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ブロック営業体制の導入および店舗再整備の実施について 

 

株式会社 鳥取銀行（頭取 平井 耕司）では、中期経営計画「共創 Innovation」（2021年度～2023

年度）で掲げる取組みとして、下記のとおり、ブロック営業体制の導入および店舗再整備を実施

いたしますのでお知らせします。 

ブロック営業体制は、お客さまの利便性を確保しつつ、これまで以上に質の高い金融サービス

をご提供することを目的に実施するものであり、店舗機能の見直しや経営資源の集約化により、

コンサルティング機能の向上に取組んでいくことで、お客さまの課題解決や成長につながる  

コンサルティングサービスを一層強化してまいります。 

今回のブロック営業体制の導入および店舗再整備の実施により、店舗の移転、窓口の取扱業務の

変更や営業時間の変更、店舗名変更など、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お願い申し上げます。 

当行は今後もお客さまにより良いサービスを提供し、「地域を支え、明るい未来を創造する  

コンサルティングバンク」を目指してまいります。 

 
 

記 
 

１．新たにブロック営業体制を導入する店舗について 

導入日 ブロック名 導入対象店舗 店舗機能 

2022年 7月 4日（月） 
倉吉中央 

ブロック 

倉吉中央支店 ブロック統括店（フルバンキング） 

東伯支店 
エリア店（預金等の窓口業務に特化） 

赤碕出張所 

2022年 8月 8日（月） 
倉吉支店 

エリア店（預金等の窓口業務に特化） 
大栄支店 

（注1） 店舗名、所在地、電話番号につきましては、変更ございません。 
（注2） 資産運用、事業性融資、住宅ローン、消費者ローンのご相談・お手続きは、ブロック統括店にて   

承ります。 
（注3） 外国送金取扱店は、2022 年 8月 8 日（月）より、倉吉支店から倉吉中央支店に変更となります。 
（注4） エリア店となる東伯支店、倉吉支店の窓口営業時間は、昼休業導入により、以下の通りとなります。

（赤碕出張所、大栄支店は昼休業導入済） 
平日 9:00～11:30 および 12:30～15:00（休業時間 11:30～12:30） 

 

２．ブロック営業体制導入に伴う店舗内店舗の位置変更について 

関金出張所（店舗内店舗） 

位置変更日       2022年 8月 8日（月） 

 該当店舗 移転後 

店舗名 関金出張所(店番 149) 変更ございません 

所在地 倉吉市明治町 1029-1(倉吉支店内) 倉吉市上井町 1-200(倉吉中央支店内) 

電話番号 （0858）23-1551 （0858）26-0051 

（注1） 関金出張所は 2013年 3月 4 日に店舗内店舗として倉吉支店内に移転して営業しておりましたが、 
ブロック営業体制の導入に伴いブロック統括店となる倉吉中央支店内に位置変更するものです。 

（注2） 位置変更に伴う店舗名やお客さまの口座番号の変更はありません。また、お持ちの通帳・証書・ 
キャッシュカードは引き続きご利用いただけます。 

（注3） 位置変更後、資産運用、事業性融資、住宅ローン、消費者ローンのご相談・お手続きは、ブロック
統括店となる倉吉中央支店にて承ります。 

 



３．境港市内店舗の再整備について 

①境港支店の店舗移転 

移転日         2022年 9月 12日（月） 

現所在地での最終営業日 2022年 9月 9日（金） 

 該当店舗 移転後 

店舗名 境港支店(店番 166) 変更ございません 

所在地 境港市上道町 2174-9 境港市明治町 3(現 境中央支店) 

営業時間 平日 9：00 ～ 15：00 変更ございません 

電話番号 （0859）44-2631 変更ございません 
（注1） 店舗名、営業時間、電話番号につきましては、現在と変更ございません。 
（注2） 移転に伴う店舗名やお客さまの口座番号の変更はございません。また、お持ちの通帳・証書・ 

キャッシュカードは引き続きご利用いただけます。 
（注3） 現所在地にありますＡＴＭコーナーは 2022年 9月 9 日（金）17：00 をもちまして営業を終了 

させていただきます。 

 

②境中央支店の店舗内店舗化 

変更日         2022年 9月 12日（月） 

現店舗での最終営業日  2022年 9月 9日（金） 

 該当店舗 変更後 

店舗名 境中央支店(店番 141) 変更ございません 

所在地 境港市明治町 3 境港市明治町 3 (境港支店内) 

営業時間 平日 9：00 ～ 15：00 変更ございません 

電話番号 （0859）42-3708 （0859）44-2631 
（注1） 所在地は現在と変更ございません。移転後は境港支店内での営業となります。 
（注2） 店舗内店舗化に伴う店舗名やお客さまの口座番号の変更はございません。また、お持ちの通帳・  

証書・キャッシュカードは引き続きご利用いただけます。ただし、一部お手続きが必要となる場合
がございますが、その際は別途ご案内させていただきます。 

（注3） ＡＴＭコーナーは現店舗内にて、境港支店の店舗内 ATM として引き続き営業させていただきます。
ただし、2022 年 9 月 9 日（金）17：00 から 9 月 11 日（日）まで、切替作業等のため、休止と 
させていただきます。 

 

③誠道出張所（店舗内店舗）の主管店変更 

変更日         2022年 9月 12日（月） 

 該当店舗 変更後 

店舗名 誠道出張所(店番 174) 変更ございません 

所在地 境港市明治町 3 (境中央支店内) 境港市明治町 3 (境港支店内) 

営業時間 平日 9：00 ～ 15：00 変更ございません 

電話番号 （0859）42-3708 （0859）44-2631 
（注1） 誠道出張所は 2018 年 12 月 10 日に店舗内店舗として境中央支店内に移転して営業しておりました

が、境中央支店の店舗内店舗化に伴い、境港支店に主管店を変更するものです。 
（注2） 主管店変更に伴う店舗名やお客さまの口座番号の変更はありません。また、お持ちの通帳・証書・ 

キャッシュカードは引き続きご利用いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．店舗内店舗形態での移転および店舗名・営業時間の変更について 

イオン鳥取北支店 

移転日         2022年 7月 11日（月） 

現店舗での最終営業日  2022年 7月 8日（金） 

 該当店舗 移転後 

店舗名 イオン鳥取北支店(店番 804) オオルリ支店(店番 804) 

所在地 鳥取市晩稲 348 鳥取市千代水 2-1(鳥取西支店内) 

営業時間 
平日  10：00 ～ 18：00 

土日祝 10：00 ～ 18：00 
平日 9：00 ～ 15：00 

電話番号 （0857）38-3881 （0857）28-5521 
（注1） 新たな店名となる「オオルリ」は、鳥取市の「市の鳥」に選ばれている青い鳥です。 
（注2） 所在地、営業時間、電話番号につきましては、移転後の店舗と同一となります。 
（注3） 移転および店舗名変更に伴うお客さまの口座番号の変更はございません。また、お持ちの通帳・ 

証書・キャッシュカードは引き続きご利用いただけます。ただし、一部お手続きが必要となる場合
がございますが、その際は別途ご案内させていただきます。 

（注4） ＡＴＭコーナーは 2022年 7月 8 日（金）17：00 をもちまして営業を終了させていただきます。 
なお、イオンモール鳥取北店 C 西入口付近にございます「イオンモール鳥取北 ATM」は 
2022 年 7 月 9 日以降も引き続き営業いたします。 

（注5） 店舗移転作業のため、2022 年 7 月 9 日（土）から 7 月 10 日（日）まで営業を休止させていただき
ます。また 2022年 7月 8 日（金）は 15：00 をもちまして窓口の営業を終了させていただきます。 

 

 

以 上 

 

＜本件に関する各種お取引やお手続きに関するお問合せ先＞ 
ダイレクトマーケティングセンター TEL 0120-86-6915 

 
＜ニュースリリースについてのお問い合わせ先＞ 
経営統括部（須田・尾﨑） TEL 0857-37-0260 


