
 

 

 

令和 2年 4 月 23 日 

各 位 

茨城県信用組合 

 

茨城県信用組合（理事長 渡邉 武）は、新型コロナウイルス感染症拡大により影響を

受けている、中小企業および個人事業主のお客さま、個人のお客さまの各種ご相談に対応

するため、ゴールデンウィーク期間の「休日相談窓口」を設置いたしますので、下記のと

おりお知らせいたします。 

 
記 

 
【ゴールデンウィーク期間中の「休日相談窓口」の概要】 

実施期間 
令和 2 年 5 月 2 日（土）・3 日（日） 9：00～17：00 
令和 2 年 5 月 4 日（月）～ 6 日（水） 9：00～15：00 

実施店舗 別紙をご覧ください 

対象のお客さま 
・中小企業および個人事業主のお客さま 
・個人のお客さま 

相談内容 
・事業性融資（新規、借り換え等）、返済条件の変更、資金

繰り全般に関するご相談 
・各種ローンに関するご相談 

事前予約 
新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、ご相談は

原則事前予約にて受付いたします。 
ご予約は下記店舗へ直接ご連絡ください。 

 

 

以 上 

 

 

 

ゴールデンウィーク期間中の「休日相談窓口」の設置について 

 

いつも親切 

茨城県信用組合 



 
【別紙：休日相談窓口設置店舗一覧】 

 
5 月 2 日（土）・5 月 3 日（日）  ９：００ ～ １７：００ 

市町村 店舗名 所在地 電話番号 

水戸市 

本店営業部 水戸市大町 2-3-12 029-231-2131

上水戸支店 水戸市上水戸 3-3-28 029-231-3246

下市支店 水戸市本町 3-2-29 029-224-0123

日立市 
日立支店 日立市若葉町 1-18-18 0294-22-5171

多賀支店 日立市多賀町 2-16-5 0294-36-2171

土浦市 
土浦支店 土浦市中央 2-10-19 029-821-5114

千束町支店 土浦市千束町 5-4 029-824-0711

古河市 古河支店 古河市東 4-19-36 0280-32-7411

下妻市 下妻支店 下妻市下妻丁 106-4 0296-43-2131

常総市 水海道支店 常総市水海道諏訪町 3280-2 0297-22-2511

北茨城市 大津支店 北茨城市大津町北町 3-5-8 0293-46-1148

笠間市 友部支店 笠間市美原 1-1-34 0296-77-1166

取手市 取手支店 取手市新町 5-16-10 0297-73-3121

つくば市 大穂支店 つくば市大曽根 3241-1 029-864-0211

ひたちなか市 
湊支店 ひたちなか市湊本町 6-16 029-263-3511

勝田支店 ひたちなか市堀口中原 685-3 029-274-2131

鹿嶋市 鹿島支店 鹿嶋市宮中 5207-1 0299-83-7422

守谷市 守谷支店 守谷市百合ヶ丘 3-2787-144 0297-48-3231

那珂市 那珂支店 那珂市菅谷 2279-24 029-295-1112

筑西市 下館支店 筑西市二木成 80-3 0296-24-5131

神栖市 神栖支店 神栖市神栖 1-17-16 0299-92-1917

小美玉市 小川支店 小美玉市中延 141 0299-58-2121

茨城町 奥谷支店 東茨城郡茨城町小堤 1014-36 029-292-1165

 
 

 

 



 

  5 月 4 日（月）  ９：００ ～ １５：００ 

市町村 店舗名 所在地 電話番号 

水戸市 本店営業部 水戸市大町 2-3-12 029-231-2131

日立市 日立支店 日立市若葉町 1-18-18 0294-22-5171

下妻市 下妻支店 下妻市下妻丁 106-4 0296-43-2131

つくば市 大穂支店 つくば市大曽根 3241-1 029-864-0211

神栖市 神栖支店 神栖市神栖 1-17-16 0299-92-1917

茨城町 奥谷支店 東茨城郡茨城町小堤 1014-36 029-292-1165

 

 

  5 月 5 日（火）  ９：００ ～ １５：００ 

市町村 店舗名 所在地 電話番号 

水戸市 下市支店 水戸市本町 3-2-29 029-224-0123

日立市 多賀支店 日立市多賀町 2-16-5 0294-36-2171

古河市 古河支店 古河市東 4-19-36 0280-32-7411

つくば市 つくば中央支店 つくば市春日 2-27-1 029-860-2323

取手市 取手支店 取手市新町 5-16-10 0297-73-3121

小美玉市 小川支店 小美玉市中延 141 0299-58-2121

 

 

  5 月 6 日（水）  ９：００ ～ １５：００ 

市町村 店舗名 所在地 電話番号 

常総市 水海道支店 常総市水海道諏訪町 3280-2 0297-22-2511

笠間市 友部支店 笠間市美原 1-1-34 0296-77-1166

鹿嶋市 鹿島支店 鹿嶋市宮中 5207-1 0299-83-7422

つくば市 つくば中央支店 つくば市春日 2-27-1 029-860-2323

ひたちなか市 勝田支店 ひたちなか市堀口中原 685-3 029-274-2131

那珂市 那珂支店 那珂市菅谷 2279-24 029-295-1112

 


