
一部店舗の窓口営業時間変更について 

2021年3月1日 

 株式会社福岡銀行（取締役会長兼頭取 柴戸 隆成）では、ポストコロナ環境下で「継続的な感染
拡大防止」と「新しい生活様式」の中で提唱された「働き方のスタイルの変化」の一環として、一
部の店舗において営業時間を変更しますのでお知らせいたします。なお、営業時間の変更前と変更
後において、取扱業務に変更はございません。 

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

記 

1.変更日 

  2021年3月1日（月）より 

2.実施内容 

（1）対象店舗 

136店舗（別紙をご参照ください） 

（2）変更内容 

 

 

 

※北九州市庁内支店の窓口休業時間は11:00～12:00です。 

※店舗内に設置しているATMの営業時間は変更ございません 

 

変更前 変更後※ 

窓口営業時間 平日 9:00～15:00 
     9:00 ～ 11:30 
平日 12:30 ～ 15:00 
（窓口休業時間 11:30～12:30） 

以 上 



対象店舗一覧 (1/4) 

＜ 別 紙 ＞ 

店舗名 住所 電話番号 

相生支店 北九州市八幡西区鉄竜１丁目４番１６号 093－621－0436 

赤坂門支店 福岡市中央区赤坂１丁目１４番３１号 092－771－2861 

赤間支店 宗像市土穴1丁目１番２０号 0940－33－7211 

朝倉支店 福岡県朝倉市宮野２０４４番地１ 0946-52-2772 

朝倉街道支店 福岡県筑紫野市針摺中央二丁目４番１号 092-924-7711 

芦屋支店 福岡県遠賀郡芦屋町緑ヶ丘１番３０号 093-222-1355 

荒江支店 福岡市早良区荒江２丁目９番５号 092－821－4231 

有田支店 福岡市早良区有田四丁目３７番２４号 092-862-2125 

飯塚本町支店 福岡県飯塚市本町８番２４号 0948-22-2900 

井尻支店 福岡市南区井尻５丁目４番１０号 092－591－3831 

稲築支店 嘉麻市鴨生２４２番地２３ 0948－42－1331 

今宿支店 福岡市西区今宿駅前１丁目２番１６号 092－807－8441 

宇部支店 山口県宇部市新天町二丁目１番６号 0836-31-5911 

宇美支店 糟屋郡宇美町宇美３丁目１番１号 092－932－1000 

大分支店 大分県大分市都町三丁目１番１号 097-533-1151 

大川支店 大川市榎津２５９－３ 0944－86－2111 

大木支店 福岡県三潴郡大木町大字八町牟田２５５番地４ 0944-32-0005 

大隈支店 福岡県嘉麻市大隈町１０３９番地２ 0948-57-0001 

大阪支店 大阪府大阪市中央区備後町三丁目６番２号 06-6261-6951 

岡垣支店 遠賀郡岡垣町中央台３丁目１番１１号 093－283－2121 

小笹支店 福岡市中央区小笹一丁目１番３号 092-406-2621 

鹿児島営業部 鹿児島県鹿児島市中央町１５番２３ 099-253-1991 

春日支店 春日市天神山５丁目１０番２号 092－586－6725 

春日原支店 春日市春日原北町３丁目１６番６号 092－581－8532 

粕屋支店 糟屋郡粕屋町若宮１丁目８番８号 092－939－1151 

金田支店 田川郡福智町金田１１３８番地１ 0947－22－0035 

唐津支店 佐賀県唐津市大名小路３１０番の３６ 0955-72-5171 

川崎支店 福岡県田川郡川崎町大字川崎８７９番地１ 0947-73-2626 

苅田支店 京都郡苅田町京町１丁目１２番地１３ 093－434－0831 

北九州卸市場支店 北九州市小倉北区西港町９４番地９ 093－583－2050 

北九州市庁内支店 北九州市小倉北区城内１番１号 093－582－4195 

北野支店 久留米市北野町中３２９８番地５ 0942－78－3111 

基山支店 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦１８６番地５９ 0942-92-2711 

熊本営業部 熊本県熊本市中央区花畑町１２番３号 096-352-4131 

黒木支店 福岡県八女市黒木町黒木１３０番地１ 0943-42-1144 

＜対象店舗はあいうえお順に記載＞ 



対象店舗一覧 (2/4) 

＜ 別 紙 ＞ 

＜対象店舗はあいうえお順に記載＞ 

店舗名 住所 電話番号 

黒門支店 福岡市中央区黒門５番２８号 092－781－7731 

けやき通り支店 福岡市中央区赤坂２丁目１番３号 092－722－5678 

国分支店 久留米市国分町１１７２番地７ 0942－22－5152 

小倉東支店 北九州市小倉南区上葛原１丁目１４番１２号 093－921－1531 

小竹支店 福岡県鞍手郡小竹町大字勝野３７６５番地３６ 09496-2-0611 

後藤寺支店 田川市春日町１番３０号 0947－42－0800 

小嶺支店 北九州市八幡西区千代１丁目１番１０号 093－613－1300 

佐賀支店 佐賀県佐賀市駅南本町５番４号 0952-24-8271 

笹丘支店 福岡市中央区笹丘一丁目３０番２号 092-406-2481 

篠栗支店 糟屋郡篠栗町中央４丁目１１番１号 092－948－1100 

佐世保支店 長崎県佐世保市三浦町１番２６号 0956-23-4111 

雑餉隈支店 福岡市博多区竹丘町２丁目２番２１号 092－581－1531 

三ヶ森支店 北九州市八幡西区三ケ森４丁目１１番１４号 093－611－2300 

椎田支店 福岡県築上郡築上町大字椎田９６６番地５ 0930-56-0001 

七条支店 北九州市八幡東区荒生田二丁目２番２３号 093-651-2733 

志免支店 糟屋郡志免町志免２丁目２番１号 092－935－1221 

下大利支店 大野城市下大利１丁目９番２２号 092－582－7373 

下関支店 山口県下関市竹崎町一丁目１７番６号 083-222-8146 

城野支店 北九州市小倉北区片野新町２丁目１３番２６号 093－921－3486 

上陽出張所 福岡県八女市上陽町北川内３４７番地３ 0943-54-3111 

新宮支店 福岡市東区和白丘１丁目２１番８号 092－608－0101 

周船寺支店 福岡市西区周船寺２丁目１４番３５号 092－807－0111 

住吉支店 福岡市博多区美野島２丁目１５番１０号 092－431－3161 

瀬高支店 みやま市瀬高町下庄１５７５番地１ 0944－62－5171 

善導寺支店 久留米市善導寺町飯田６３１番地１ 0942－47－1003 

添田支店 福岡県田川郡添田町大字添田１１７９番地１ 0947-82-1200 

曽根支店 北九州市小倉南区田原新町２丁目１０番２０号 093－473－3330 

曽根北支店 北九州市小倉南区曽根北町４番９号 093－473－4481 

大善寺支店 久留米市大善寺町宮本２１５２番地 0942－27－2161 

高須支店 北九州市若松区高須東４丁目１番４３号 093－741－0030 

高宮支店 福岡市南区高宮５丁目２番５号 092－531－4938 

太宰府支店 太宰府市宰府１丁目７番１５号 092－924－5061 

田主丸支店 久留米市田主丸町田主丸５３３番地８ 0943－72－2141 

田町支店 福岡市早良区田村一丁目１番２号 092-863-6331 

筑後支店 筑後市山ノ井２５８番地２ 0942－52－3151 



対象店舗一覧 (3/4) 

＜ 別 紙 ＞ 

＜対象店舗はあいうえお順に記載＞ 

店舗名 住所 電話番号 

筑紫支店 筑紫野市原田７丁目４番６号 092－926－2131 

筑紫通支店 福岡市博多区博多駅南４丁目１番３号 092－441－6101 

千鳥支店 福岡県古賀市舞の里三丁目１番２号 092-944-0202 

中央市場支店 福岡市中央区長浜３丁目１１番３号 092－711－6461 

月隈支店 福岡市博多区東月隈４丁目１番５号 092－503－1311 

天神町支店 福岡市中央区天神１丁目６番８号 092－723－2001 

天道支店 飯塚市天道４１３番地２ 0948－22－1030 

土井支店 福岡市東区土井一丁目８番２０号 092-692-7681 

東京支店 東京都中央区八重洲二丁目８番７号 03-3242-6821 

徳力支店 北九州市小倉南区徳力１丁目１４番１号 093－961－3081 

鳥栖支店 佐賀県鳥栖市本通町１丁目８０２番１１ 0942－82－2154 

戸畑支店 北九州市戸畑区汐井町１丁目８番 093－871－3121 

長崎支店 長崎県長崎市万才町５番１７号 095-822-8101 

中島支店 福岡県柳川市大和町中島８８６番地 0944-76-4144 

長住支店 福岡市南区長住２丁目２１番１３号 092－541－0638 

中津支店 大分県中津市枝町１７００番地９ 0979-22-1450 

中間支店 中間市上蓮花寺１丁目２番１号 093－245－0281 

名古屋支店 愛知県名古屋市中区錦一丁目５番１３号 052-231-6231 

七隈支店 福岡市城南区七隈四丁目２番２７号 092-871-0001 

奈良屋町支店 福岡市博多区奈良屋町１番１１号 092－281－2233 

野方支店 福岡市西区壱岐団地７６番２号 092－811－3731 

野芥支店 福岡市早良区野芥２丁目７番１号 092－862－3611 

昇町支店 春日市昇町３丁目２番地 092－573－8761 

博多支店 福岡市博多区上川端町１２番２０号 092－291－2131 

博多駅東支店 福岡市博多区博多駅東２丁目６番１号 092－431－3036 

博多南支店 福岡市博多区那珂５丁目８番４７号 092－431－2961 

杷木支店 福岡県朝倉市杷木池田６９１番１ 0946-62-1116 

箱崎支店 福岡市東区箱崎１丁目４番１３号 092－641－0331 

花畑支店 久留米市西町９３５番地１３ 0942－34－4318 

原支店 福岡市早良区原３丁目１５番１７号 092－831－2000 

樋井川支店 福岡市城南区堤１丁目１番４１号 092－864－6111 

東久留米支店 久留米市東町３７番地１１ 0942－32－5225 

日田支店 大分県日田市中央一丁目３番２２号 0973-24-4111 

ひびきの支店 北九州市若松区塩屋二丁目１番１４号 093-741-2531 

平尾支店 福岡市中央区那の川２丁目９番２２号 092－531－0861 



対象店舗一覧 (4/4) 

＜ 別 紙 ＞ 

＜対象店舗はあいうえお順に記載＞ 

店舗名 住所 電話番号 

広川支店 八女郡広川町大字新代１８７８番地 0943－32－1171 

広島支店 広島県広島市中区大手町二丁目７番１０号 082-248-3741 

福岡空港支店 福岡市博多区大字下臼井７６７番地の１ 092－611－5961 

福岡流通ｾﾝﾀｰ支店 福岡市東区多の津４丁目９番７号 092－622－2430 

福間支店 福津市中央３丁目８番６号 0940－42－1246 

藤崎支店 福岡市早良区弥生１丁目１番２１号 092－821－1231 

豊前支店 豊前市赤熊１３６１番地１ 0979－83－3330 

二島支店 北九州市若松区鴨生田二丁目３番９号 093-701-3533 

星野出張所 福岡県八女市星野村１３０８９番地３ 0943-52-2277 

三池支店 大牟田市歴木３７４番地２ 0944－54－3696 

湊町支店 福岡市中央区港２丁目６番８号 092－751－5183 

南ヶ丘支店 大野城市南ケ丘３丁目１番２２号 092－596－5951 

南小倉支店 北九州市小倉北区清水三丁目９番４号 093-561-3731 

三萩野支店 北九州市小倉北区香春口１丁目１５番１号 093－921－8284 

宮崎支店 宮崎県宮崎市橘通東四丁目１番５号 0985-22-4101 

宮田支店 宮若市宮田５９番１５ 0949－32－0520 

美和台支店 福岡市東区三苫３丁目２番４７号 092－607－3131 

宗像支店 宗像市東郷五丁目４番５号 0940－36－2017 

門司支店 北九州市門司区栄町２番９号 093－321－3981 

門司駅前支店 北九州市門司区高田１丁目１番２０号 093－381－0937 

守恒支店 北九州市小倉南区守恒二丁目８番２２号 093-962-0881 

屋形原支店 福岡市南区中尾２丁目２番２３号 092－511－3111 

薬院支店 福岡市中央区薬院３丁目１６番２１号 092－531－2031 

夜須支店 朝倉郡筑前町篠隈３５０番地２ 0946－42－2002 

矢部出張所 福岡県八女市矢部村北矢部１０５２８番地 0943-47-2890 

山田支店 福岡県嘉麻市上山田１４０３番地１６ 0948-52-0831 

吉井支店 うきは市吉井町１１４９番地１ 0943－75－2131 

吉塚支店 福岡市博多区吉塚１丁目１５番１３号 092－611－2431 

六本松支店 福岡市中央区六本松２丁目１４番３号 092－781－0731 

若松支店 北九州市若松区中川町４番１号 093－761－5031 

渡瀬支店 福岡県みやま市高田町濃施３８９番地１ 0944-22-5831 


