近畿大阪銀行のネットワーク
支店・出張所

生野区

西淀川区

摂津市

門真市

大阪府（大阪市内）

生野支店

生野区中川2-16-17
(06)6751-1181

塚本支店

千里丘駅前支店

門真南支店

東住吉区

淀川区

正雀支店

古川橋支店

針中野支店

十三支店

中央区
本店営業部

中央区本町2-1-6
(06)6264-2341

谷町支店

東住吉区鷹合2-1-8
(06)6698-7001

難波支店

東住吉区矢田4-18-4
(06)6692-3655

中央区谷町6-9-1
(06)6762-8251

矢田支店

中央区難波2-2-3
(06)6212-8801

北田辺支店

東住吉区北田辺4-23-4
(06)6713-0281

森ノ宮
OBPオフィスビル

北区
梅田営業部

北区曽根崎2-16-19メッセージ梅田ビル
(06)6315-9751

近畿大阪銀行

天神橋筋支店

北区天神橋4-8-2
(06)6358-5231

平野区平野市町3-5-23
(06)6791-3051
平野区喜連2-7-28
(06)6790-1811

住吉支店

住吉区墨江4-10-5
(06)6672-1771

長居支店

住吉区我孫子東1-10-6
(06)6607-3351

西区京町堀1-6-5
(06)6447-2471

阿倍野区

天王寺区

阿倍野区阿倍野筋3-9-10
(06)6621-1321

鶴橋支店

都島支店

城東区
城東支店

城東区中央1-9-29
(06)6932-3771

千林西支店

旭区大宮3-19-21
(06)6951-3371

森小路

鶴見支店

鶴見区諸口3-1-25
(06)6913-1781

放出支店

鶴見区放出東3-22-24
(06)6968-9601

東成区
今里支店

東成区大今里南3-1-6
(06)6971-8131

緑橋支店

東成区東中本2-1-27
(06)6981-4381

豊中市
豊中支店

豊中市本町1-10-11
(06)6853-2321

服部支店

豊中市服部本町1-6-3
(06)6864-0321

豊中北

吹田市
吹田支店

大東市住道2-1-102
(072)872-0481

高槻支店高槻南出張所

大東市学園町3-6
(072)876-1851

高槻市城北町1-1-5
(072)675-1221
高槻市登町53-1
(072)672-9565

富田支店

高槻市富田町1-6-13
(072)695-1331

茨木支店柱本出張所
高槻市柱本新町7-14
(072)678-0900

高槻北

枚方市
枚方支店

枚方市岡東町18-23
(072)841-2086

枚方支店光善寺駅前出張所
枚方市北中振3-20-30
(072)833-2351

牧野支店

枚方市牧野本町1-22-18
(072)857-6165

津田支店

王子支店西田辺出張所

豊津支店千里山出張所

アル・プラザ枚方

西成区
天下茶屋支店

西成区花園南2-7-19
(06)6659-1001

住之江区
住之江区住之江2-2-8
(06)6675-0331

玉出支店

住之江区粉浜西1-1-7
(06)6671-2901

大正区
大正通支店

大正区泉尾1-1-12
(06)6552-1571

鶴町

吹田市千里山西5-2-3
(06)6384-9251

イズミヤ千里丘店

池田市
石橋支店

池田市石橋1-9-18
(072)762-1301

箕面市
箕面支店

箕面市萱野4-3-10野口ビル
(072)721-6711

箕面支店箕面あお出張所
箕面市粟生間谷西2-6-20
(072)729-6655

ジェット

茨木市
茨木支店

茨木市元町3-18
(072)622-8761

港区

富田支店総持寺出張所

弁天町

茨木市中総持寺町3-33
(072)635-3641

福島区

茨木サニータウン
イオン茨木

野田支店

福島区吉野3-22-24
(06)6462-5201

ライフ門真店

高槻支店高槻中央出張所

藤阪

豊津支店

門真市末広町8-1-102
(06)6906-1131

大東市

高槻市芥川町1-9-51
(072)685-6646

吹田市垂水町1-20-4
(06)6386-6121

千里丘支店

門真市島頭4-7-13
(072)884-3781

高槻支店

王子支店

ポートタウン

鶴見区

大阪府（大阪市外）

高槻市

吹田市山田南20-7
(06)6875-8081

住之江支店

旭区

東淀川区西淡路3-9-8
(06)6322-4051

摂津市正雀本町1-1-35
(06)6382-3801

阿倍野支店

阿倍野区阪南町5-24-28
(06)6692-3301

都島区都島本通3-28-17
(06)6921-1331

井高野支店

摂津市千里丘1-8-8
(06)6389-1271

吹田市寿町1-4-3
(06)6381-4161

阿倍野区王子町3-2-20
(06)6623-8851

都島区

東淀川区大隅1-1-3
(06)6326-0881

喜連支店

九条支店

天王寺区舟橋町15-19
(06)6761-5551

東淀川支店

西淡路支店

住吉区

本町営業部

東淀川区

平野支店

西区

堀江支店

淀川区十三本町2-1-1
(06)6301-2631

平野区

平野区長吉六反3-5-7
(06)6707-0105

西区九条南3-1-1
(06)6581-0871

西淀川区柏里2-2-1
(06)6471-0001

東淀川区井高野2-1-52
(06)6340-4635

長吉支店

ディアモール大阪

西区南堀江1-24-15
(06)6538-1631
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【 2016年6月末現在:本支店99、出張所19
店舗外現金自動設備31、合計149拠点 】

枚方市津田駅前1-26-2
(072)858-6101

長尾支店

枚方市長尾元町5-24-1
(072)867-2312

ライフ御殿山店

交野市

住道支店

四條畷支店
鴻池

四條畷市
忍ヶ丘支店

四條畷市岡山2-1-65
(072)877-0501

東大阪市
東大阪支店

東大阪市永和1-2-1
(06)6722-2341

高井田支店

東大阪市高井田中5-6-12
(06)6784-1201

弥刀支店

東大阪市金岡2-1-8
(06)6727-1111

東大阪中央支店

東大阪市菱屋東2-17-33
(06)6788-0381

花園支店

東大阪市花園本町1-6-2
(072)962-1301

石切支店

東大阪市東石切町3-7-15
(072)987-6871

吉田

八尾市
八尾支店

交野支店

八尾市本町3-2-16
(072)991-0721

交野支店交野郡津出張所

八尾市安中町1-4-11
(072)993-5750

星田

八尾市天王寺屋7-23
(072)949-8493

寝屋川市

八尾市山本町南1-4-14
(072)998-5551

寝屋川支店

ライフ志紀店

交野市私部3-12-6
(072)891-5721
交野市郡津5-23-1
(072)892-2921

寝屋川市池田南町13-23
(072)828-4921

寝屋川支店寝屋川東出張所
寝屋川市明徳2-11-8
(072)824-5301

萱島支店

寝屋川市下神田町27-10
(072)826-9561

香里中央支店

寝屋川市香里南之町31-6
(072)833-2221

アル・プラザ香里園
寝屋川打上

守口市
守口支店

守口市本町2-5-18守口CIDビル内
(06)6991-3631

八尾支店八尾中央出張所
志紀支店
山本支店

羽曳野市
羽曳野支店

羽曳野市羽曳が丘5-1-6
(072)957-3381

藤井寺支店恵我之荘出張所
羽曳野市恵我之荘4-4-22
(072)952-0201

藤井寺市
藤井寺支店

藤井寺市春日丘1-1-31
(072)955-9281

道明寺支店

藤井寺市道明寺1-4-39
(072)953-5601

守口きんだ支店

守口市金田町1-58-4
(06)6903-7791

店舗外ATM

（注）2016年6月末現在で作成しましたので、2016年7月1日以降、表示内容が変更となる場合がございます。
なお当社ホームページで最新の情報がご覧いただけます。（URL:http://www.kinkiosakabank.co.jp）
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松原市

兵庫県

松原支店

神戸支店

岡

尼崎支店

松原市上田1-1-2
(072)332-0771

神戸市中央区中町通4-2-21
(078)362-2163
尼崎市昭和通4-131
(06)6412-0511

富田林市

尼崎支店武庫之荘出張所

富田林支店

富田林市本町18-9カナヤビル1F
(0721)23-2885

富田林支店金剛東出張所
富田林市向陽台3-1-1
(0721)29-3831

喜志支店

富田林市喜志町3-10-2
(0721)26-3871

西宮支店

西宮市室川町6-10
(0798)74-1040

西宮支店甲東園出張所
西宮市上大市1-6-27
(0798)53-7555

宝塚支店

宝塚市光明町6-39
(0797)71-5432

大阪狭山市

めふ支店

狭山支店

大阪狭山市大野台2-1-11
(0721)366-0061

宝塚市売布3-12-18
(0797)84-5301

めふ支店川西萩原出張所

堺支店

堺市堺区宿院町東1-2-3
(072)221-6521

堺東支店

神戸西
浜甲子園

京都府

堺市堺区一条通9-27
(072)238-1941

京都支店

浅香支店

堺市北区東浅香山町1-255-4
(072)255-1801

深井支店

京都市下京区四条通堀川西入唐津屋町535
(075)841-9377

奈良県

堺市中区宮園町2-14
(072)279-4581

富雄支店

美原支店

堺市美原区北余部54-9
(072)362-4366

喜志支店美原さつき野出張所
堺市美原区さつき野東1-5-1
(072)362-0101

助松支店鳳出張所

堺市西区鳳東町4-353
(072)273-1101

西友楽市上野芝店
堺八田

奈良市富雄元町2-6-45
(0742)43-1951

高田支店

大和高田市西三倉堂1-2-7
(0745)52-6901

愛知県
名古屋支店

名古屋市中区錦3-14-12
(052)962-2351

大阪府
うめだ住宅ローンセンター

大阪市北区曽根崎2丁目16番19号メッセージ梅田ビル
近畿大阪銀行梅田営業部地下２階
(06)6315-9752

あべの住宅ローンセンター

大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1-100
地下鉄谷町線「阿倍野」駅・あべのベルタ1階
(06)6631-8911

谷町住宅ローンセンター
大阪市中央区谷町6-9-1
近畿大阪銀行谷町支店2階
(06)6762-3620

なんば住宅ローンセンター
大阪市中央区難波2-2-3
近畿大阪銀行難波支店2階
(06)6213-8597

放出住宅ローンセンター

大阪市鶴見区放出東3-22-24
近畿大阪銀行放出支店2階
(06)6968-9625

豊中住宅ローンセンター
豊中市本町1-10-11
近畿大阪銀行豊中支店3階
(06)6853-2671

高槻住宅ローンセンター
高槻市芥川町1-9-51
近畿大阪銀行高槻支店2階
(072)685-6653

千里丘駅前住宅ローンセンター
摂津市千里丘1-8-8
近畿大阪銀行千里丘駅前支店1階
(06)6389-1471

光善寺駅前住宅ローンセンター

枚方市北中振3-20-30
近畿大阪銀行光善寺駅前出張所2階
(072)833-2360

四條畷住宅ローンセンター
大東市学園町3-6
近畿大阪銀行四條畷支店2階
(072)876-1857

東大阪住宅ローンセンター

東大阪市水走2-14-16
近鉄けいはんな線「吉田」駅6号出口東200m
(072)966-2181

弥刀住宅ローンセンター

東大阪市大蓮東2-20-20
近鉄大阪線「弥刀」駅西300m
(06)6732-1713

ライフ福田店
諏訪森

藤井寺住宅ローンセンター
藤井寺市春日丘1-1-31
近畿大阪銀行藤井寺支店１階
(072)955-7715

高石市
助松支店

堺住宅ローンセンター

高石市綾園7-7-20
(072)263-6581

堺市堺区一条通9-27
近畿大阪銀行堺東支店2階
(072)221-0692

高石支店

高石市取石1-12-5
(072)273-9500

羽衣住宅ローンセンター
高石市東羽衣3-10-3
近畿大阪銀行羽衣支店2階
(072)264-2891

羽衣支店

高石市東羽衣3-10-3
(072)264-2801

銀行代理業者に関する事項

1. 銀行代理業者の商号、
名称又は氏名
株式会社りそな銀行
株式会社埼玉りそな銀行
2. 上記銀行代理業者が当該銀行の
ために銀行代理業を営む営業所
又は事務所の名称
(1) 株式会社りそな銀行
りそな銀行の本支店、有人出
張所・カスタマーセンター島
根およびカスタマーセンター
大阪において当銀行の銀行代
理業を行っております。ただ
し、仙台支店郡山出張所、東
京エイティエム支店、振込集
中第一支店、サンライズ支店、
平成第一支店、口振第一支店、
外国為替業務室、証券信託業
務支店、年金管理サービス支
店、不動産営業部、東京営業
部信託サポートオフィス出張
所、東京営業部信託SRオフィ
ス出張所、東京営業部信託KO
オフィス出張所、ローンサポ
ート支店および各ローンプラ
ザ出張所を除きます。
各営業所等の名称については、
りそな銀行のネットワーク
（144 〜 148ページ）に掲載
しております。
（カスタマーセンター島根およ
びカスタマーセンター大阪を
除く)
(2) 株式会社埼玉りそな銀行
埼玉りそな銀行の本支店およ
び有人出張所において当銀行
の銀行代理業を行っておりま
す。ただし、埼玉エイティエ
ム支店、さくらそう支店、し
らこばと支店、東京外国事務
センター、住宅ローン支店お
よび住宅ローンご相談プラザ
（出張所）を除きます。
各営業所等の名称については、
埼玉りそな銀行のネットワー
ク（230 〜 233ページ）に
掲載しております。

近畿大阪銀行

川西市萩原台東1-272
(072)757-3061

堺市
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岸和田住宅ローンセンター

和泉市
高石支店鶴山台出張所
和泉市鶴山台3-9-24
(0725)43-5325

岸和田市宮本町2-5
近畿大阪銀行岸和田支店内
(072)423-1301

兵庫県
神戸住宅ローンセンター

岸和田市

神戸市中央区中町通4-2-21
近畿大阪銀行神戸支店内
(078)362-2193

岸和田支店

岸和田市宮本町2-5
(072)423-0821

尼崎住宅ローンセンター
尼崎市昭和通4-131
近畿大阪銀行尼崎支店２階
(06)6412-0551

下松駅前

泉佐野市
佐野支店

尼崎市武庫之荘4-10-1
(06)6433-1671

住宅ローンセンター

西宮住宅ローンセンター

泉佐野市上町3-10-12
(072)462-2121

西宮市室川町6-10
近畿大阪銀行西宮支店2階
(0798)74-2200
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