給

逼迫が継続しており、さらなる対策が急務であることから、4月4日（月）より当面の間、下記の内容でATM

の営業時間短縮・休止の対応を実施いたします。 

お客さまには、大変ご不便、ご迷惑をおかけすることとなりますが、何卒ご理解、ご協力をお願い申し

上げます。 

 
記 

1. 内容 

（1） 東京電力管内のATMコーナー（注 1）の営業時間を、以下のとおり変更いたします。 

（2） 電力需要に配慮し、早朝・夜間の営業は全面休止します。 

（3） 店舗外 ATM に関しては、被災地・病院等におけるライフラインとしての機能を踏まえ、約 6 割を

稼働いたします。 

 平日、土曜日・日曜日・祝日ともに 

有人店舗の ATM 最長 8 時～19 時（注 2）

店舗外 ATM 最長 8 時～19 時（注 2） ・ 但し一部終日休止（注 3）

コンビニ ATM 現行どおり（最長 24 時間・店舗によって異なります） 

（注 1） 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  

（注 2） 現行営業時間が 8 時～19 時より短い場合は、現行どおりとします 
（注 3） 休止する店舗は【別紙】をご確認ください。 
 

2. 実施期間 

4 月 4 日（月）より当面の間、実施いたします。 
 

本件に関する照会先：0120-860-777（9 時～21 時）  

 

以上 

 

 



1 

 
【別紙】 

 
休止となる店舗外 ATM 

 

 

都道府県 名称 所在地 

浦和駅前出張所 さいたま市浦和区高砂１－６－１０ 

そごう大宮店出張所 さいたま市大宮区桜木町 1－６－２ 

東浦和駅前第二出張所 さいたま市緑区東浦和５－１０－４ 

川越市駅前出張所 川越市六軒町１－１－２ 

川越駅西口出張所 川越市脇田本町１－５ 

川越駅前出張所 川越市脇田本町１６ 

所沢北出張所 所沢市日吉町１８－１ 

新所沢駅東口出張所 所沢市松葉町１－１ 

所沢市役所出張所 所沢市並木１－１－１ 

ララガーデン春日部出張所 春日部市南１－１－１ 

南越谷駅前出張所 越谷市南越谷１－１７－１９ 

蒲生駅前出張所 越谷市蒲生茜町１９－１６ 

戸田公園駅前出張所 戸田市本町４－１７－２９ 

ダイエー志木店出張所 志木市本町５－１７－１ 

立教大学新座キャンパス出張所 新座市北野１－２－２６ 

蓮田市役所出張所 蓮田市大字黒浜２７９９－１ 

坂戸駅前出張所 坂戸市緑町２－２ 

埼玉県 

文京学園埼玉出張所 ふじみ野市亀久保１１９６ 

稲毛駅西口出張所 千葉市稲毛区稲毛東３－１５－９ 

幕張本郷駅東口出張所 千葉市花見川区幕張本郷５－５－１５ 

京成千葉駅出張所 千葉市中央区新町２５０－３ 

南行徳出張所 市川市相之川４－６－１１ 

船橋駅南口出張所 船橋市本町４－２－１７ 

日本大学理工学部出張所 船橋市習志野台７－２４－１ 

馬橋駅前出張所 松戸市馬橋１０４－１ 

松戸駅東口出張所 松戸市松戸１２３０－１ 

東京理科大学出張所 野田市山崎東亀山２６４１ 

津田沼駅南口出張所 習志野市津田沼１－１－１ 

廣池学園出張所 柏市光ヶ丘２－１－１ 

モラージュ柏出張所 柏市大山台２－３ 

カスミ南柏駅前店出張所 柏市豊四季５０９－５８ 

北柏駅前出張所 柏市北柏２－１－１ 

我孫子駅南口出張所 我孫子市本町２－１ 

千葉県 

鎌ケ谷富岡一丁目出張所 鎌ケ谷市富岡１－９－２５ 
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都道府県 名称 所在地 

パレスサイドビル出張所 千代田区一ツ橋１－１－１ 

山王パークタワー地下鉄連絡階出張所 千代田区永田町２－１１－１ 

弁護士会館出張所 千代田区霞が関１－１－１ 

東京海上日動ビル出張所 千代田区丸の内１－２－１ 

大丸東京店ノースタワー出張所 千代田区丸の内１－９－１ 

丸ビル出張所 千代田区丸の内２－４－１ 

東京ビル 1 階出張所 千代田区丸の内２－７－３ 

新東京ビル出張所 千代田区丸の内３－３－１ 

日本生命丸の内ビル１階出張所 千代田区丸の内１－６－６ 

神田岩本町出張所 千代田区岩本町２－１２－７ 

アルカディア市ヶ谷出張所 千代田区九段北４－２－２５ 

半蔵門駅前出張所 千代田区麹町１－８ 

二松学舎大学九段キャンパス出張所 千代田区三番町６－１６ 

岩本町駅前出張所 千代田区神田岩本町４－１２ 

神田駿河台二丁目出張所 千代田区神田駿河台２－１－１９ 

淡路町駅前出張所 千代田区神田須田町１－４－８ 

秋葉原駅東口出張所 千代田区神田平河町２ 

神田駅南口出張所 千代田区鍛冶町１－３－６ 

東神田出張所 千代田区東神田１－１１－７－１０３ 

ガーデンエアタワー出張所 千代田区飯田橋３－１０－１０ 

大塚商会本社ビル出張所 千代田区飯田橋２－１８－４ 

法政大学出張所 千代田区富士見２－１７－１ 

永田町駅前出張所 千代田区平河町２－７－２ 

有楽町第一出張所 千代田区有楽町２－１０－１ 

銀座一丁目駅前出張所 中央区銀座１－５－１１ 

銀座ナイン１号館出張所 中央区銀座８－５ 

新川リバー通り出張所 中央区新川２－１９－８ 

新富町駅前出張所 中央区新富２－１４－７ 

築地駅前出張所 中央区築地３－１０－１０ 

東日本橋駅前出張所 中央区東日本橋３－１２－９ 

コレド日本橋出張所 中央区日本橋１－４－１ 

日本橋蛎殻町一丁目出張所 中央区日本橋蛎殻町１－１７－２ 

日本橋兜町出張所 中央区日本橋兜町８－８ 

茅場町駅前出張所 中央区日本橋茅場町１－１１－９ 

高島屋東京店出張所 中央区日本橋２－４－１ 

新日本橋駅前出張所 中央区日本橋本町４－８－１６ 

新赤坂出張所 港区虎ノ門２－２－５ 

虎ノ門三丁目出張所 港区虎ノ門３－１７－１１ 

神谷町駅前出張所 港区虎ノ門５－８－６ 

品川インターシティ出張所 港区港南２－１５－２ 

慶應義塾大学三田出張所 港区三田２－１５－４５ 

東京都 

三田ＮＮビル出張所 港区芝４－１－２３ 
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都道府県 名称 所在地 

グランパークタワー出張所 港区芝浦３－４－１ 

芝浦出張所 港区芝浦３－１６－１ 

トヨタアドミニスタ芝浦ビル出張所 港区芝浦４－８－３ 

西麻布交差点出張所 港区西麻布２－１３－１１ 

赤坂駅前出張所 港区赤坂５－４－９ 

東京ミッドタウン出張所 港区赤坂９－７－４ 

日テレプラザ出張所 港区東新橋１－６－１ 

南麻布二丁目出張所 港区南麻布２－１２－７ 

小滝橋交差点出張所 新宿区高田馬場３－３７－５ 

市谷田町出張所 新宿区市谷田町２－１－５ 

牛込柳町出張所 新宿区市谷柳町５ 

若松河田出張所 新宿区若松町３２ 

伊勢丹パークシティ前出張所 新宿区新宿５－１６－１ 

東新宿駅南出張所 新宿区新宿６－２９－３ 

小田急新宿駅出張所 新宿区西新宿１－１－３ 

新宿野村ビル出張所 新宿区西新宿１－２６－２ 

オフィス２４西新宿店出張所 新宿区西新宿７－１１－１ 

西早稲田出張所 新宿区西早稲田１－４－１４ 

中井駅前出張所 新宿区中落合１－１７－１ 

新宿富久町出張所 新宿区富久町９－１１ 

護国寺駅前出張所 文京区音羽２－４－２ 

日中友好会館出張所 文京区後楽１－５－３ 

根津駅前出張所 文京区根津１－１－２３ 

千駄木駅前出張所 文京区千駄木３－４０－２ 

新大塚駅前出張所 文京区大塚５－９－３ 

湯島駅前出張所 文京区湯島３－３１－３ 

白山駅前出張所 文京区白山５－３６－１１ 

本郷大横丁通り出張所 文京区本郷２－１９－７ 

本郷三丁目出張所 文京区本郷３－１８－１４ 

東京ドームシティ前出張所 文京区本郷１－２０－４ 

田原町駅前出張所 台東区寿２－１－１３ 

稲荷町駅前出張所 台東区東上野３－３４－８ 

雷門前出張所 台東区雷門２－１９－１０ 

菊川駅前出張所 墨田区菊川３－１６－２ 

本所吾妻橋駅前出張所 墨田区吾妻橋２－１－８ 

東急ストア錦糸町店出張所 墨田区太平４－１－５ 

リバーサイド隅田出張所 墨田区堤通１－１９－１１ 

曳舟駅前出張所 墨田区東向島２－３０－９ 

東向島駅前出張所 墨田区東向島５－３－５ 

江東住吉出張所 江東区住吉２－８－１３ 

西大島駅前出張所 江東区大島１－３３－１３ 

東京都 

大島駅前出張所 江東区大島６－１１－１ 
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都道府県 名称 所在地 

東急旗の台駅出張所 品川区旗の台２－１３－１ 

戸越出張所 品川区戸越３－２－４ 

戸越公園駅前出張所 品川区戸越５－１１－８ 

目黒駅東口出張所 品川区上大崎２－１３－３３ 

不動前出張所 品川区西五反田４－２９－１７大貫ビル１階

五反田駅東口出張所 品川区東五反田５－２６－５ 

立会川駅前出張所 品川区東大井２－２８－５ 

大森海岸駅前出張所 品川区南大井３－３１－１１ 

青物横丁駅前第二出張所 品川区南品川３－５－３ 

新馬場駅北出張所 品川区北品川２－１５－１０ 

駒場出張所 目黒区駒場２－１－６ 

東急自由が丘駅出張所 目黒区自由が丘１－９－８ 

洗足駅前出張所 目黒区洗足２－２５－１ 

池尻大橋駅前第二出張所 目黒区大橋２－２４－４ 

ダイエー碑文谷店出張所 目黒区碑文谷４－１－１ 

下丸子駅前出張所 大田区下丸子３－８－１５ 

京急蒲田駅前出張所 大田区蒲田４－６－６ 

糀谷駅前出張所 大田区西糀谷４－２７－１０ 

大森町出張所 大田区大森西３－１５－１０ 

梅屋敷駅前出張所 大田区大森中２－２４－１ 

平和島駅前出張所 大田区大森北６－１４－１０ 

沼部駅前出張所 大田区田園調布本町２９－２ 

馬込出張所 大田区北馬込２－１８－３ 

武蔵新田駅前出張所 大田区矢口１－６－１ 

奥沢駅前出張所 世田谷区奥沢３－３１－８ 

九品仏駅前出張所 世田谷区奥沢８－３１－６ 

豪徳寺駅前出張所 世田谷区豪徳寺１－４５－９ 

日本大学文理学部出張所 世田谷区桜上水３－２５－４０ 

東急桜新町駅出張所 世田谷区桜新町２－８ 

下高井戸出張所 世田谷区松原３－４１－５ 

上北沢駅前出張所 世田谷区上北沢４－１４－６ 

成城学園前駅南口出張所 世田谷区成城２－３５ 

下高井戸駅前出張所 世田谷区赤堤４－４８－１２ 

池ノ上駅前出張所 世田谷区代沢２－４４－１５ 

等々力駅前出張所 世田谷区等々力３－５－８ 

梅ケ丘駅前出張所 世田谷区梅丘１－２５－３ 

尾山台駅南口出張所 世田谷区尾山台３－１０－９ 

恵比寿駅前出張所 渋谷区恵比寿１－１１－１３ 

広尾ガーデンヒルズ出張所 渋谷区広尾４－１－１１ 

笹塚十号通り出張所 渋谷区笹塚２－１１－６ 

JR 渋谷駅新南口前出張所 渋谷区渋谷３－２７－１４ 

東京都 

神宮前出張所 渋谷区渋谷１－２３－２１ 
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都道府県 名称 所在地 

渋谷三丁目出張所 渋谷区渋谷３－９－１０ 

渋谷宮益坂出張所 渋谷区渋谷２－１９－２０ 

神宮前二丁目出張所 渋谷区神宮前２－２０－１２ 

千駄ヶ谷駅前出張所 渋谷区千駄ヶ谷１－１８－２４ 

東急代官山駅出張所 渋谷区代官山町１９－４ 

新宿マインズタワー出張所 渋谷区代々木２－１－１ 

小田急サザンタワー出張所 渋谷区代々木２－２－１ 

新宿文化クイントビル出張所 渋谷区代々木３－２２－７ 

渋谷中央街出張所 渋谷区道玄坂１－３－８ 

渋東シネタワー出張所 渋谷区道玄坂２－６－１７ 

幡ケ谷駅前出張所 渋谷区幡ケ谷２－６－１ 

代々木八幡駅前出張所 渋谷区富ケ谷１－６－９ 

初台第二出張所 渋谷区本町１－３－４ 

初台北口出張所 渋谷区本町２－７－１０ 

都立家政駅前出張所 中野区若宮３－２２－１ 

沼袋駅前出張所 中野区沼袋３－２６－１１ 

新井薬師前駅前出張所 中野区上高田３－４０－５ 

中野北口出張所 中野区中野５－６８－１１ 

東中野駅前出張所 中野区東中野１－５０－３ 

落合駅前出張所 中野区東中野３－１４－１４ 

中野坂上駅前出張所 中野区本町１－３２－２ 

西永福駅前出張所 杉並区永福３－３５－７ 

井荻駅前出張所 杉並区上井草１－２４－１７ 

上荻出張所 杉並区上荻２－３８－１２ 

南阿佐ヶ谷駅前出張所 杉並区成田東５－４２－１０ 

高円寺駅前出張所 杉並区高円寺北２－４－６ 

立教大学池袋キャンパス出張所 豊島区西池袋３－３４－１ 

下板橋駅前出張所 豊島区池袋本町４－４３－１２ 

東長崎駅前出張所 豊島区長崎４－７－１１ 

サンシャインシティ前出張所 豊島区東池袋４－２６－１０ 

東池袋駅前出張所 豊島区東池袋４－６－１０ 

学習院出張所 豊島区目白１－５－１ 

千川駅前出張所 豊島区要町３－２２－１ 

赤羽駅西口出張所 北区赤羽西１－５－１ 

コモディイイダ滝野川店出張所 北区滝野川７－２３－１ 

板橋駅前出張所 北区滝野川７－２－４ 

駒込駅東口出張所 北区中里１－１－１－１０１ 

田端駅前通出張所 北区田端１－１９－８ 

町屋駅前出張所 荒川区荒川７－２０－１ 

西日暮里駅前出張所 荒川区西日暮里５－１３－１１ 

日暮里駅前出張所 荒川区東日暮里５－５２－２ 

東京家政大学出張所 板橋区加賀１－１８－１ 

東京都 

新高島平駅前出張所 板橋区高島平４－２３－１５ 
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上板橋駅南口出張所 板橋区上板橋１－２１－５ 

大山駅北口出張所 板橋区大山東町１９－６ 

中板橋駅前出張所 板橋区中板橋２２－３ 

ときわ台駅前出張所 板橋区南常盤台１－２７－２ 

武蔵関駅前出張所 練馬区関町北２－２８－１９ 

光が丘駅南口出張所 練馬区光が丘３－９－２ 

光が丘出張所 練馬区光が丘５－１－１ 

上石神井駅前出張所 練馬区上石神井２－２５－３ 

中村橋駅前出張所 練馬区中村北３－２３－５ 

大泉学園駅南口出張所 練馬区東大泉６－３４－３１ 

北千住駅東口出張所 足立区千住旭町４０－２９ 

梅島駅前出張所 足立区梅田８－３－１１ 

綾瀬駅前第二出張所 葛飾区小菅４－１２－５ 

堀切菖蒲園駅前出張所 葛飾区堀切４－１０－３ 

京成立石駅前出張所 葛飾区立石１－２２－１ 

八王子高倉出張所 八王子市高倉町４６－８ 

帝京大学八王子校舎１３号館前出張所 八王子市大塚３５９ 

南大沢三丁目出張所 八王子市南大沢３－９ 

立川駅南口出張所 立川市柴崎町２－１－６ 

吉祥寺駅南口井の頭通り出張所 武蔵野市吉祥寺南町１－５－１０ 

成蹊大学出張所 武蔵野市吉祥寺北町３－３－１ 

武蔵境駅北口出張所 武蔵野市境１－２－２６ 

亜細亜大学出張所 武蔵野市境５－２４－１０ 

イトーヨーカドー武蔵境店出張所 武蔵野市境南町２－２－２０ 

武蔵野市役所出張所 武蔵野市緑町２－２－２８ 

三鷹台駅前出張所 三鷹市井の頭２－７－９ 

井の頭公園出張所 三鷹市井の頭３－１２－１１ 

府中市役所出張所 府中市宮西町２－２４ 

武蔵野台駅前出張所 府中市白糸台４－１７－１ 

西調布駅前出張所 調布市上石原１－３９－４ 

マルエツ調布店出張所 調布市調布ケ丘１－１８－１ 

飛田給駅前出張所 調布市飛田給２－１８－１６ 

スーパー三和小川店出張所 町田市金森１７７１－１ 

法政大学多摩キャンパス出張所 町田市相原町４３４２ 

町田駅北口出張所 町田市中町１－１－３ 

南町田駅前出張所 町田市鶴間３－３－１ 

つくし野出張所 町田市南つくし野４－１７－１６ 

法政大学小金井出張所 小金井市梶野町３－７－２ 

津田塾大学出張所 小平市津田町２－１－１ 

明星大学日野キャンパス出張所 日野市程久保２－１－１ 

日野駅前出張所 日野市日野本町３－１０－３ 

東京経済大学出張所 国分寺市南町１－７－３４ 

東京都 

狛江駅前出張所 狛江市東和泉１－２２－１６ 
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多摩市役所出張所 多摩市関戸６－１２－１ 

西東京市役所保谷庁舎出張所 西東京市中町１－５－１ 

東京都 

東伏見駅前出張所 西東京市富士町４－１７－９ 

横浜商科大学出張所 横浜市鶴見区東寺尾４－１１－１ 

鶴見豊岡出張所 横浜市鶴見区豊岡町４０－１８ 

反町駅前出張所 横浜市神奈川区松本町２－１３－７ 

東神奈川駅前出張所 横浜市神奈川区西神奈川１－７－３ 

東急東白楽駅出張所 横浜市神奈川区白楽１２－１ 

そごう横浜店出張所 横浜市西区高島２－１８－１ 

元町出張所 横浜市中区石川町１－１５ 

金沢シーサイドタウン出張所 横浜市金沢区並木１－１７ 

東急綱島駅出張所 横浜市港北区綱島西１－１－８ 

オーロラモール東戸塚店出張所 横浜市戸塚区品濃町５３７－１ 

高島屋港南台店出張所 横浜市港南区港南台３－１－３ 

二俣川駅南口出張所 横浜市旭区二俣川２－５８ 

東急江田駅出張所 横浜市青葉区荏田町２３６０ 

青葉桂台出張所 横浜市青葉区桂台２－１ 

市が尾駅前出張所 横浜市青葉区市ヶ尾町１１５３－３ 

港北東急ショッピングセンター第二出張所 横浜市都筑区茅ケ崎中央５－１ 

港北東急ショッピングセンター出張所 横浜市都筑区茅ケ崎中央５－１ 

ミューザ川崎出張所 川崎市幸区大宮町１３１０ 

新丸子駅前出張所 川崎市中原区新丸子東１－８３１ 

東急二子新地駅出張所 川崎市高津区二子２－２－１ 

東急高津駅出張所 川崎市高津区二子４－１－１ 

向ケ丘遊園駅前出張所 川崎市多摩区登戸２７０５ 

宮崎台駅前出張所 川崎市宮前区宮崎２－１０－６ 

鷺沼駅前出張所 川崎市宮前区鷺沼３－１－２ 

横須賀中央駅出張所 横須賀市若松町２－２５ 

三菱電機鎌倉製作所南門前出張所 鎌倉市上町屋１５４－６ 

イトーヨーカドー大船店出張所 鎌倉市大船６－１－１ 

長谷駅前出張所 鎌倉市長谷２－２０４ 

日本大学生物資源科学部出張所 藤沢市亀井野１８６６ 

藤沢駅北口出張所 藤沢市藤沢１０８ 

藤沢南出張所 藤沢市南藤沢４－１６ 

茅ヶ崎駅南口出張所 茅ヶ崎市幸町２２－６ 

矢部駅前出張所 相模原市中央区矢部３－１８－２ 

相模大野駅南口出張所 相模原市南区相模大野７－８－１３ 

北里大学中央出張所 相模原市南区北里１－１５－１ 

京王橋本駅出張所 相模原市緑区橋本２－３－２ 

帝京大学薬学部出張所 相模原市緑区寸沢嵐１０９１－１ 

小田急東海大学前出張所 秦野市南矢名１－１－１ 

海老名市役所出張所 海老名市勝瀬１７５ 

神奈川県 

ダイエー海老名店出張所 海老名市中央３－２－５ 

以上 


