りそな銀行のネットワーク
支店・出張所

津田沼支店

習志野市津田沼1-2-1
047(475)2151

北海道

東京営業部 成田空港出張所

札幌市中央区北一条西4-1-2
011(221)5151

東京営業部 成田空港第2出張所

成田国際空港
第2旅客ターミナルビル3階出国階
0476(33)0971

宮城県

野菊野出張所

仙台支店

仙台市青葉区一番町2-4-1
022(262)1161

松戸ニッセイエデンの園出張所
馬橋出張所
江戸川台駅東口出張所

福島県

流山おおたかの森駅出張所

仙台支店 郡山出張所

柏の葉キャンパス駅出張所

郡山市駅前2-10-16
024(925)7821

アスモ出張所
ヨークマート習志野台店出張所

茨城県

新松戸駅前出張所
千葉駅前出張所

土浦支店

稲毛出張所

土浦市大和町1-1
029(822)6721

つくば出張所

東京都
千代田区

栃木県

九段支店

宇都宮支店

千代田区九段南1-5-6
03(3261)1185

宇都宮市馬場通り4-3-12
028(622)5281

神田支店

栃木出張所

千代田区神田須田町1-1-4
03(3251)7231

群馬県

秋葉原支店

千代田区神田和泉町1
03(3866)1171

前橋支店

衆議院支店

前橋市本町1-2-16
027(231)6241

千代田区永田町2-2-1
03(3581)3754

参議院支店

埼玉県

千代田区永田町2-1-1
03(3581)0251

朝霞台支店

市ヶ谷支店

朝霞市東弁財1-3-11
048(474)1131

千代田区九段南4-8-26
03(3262)7611

ライフ新座店出張所

国立国会図書館出張所
飯田橋駅東口出張所

千葉県

岩本町出張所
お茶の水聖橋出張所

柏支店

柏市旭町1-5-1
04(7145)7121

神田駅西口出張所

柏支店 流山おおたかの森出張所

有楽町出張所

東京メトロ銀座駅銀座口出張所
八重洲地下街メイン・アベニュー

コレド室町3出張所

コレド室町3地下1階出張所
都営地下鉄月島駅出張所

港区
芝支店

港区芝大門1-14-6
03(3431)1121

新橋支店

浦安支店

虎ノ門支店

港区西新橋1-6-21
03(3502)3751

麻布支店

港区麻布十番1-11-8
03(3584)0961

東京ミッドタウン支店
港区赤坂9-7-1
03(3746)1001

神谷町出張所
新橋駅汐留口出張所
品川駅前出張所
プラザ地下1階出張所
青山出張所
東京モノレール浜松町駅出張所
東京メトロ表参道出張所

新宿区

茂原支店

茂原市千代田町1-4-1
0475(23)6211

北習志野支店

船橋市習志野台2-49-1
047(465)7311

北小金支店

室町支店

中央区日本橋室町1-5-5
03(3279)4411

水天宮出張所

松戸市小金49-3
047(342)1171

京橋出張所

千葉支店

千葉市中央区中央1-1-3
043(225)1133

市川支店

市川市八幡2-6-13
047(334)0185
不動産業務取扱店
外貨両替専門店
店舗外ATM

新富一丁目出張所
築地出張所
月島出張所
銀座すずらん通り出張所

鶯谷出張所
東武浅草駅前出張所

墨田区

新宿区新宿3-2-1
03(3356)3231

神楽坂支店

本所支店

墨田区緑1-16-1
03(3634)1191

錦糸町支店

墨田区江東橋2-12-8
03(3632)1211

向島出張所
錦糸町駅南口出張所

飯田橋駅前出張所
早大正門前出張所
東京メトロ飯田橋駅中央口出張所
東京メトロ新宿駅東口出張所
東京メトロ丸ノ内線新宿三丁目駅出張所

東京メトロ早稲田駅出張所

文京区
東京営業部

文京区後楽2-5-1
03(6704)1111

不動産営業部

文京区後楽2-5-1
03(6704) 1400

世田谷区三軒茶屋2-16-11
03(3410)1231

豪徳寺支店
祖師谷支店

世田谷区祖師谷3-1-21
03(3482)3121

等々力支店

世田谷区等々力3-12-5
03(3702)0181

梅丘出張所
成城学園駅前出張所

渋谷区
渋谷区渋谷2-20-11
03(3498)3211

渋谷インフォスタワー出張所
恵比寿プライムスクエア出張所
代々木駅前出張所

中野区

中野支店 新井薬師出張所

亀戸支店

江東区亀戸2-27-7
03(3683)5511

錦糸町支店

東陽町出張所

豊洲支店

りそな東京本社出張所
東京メトロ門前仲町駅西口出張所

品川区

四谷出張所

世田谷支店

江東区

早稲田支店

新宿駅新南口出張所

世田谷区

中野支店

ららぽーと豊洲出張所

曙橋出張所

羽田空港国際線ターミナル出張所

東京スカイツリータウンソラマチ店出張所

新宿区神楽坂6-70
03(3269)0161

新宿西口出張所

雪ヶ谷出張所

渋谷支店

新宿支店

若松町出張所

中央区日本橋3-6-2
03(3276)6611

台東区駒形1-4-18
03(3844)4181

江東区豊洲3-3-3
03(3534)9761

中央区

東京中央支店

台東区上野5-25-11
03(3831)1161

新都心営業部

新宿区西新宿6-12-1
03(5323)3351

大田区西蒲田5-27-10
03(3731)0101

世田谷区豪徳寺1-24-8
03(3420)6151

江東区東陽4-1-13
03(3615)8211

東京メトロ神保町駅東口出張所
ヨドバシAkiba出張所

中央区日本橋1-11-1
03(3278)1281

東京メトロ後楽園駅南口出張所

浅草橋駅前出張所

港区西新橋1-6-21
03(3502)3101

新宿大ガード西出張所

日本橋支店

浦安市北栄1-16-1
047(353)5511

ウインズ後楽園第2出張所

東京公務部

港区芝４-13-2
03(3452)1711

東京メトロ九段下駅九段下口出張所

市川市行徳駅前2-1-15
047(357)6161

ウインズ後楽園第1出張所

浅草支店

成田支店
行徳支店

白山出張所

田町支店

東京オペラシティ出張所

成田市花崎町816
0476(22)5721

小石川四丁目出張所

上野支店

港区赤坂2-3-6
03(3582)3271

東京駅八重洲北口出張所
丸の内オアゾ出張所

イトーヨーカドー大森店出張所

文京区小石川5-5-5
03(3944)2131

赤坂支店

船橋市本町7-7-1
047(423)4701

秋葉原駅電気街口北出張所

茗荷谷支店

台東区

新宿区戸塚町1-104-2
03(3203)0131

船橋支店

蒲田支店

文京区本郷2-27-20
03(3812)1251

港区新橋1-16-4
03(3595)2111

麹町日テレ通り出張所

流山市西初石6-182-3
04(7154)7091

本郷支店

りそな銀行

成田国際空港
第1旅客ターミナルビル1階入国階
0476(33)0091

札幌支店

【 2016年6月末現在：本支店277、出張所74
】
店舗外現金自動設備527、合計878拠点

中野区中野2-30-4
03(3381)7266
中野区新井5-23-10
03(3319)6681

杉並区
荻窪支店

杉並区天沼3-5-4
03(3391)2281

井荻支店

杉並区下井草5-18-12
03(3394)6811

高円寺支店

杉並区高円寺北2-11-7
03(3337)1141

西荻窪駅前出張所

品川支店

浜田山出張所
成田東出張所

目黒駅前支店

豊島区

品川区南品川5-6-6
03(3474)0511
品川区上大崎3-2-1
03(3443)6651

五反田支店

品川区西五反田1-23-9
03(3492)3957

八潮パークタウン出張所
大井町駅前出張所
小山出張所
ゲートシティ大崎出張所

目黒区
中目黒支店

目黒区上目黒3-2-3
03(3713)2111

学芸大学駅前支店
目黒区鷹番3-3-20
03(3712)3131

財
務
・
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
デ
ー
タ
セ
ク
シ
ョ
ン

池袋支店

豊島区南池袋1-21-5
03(3987)3111

池袋支店 目白出張所
豊島区目白3-13-9
03(3953)1271

池袋支店 大塚出張所
豊島区南大塚2-41-3
03(3941)1195

東武池袋駅南口出張所
東武百貨店池袋店出張所
東武ホープセンター出張所
池袋駅南通路出張所
池袋駅東口出張所
都営地下鉄巣鴨駅出張所

大鳥出張所

大田区
大森支店

大田区大森北1-30-3
03(3763)3311

（注）1. 2016年６月末現在で作成しておりますので、2016年７月１日以降、表示内容等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.resona-gr.co.jp/resonabank）
2. 企業内、学校内、コンビニエンスストア内などに設置している店舗外現金自動設備については、記載していない場合がございます。
3. 東京エイティエム支店、口振第一支店、振込集中第一支店、サンライズ支店、平成第一支店、アルファ支店、ベータ支店、ローンサポート支店、
証券信託業務支店、年金管理サービス支店、外国為替業務室、同深川出張所、同大阪出張所、東京営業部信託サポートオフィス出張所、信託SRオ
フィス出張所、信託KOオフィス出張所については記載しておりません。これらの支店では窓口・ATM業務は行っておりません。なお、不動産営
業部、外貨両替専門店、法人向け金融総合相談コーナー、バンクタイム・ココニモATM（2,542拠点）および共同設置の店舗外現金自動設備は上
記【 】内の合計に含めておりません。
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北区

23区以外

王子支店

あきる野支店

北区王子1-16-1
03(3911)0131

あきる野市秋川2-18-3
042(558)2611

りそな銀行

尾久駅前出張所

あきる野支店

東十条出張所

荒川区

五日市出張所

日暮里支店

荒川区西日暮里2-29-3
03(3891)5161

本町田出張所

吉祥寺支店

本町出張所

八王子支店

八王子市横山町19-1
042(642)0211

常盤台支店

板橋区常盤台2-6-6
03(3960)6101

久米川支店

東村山市栄町2-8-20
042(393)2111

成増支店

板橋区成増2-21-6
03(3930)3181

府中中河原支店

上板橋駅南口出張所

練馬支店

練馬区石神井町3-25-12
03(3996)0641

ヨークマート石神井店出張所
練馬中村橋出張所
大泉学園駅前出張所

東村山支店

東村山市野口町1-3-1
042(393)1101

ひばりヶ丘支店

西東京市谷戸町3-27-20
042(422)5111
小平市学園東町1-4-37
042(341)2511

花小金井支店

千住支店

小平市花小金井1-1-8
042(467)6611

足立区千住2-55
03(3882)5111

調布支店

竹ノ塚支店

足立区竹の塚1-39-14-102
03(3884)0611

西新井支店

調布市小島町1-12-6
042(486)5151

東青梅支店

青梅市東青梅2-17-4
0428(22)2121

足立区梅島2-3-12
03(3887)7811

東青梅支店

東武北千住駅出張所

青梅プラザ出張所

竹の塚五丁目出張所

青梅市仲町295
0428(22)1101

花畑団地出張所

福生支店

足立出張所
西友竹の塚店出張所

昭島市昭和町5-4-15
042(545)1234

葛飾区堀切4-9-5
03(3697)2191

青戸支店

江戸川南支店
江戸川南支店

篠崎出張所

江戸川区篠崎町7-20-19
03(3678)4961

小岩支店

江戸川区南小岩6-31-12
03(3657)1131

西葛西支店

イオンモールむさし村山出張所
イオンモールむさし村山サウスコート出張所
イトーヨーカドー東久留米店出張所
東久留米駅東口出張所
東久留米団地出張所
いなげや秋津駅前店出張所
清瀬市役所出張所
府中北出張所
立川若葉町出張所
東大和市駅前出張所
東大和市役所出張所
河辺駅南口出張所
八王子駅前出張所
小田急町田駅南出張所
ららぽーと立川立飛出張所
立川駅北出張所
豊田駅北口出張所

神奈川県

横浜市戸塚区戸塚町16-1
045(871)4041

磯子支店

横浜市磯子区中浜町14-16
045(751)3141

弘明寺支店

横浜市南区通町2-35
045(731)5741
横浜市港南区上大岡西1-14-6
045(842)3641

金沢文庫出張所

横浜市金沢区泥亀2-13-1
045(701)1331

綱島支店

河辺支店

三ツ境支店

公立阿伎留医療センター出張所

平井駅北口出張所

三鷹駅南口出張所

日の出町役場出張所
三鷹台出張所

横浜市港北区綱島西1-7-4
045(541)5411

妙蓮寺出張所

横浜市港北区菊名1-7-23
045(433)1221

横浜市瀬谷区三ツ境105-5
045(362)5111

たまプラーザ支店

横浜市青葉区美しが丘1-9-17
045(901)7311

たまプラーザ支店 青葉台出張所
横浜市青葉区青葉台2-6-13
045(986)0861
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伊勢原支店

横浜市西区北幸1-11-7
045(323)6511

横浜西口支店

戸部出張所

横浜市西区浜松町1-18
045(231)3131

港北ニュータウン支店

横浜市都筑区茅ケ崎中央3-1
045(945)1551

横浜支店
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相模原市南区相模大野3-2-1-104
042(744)6311
伊勢原市伊勢原1-3-6
0463(92)1511

新百合ヶ丘支店

川崎市麻生区上麻生1-5-1
044(954)5111

かしわ台出張所
南林間東口出張所
相模原出張所

横浜市中区常盤町4-54
045(661)1111

古淵出張所

鶴見支店

綾瀬市役所出張所

横浜市鶴見区鶴見中央4-27-1
045(503)2211

トツカーナ出張所
井土ヶ谷出張所
大倉山駅前出張所
菊名駅前出張所

イオンつきみ野店出張所
上土棚出張所
長後駅東口出張所
貝塚一丁目出張所
かながわサイエンスパーク出張所
川崎アゼリア出張所

日吉駅西口出張所

神奈川歯科大学附属病院出張所

ドン・キホーテ二俣川店出張所
中山出張所

久里浜出張所

大口通商店街出張所

佐原出張所
湘南ハイランド出張所

和田町出張所
保土ヶ谷駅ビル出張所
昭和大学横浜市北部病院出張所
センター北駅出張所
仲町台駅前出張所
根岸駅前出張所
金沢文庫駅前出張所
日本大通出張所
鶴見駅西口出張所
本郷台駅前出張所

矢向駅出張所
新横浜駅出張所
横浜駅西口地下街第1出張所
横浜駅西口地下街第2出張所
そうてつローゼン南まきが原出張所

横須賀市役所出張所
三浦出張所
藤沢駅南口出張所
茅ヶ崎駅南口出張所
いなげや相模原下九沢店出張所
コピオ城山出張所
橋本駅南口出張所
愛川出張所
鹿島田駅出張所
ららテラス武蔵小杉出張所
ららぽーと海老名出張所

新潟県
長岡支店

長岡市大手通2-4-10
0258(36)4090

横浜市以外

山梨県

海老名支店

甲府支店

海老名市中央1-4-1
046(233)6511

厚木支店

東大和支店

あきる野市役所出張所

横浜西口支店

大和市西鶴間1-3-5
046(274)5151

綱島支店

青梅市河辺町10-2-9
0428(24)2401

相模大野支店

横浜市港北区新横浜3-8-12
045(475)2561

鶴間支店

東久留米滝山支店

東大和市中央3-853-2
042(565)5311

新横浜支店

子安駅前出張所

武蔵村山市役所出張所

上大岡支店

江戸川区西葛西5-5-1
03(3686)7511

東小松川出張所

拝島駅出張所

東府中支店

東久留米市滝山4-1-26
042(471)7611

江戸川区一之江6-19-8
03(3654)3211

東青梅駅北口出張所

上大岡支店

府中市若松町1-3-4
042(363)6111

江戸川区

バリュー新町店出張所

清瀬支店

清瀬市元町1-2-11
042(491)3515

葛飾区青戸3-32-16
03(3602)5141

青梅市役所出張所

戸塚支店

昭島支店

堀切支店

花小金井駅南口出張所

村山支店

東久留米市本町1-4-1
042(471)3201

葛飾区金町2-29-10
03(3607)3101

新小平駅前出張所

横浜市

東久留米支店

金町支店

小平東出張所

福生市福生1048
042(551)1021
武蔵村山市本町4-8-3
042(561)1211

葛飾区

小平市役所出張所

羽村出張所

小平支店

足立区

小平駅前出張所

成瀬支店

西東京市田無町4-1-2
042(461)1411

石神井支店

ひばりヶ丘駅北口出張所

小作駅前出張所

田無支店

練馬区豊玉北6-1-10
03(3991)1136

東村山市役所出張所

府中市住吉町4-10-11
042(366)3121
町田市南成瀬1-1-1
042(728)5211

練馬区

ヨドバシカメラ町田駅前店出張所
新秋津駅前出張所

立川市柴崎町3-6-29
042(522)4161

板橋区板橋3-1-1
03(3962)1131

いなげや狛江東野川店出張所

町田中央支店

立川支店

板橋支店

立川駅南口サザン1階出張所

国立支店

武蔵野市吉祥寺本町1-8-10
0422(22)3601

板橋区

立川駅南口グランデュオ6階出張所
イトーヨーカドー八王子店出張所

町田市中町1-1-16
042(720)7211

南千住出張所

ヨドバシ吉祥寺出張所

あきる野市五日市840-1
042(596)1311
国立市東1-4-13
042(572)8181

新三河島駅前出張所
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八幡町出張所

厚木市旭町1-25-3
046(228)1811

長後支店

藤沢市下土棚510-13
0466(43)1231

川崎支店

川崎市川崎区砂子2-5-11
044(245)2111

新川崎支店

甲府市丸の内2-30-1
055(222)5155

長野県
松本支店

松本市中央2-5-6
0263(32)3456

静岡県
浜松支店

浜松市中区田町224-31
053(453)0156

川崎市幸区鹿島田1-1-3
044(541)4371

聖隷浜松病院共同出張所

横須賀支店

聖隷三方原病院出張所

横須賀市若松町3-14-8
046(823)1600

小田原支店

小田原市栄町2-9-1
0465(22)1321

藤沢支店

藤沢市藤沢555
0466(23)3111

大船支店

鎌倉市大船1-22-5
0467(46)2111

大船支店

西鎌倉出張所

鎌倉市西鎌倉1-1-5
0467(31)0123

橋本支店

相模原市緑区橋本3-30-3
042(772)7345

グランドホテル浜松出張所
しずてつストア富士吉原店出張所
静岡出張所

愛知県
名古屋駅前支店

名古屋市中村区名駅南1-24-20
052(541)2266

名古屋支店

名古屋市中区錦2-15-22
052(201)8511

赤門通支店

名古屋市中区大須3-30-20
052(241)4101

今池支店

名古屋市千種区今池5-1-5
052(732)5311

栄出張所

難波支店

中央区難波3-6-11
06(6632)5031

滝子出張所
熱田出張所

玉造支店

大曽根出張所

尾張一宮駅前出張所
春日井出張所

イケマン堺筋ビル出張所
第二野村ビル出張所
京阪天満橋駅出張所
久太郎町出張所

中京競馬場出張所

JRセントラルタワーズスカイシャトル出張所
JRセントラルタワーズ桜通口出張所

三重県
津支店

クリスタ長堀出張所
船場センタービル出張所
ファッションスクウェア江綿出張所

津市東丸之内20-12
059(226)5106

大阪ビジネスパーク出張所
森ノ宮駅前出張所
南海なんば駅出張所

彦根市中央町6-18
0749(22)2121

ekimoなんば出張所

浜大津駅出張所
ブリヂストン彦根生活協同組合出張所
パナソニック前（岡町）出張所

京都府
京都支店

京都市中京区烏丸通四条上ル笋町691
075(221)1141

四条大宮支店

京都市中京区大宮通錦小路下ル
錦大宮町124-2
075(841)5371

長岡天神支店

長岡京市長岡2-30-19
075(951)6366

千本支店

京都市中京区聚楽廻東町3-3
075(841)5325

くずは支店

松井山手出張所

京田辺市山手中央1-12
0774(63)4241

山科出張所
下鴨出張所

大阪府庁本館出張所
クリスタ長堀・心斎橋出張所
心斎橋出張所
淀屋橋駅前出張所

都島区
京阪京橋支店

都島区東野田町2-2-10
06(6353)2121

JR京都駅出張所

野田支店

福島区大開1-1-12
06(6462)5331

福島支店

福島区福島3-14-21
06(6451)1831

此花区

朱雀出張所

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン出張所

向日出張所
アル・プラザ木津出張所
学研木津川台出張所
京都ヨドバシ出張所

大阪府（大阪市内）
中央区

大阪西区支店

西区立売堀3-1-14
06(6531)8131

四ツ橋駅前出張所

西長堀駅前出張所

大阪公務部

港区

中央区備後町2-2-1
06(6271)1221

市岡支店

船場支店

中央区北久宝寺町3-6-1
06(6251)0131

北浜支店

港区磯路1-3-3
06(6572)8881

朝潮橋駅前出張所
大阪港駅前出張所

中央区北浜2-2-22
06(6222)3551

御堂筋支店

大正区

大手支店

大正区千島2-5-15
06(6554)2211

中央区平野町4-1-2
06(6202)5531

大正支店

中央区谷町2-2-14
06(6942)5055

大正駅前出張所

大手支店府庁西出張所
中央区谷町2-2-22
06(6942)5055

西淀川区
歌島橋支店

西淀川区御幣島2-1-2
06(6471)2251

メラード大和田出張所

東淀川区
上新庄支店

東淀川区瑞光1-11-5
06(6325)4500

東住吉区南田辺1-9-38
06(6622)2171

駒川中野駅前出張所

西成区
萩ノ茶屋支店

西成区鶴見橋1-3-10
06(6641)2651

堺東支店

淀川区
淀川区西三国3-4-12
06(6391)1121

新大阪駅前支店

淀川区西中島4-3-14
06(6305)1171

神崎川駅前出張所
阪急三国駅出張所
新大阪駅北口出張所
JR新大阪駅出張所

今福鶴見駅前出張所

生野区

住之江区

生野支店

平林支店

北巽駅前出張所

大手支店

京阪千林駅前出張所

城東支店
野江支店

城東区野江4-1-3
06(6931)5151

鴫野西出張所
京阪関目駅前出張所
鴫野出張所
JR京橋駅出張所

阿倍野区

イオンモール鶴見緑地出張所

住之江区新北島3-8-29
06(6683)3801

咲洲出張所

住之江区南港北1-14-16
06(6612)7660

北加賀屋駅前出張所
住之江ショッピングプラザ出張所

平野区
平野支店

平野区平野西5-1-8
06(6703)1881

長吉支店

平野区長吉長原1-1-3
06(6790)5521

堂島支店

北区堂島浜1-4-16
06(6341)6651

梅田支店

北区角田町8-1
06(6312)8571

阿倍野橋支店 セブンデイズプラザあべのハルカス出張所

南森町支店

大阪鉄道病院出張所

梅田北口支店

近鉄大阪阿部野橋駅東口出張所
近鉄大阪阿部野橋駅出張所
あべのハルカスオフィスロビー出張所

住吉区
我孫子支店

住吉区我孫子東2-6-4
06(6692)2825

堺市堺区東湊町1-87-2
072(245)7111

金岡支店

堺市堺区北三国ヶ丘町8-8-18
072(238)6785

新金岡支店

堺市北区新金岡町4-1-12
072(255)4711

泉北支店

堺市南区茶山台1-2
072(291)3001
堺市南区原山台2-2-1
072(299)5331

光明池支店

堺市南区鴨谷台2-2-2
072(298)0151

北区天神橋7-1-24
06(6353)2241
北区天神橋2-北2-6
06(6351)6251
北区大深町1-1
06(6377)8711

大阪営業部 セブンデイズプラザうめきた出張所
北区大深町1-1
06(6377)7289

大阪営業部

堺市中区深井沢町3290
072(279)2521

北花田駅前出張所
イズミヤ百舌鳥店出張所
大阪府立大学出張所
堺市役所高層館出張所
南海中百舌鳥駅出張所
南海堺駅出張所
蔵前出張所
ライフ庭代台店出張所
深阪出張所
ライフ城山台店出張所
近畿大学医学部堺病院出張所

岸和田市
久米田支店

北区

天六支店

阿倍野区阿倍野筋1-1-43
06(4399)0210

堺支店
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深井支店

阿倍野橋支店

阿倍野区阿倍野筋1-5-10-100
06(6632)1031

堺市東区日置荘西町1-22-28
072(287)2741

泉北とが支店

鶴見区

東成区深江南3-22-9
06(6971)6451

旭区

堺市堺区北瓦町2-4-18
072(221)9001

初芝支店

三国支店

西中島出張所

近鉄鶴橋駅出張所

大阪府（大阪市外）
堺市

東成区

生野区中川6-9-18
06(6751)1251

ホワイティうめだ出張所
大阪駅中央出張所
大阪駅桜橋口出張所
阪急グランドビル出張所
サン広場地下通り出張所
グランフロント大阪出張所
阪急三番街出張所
ヤンマー本社ビル出張所

天下茶屋駅東出張所

東三国駅前出張所

東成区東小橋3-19-5
06(6971)0331

JR大阪天満宮駅出張所
JR北新地駅出張所
長柄出張所
阪神梅田駅出張所
阪神梅田駅西出張所
大阪駅北出張所

南海天下茶屋駅出張所

相川駅前出張所

西区

ドームシティガスビル出張所

中央区備後町2-2-1
06(6271)1221

大国町出張所

城東区今福西1-8-2
06(6932)4371

信濃橋出張所

不動産営業部

大阪恵美須出張所

城東区

なにわ筋出張所

中央区備後町2-2-1
06(6271)1221

浪速区幸町2-7-3
06(6561)7831

高見フローラルタウン出張所

ナインモール九条出張所

大阪営業部

田辺支店

京阪モール前出張所

福島区

杉本町駅前出張所

東住吉区

夕陽ヶ丘駅前出張所

我孫子道出張所

JR我孫子町駅前出張所

上本町駅前出張所

布施口支店

都島区都島本通3-22-11
06(6921)7731

住吉支店

天王寺ミオ・EAST出張所

鶴橋支店

JR海老江駅出張所

祗園出張所

天王寺ミオ出張所

都島支店

福島駅前出張所

龍谷大学出張所

寺田町駅前出張所

桜川支店

谷町出張所

彦根支店

桃谷駅前出張所

地下鉄本町駅出張所

日本橋駅前出張所

滋賀県

大阪赤十字病院出張所

住吉区清水丘2-29-8
06(6673)1301

天王寺区上本町6-5-13
06(6772)1151

浪速区

地下鉄なんば駅出張所

四日市出張所

住吉区長峡町2-7
06(6673)1231

松屋町出張所
大阪府庁別館出張所

住吉支店

上六支店

りそな銀行

名鉄名古屋駅出張所
名古屋三井ビルディング新館1階出張所

中央区玉造1-7-4
06(6762)5071

天王寺区

JR西日本出張所

北区芝田2-4-24
06(6372)0965

岸和田市大町484-1
072(443)6101

トーク東岸和田出張所

豊中市
豊中支店

豊中市本町1-6-7
06(6854)1221

千里中央支店

豊中市新千里東町1-2-1-201
06(6872)1001

豊中服部支店

豊中市服部本町1-7-1
06(6862)3031

大阪空港北ターミナルビル出張所
大阪空港南ターミナルビル出張所
岡町駅前出張所
豊中市役所出張所
螢池駅前出張所

ディアモール大阪出張所

庄内駅前出張所

地下鉄梅田駅出張所
地下鉄中津駅前出張所

大阪モノレール千里中央駅出張所

パークヒルズ出張所

146

ディスクロージャー誌 （宝印刷）

2016年07月11日 18時05分 49ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）

枚方市役所別館出張所
牧野駅前出張所

池田市
池田合同庁舎出張所

トップワールド香里ヶ丘店出張所

池田出張所

りそな銀行

楠葉朝日出張所
くずはモール出張所

吹田市
吹田支店

茨木市

吹田市朝日町3-116
06(6381)1831

茨木市永代町7-1
072(624)1121

吹田市津雲台1-1-2
06(6871)0191

茨木西支店

千里北支店

吹田市古江台4-2-D2-201
06(6872)0651

江坂支店

イオン新茨木店出張所

関大前出張所

平和堂真砂店出張所

JR吹田駅北口出張所

彩都出張所

吹田市役所出張所
ガーデンモール南千里出張所
アザール桃山台出張所

八尾市光町2-13
072(997)5211

イオン南千里店出張所

JR八尾駅前出張所

津雲台出張所

高安駅前出張所

山田出張所

八尾市役所出張所

豊津駅前出張所
平和堂岸辺店出張所
ららぽーとEXPOCITY出張所

泉大津市役所出張所
イズミヤ和泉府中店出張所

高槻市城北町2-1-18
072(675)1201

富田林支店

富田林市役所出張所
富田林病院出張所

高槻富田支店

高槻市富田町1-6-11
072(693)6711

寝屋川市

イオン高槻出張所
関西大学・高槻キャンパス出張所
ピーコックストア塚原店出張所

高槻市役所出張所

寝屋川支店

寝屋川市桜木町1-3
072(826)3301

寝屋川支店

みいが丘出張所

寝屋川市三井が丘4-12-6
072(824)7111

摂津富田駅前出張所

萱島駅前出張所
寝屋川市役所出張所

貝塚市

香里園駅出張所

貝塚支店

貝塚市近木町4-1
072(431)1601

万代寝屋川西店前出張所
イオンモール寝屋川出張所

守口市
守口市京阪本通1-3-2
06(6993)0021

京阪守口市駅出張所
大日出張所
松下記念病院出張所
守口市役所出張所
イオンモール大日出張所
土居駅前出張所

和泉市いぶき野5-1-14
0725(57)4071

ららぽーと和泉出張所

箕面市
箕面市箕面6-4-33
072(721)7881

桜井出張所
箕面市役所前出張所
アクティブライフ箕面出張所
小野原出張所

柏原市上市1-2-2
072(972)1345

柏原支店

国分出張所

柏原市国分西1-2-26
072(977)2205

柏原市役所出張所

門真市
門真市駅前出張所

摂津市

大東市赤井1-3-14
072(874)1221

大東市役所出張所
野崎出張所

小阪支店

東大阪市小阪本町1-4-3
06(6722)2490

長瀬支店

アメリアマンション出張所

東大阪市立総合病院出張所
イズミヤ若江岩田店出張所
新石切駅前出張所
東花園駅前出張所
近鉄八戸ノ里駅出張所

四條畷市
四條畷支店

四條畷市楠公1-15-11
072(876)0721

グリーンホール田原出張所
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三宮・花時計前駅西出張所
長田出張所
灘出張所
大池駅前出張所
イオンつくしが丘店出張所
JR尼崎駅前出張所

JR甲子園口駅前出張所
西宮マリナパークシティ出張所

フラワータウンフローラ88出張所
イズミヤ多田店出張所

関西国際空港旅客ターミナルビル4階
(国際線出国ロビー中央エスカレーター側北)

イズミヤ昆陽店出張所

大阪営業部 関西国際空港出張所
072(456)7036

関空ターミナルビル出張所

河南町役場出張所

兵庫県
西宮北口支店

西宮市甲風園1-8-14
0798(64)0500

西宮北口支店

仁川出張所

伊丹支店
垂水支店
神戸支店

神戸市中央区小野柄通7-1-18
078(272)0901

西神戸支店

神戸市兵庫区大開通1-1-14
078(577)2551

神戸岡本支店

神戸市東灘区岡本1-4-23
078(441)2002

北鈴蘭台支店

神戸市北区甲栄台1-1-1
078(593)1181

北鈴蘭台支店

押部谷出張所

神戸市西区桜が丘中町3-2-5
078(995)0222

塚口支店

尼崎市南塚口町2-1-2-128
06(6427)6851

尼崎支店

尼崎市昭和通7-234
06(6413)0521

尼崎北支店

尼崎市潮江1-15-3
06(6499)3545

西宮支店

西宮市和上町2-7
0798(22)3781

姫路支店

姫路市白銀町1
079(222)7191

明石支店

イオンモール猪名川出張所
阪神競馬場出張所
甲子園球場前出張所
阪神元町駅前出張所
阪急神戸三宮駅前出張所
ビエラ塚口出張所

奈良県
新奈良営業部

神戸市垂水区天ノ下町1-1-105
078(706)5671

東大阪市荒本西1-4-21
06(6788)2431

須磨出張所

泉南郡熊取町大久保中1-17-3
072(452)2761

藤井寺市
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熊取支店

摂津市役所出張所

東大阪支店

三田支店

イオン三田ウッディタウン店出張所

伊丹市中央1-6-15
072(772)8265

東大阪市

加古川市加古川町篠原町500
079(424)3101

阪急山本駅南出張所

泉南郡

千里丘支店

イオンモール藤井寺前出張所

加古川支店

JR芦屋駅前出張所

宝塚市仁川北3-7-9
0798(53)2001

摂津市千里丘東2-10-1
072(622)7788

川西市緑台2-2-129
072(793)9411

立花出張所

島本支店

南河内郡

羽曳野市役所出張所

東大阪市役所出張所

くずは支店

近畿大学医学部付属病院出張所
狭山ニュータウン出張所

近鉄プラザ古市店出張所

松原市

住道支店

大阪狭山市役所出張所

関空第2ターミナルビル出張所

荒本駅前出張所

天美出張所

大阪狭山市駅前出張所

羽曳野市白鳥2-1-1
072(957)1121

河内長野駅前出張所

松原市天美東7-8-4
072(333)2929

大阪狭山市金剛1-1-19
072(365)3355

柏原市
柏原支店

川西市栄町11-1
072(758)5971

三田市三輪1-7-12
079(563)7371

大阪狭山市

三島郡島本町江川2-13-3
075(961)5331

布施駅前出張所

河内松原支店

コモンシティ星田出張所

三島郡

東大阪市菱屋西1-18-2
06(6723)3031

松原市上田2-2-20
072(330)6435

交野市役所出張所

箕面船場出張所

イズミヤ河内長野店出張所

河内松原支店

交野出張所

交野市私部西1-6-10
072(891)3321

金剛支店

箕面支店

東大阪市昭和町4-1
072(988)6871

河内長野市楠町東1587-4
0721(54)1201

大東市

枚方公園駅前出張所

和泉中央支店

河内千代田支店

枚方市香里ケ丘3-13
072(854)0325
枚方市楠葉花園町12-5
072(855)2811

川西北支店

瓢簞山支店

河内長野市

守口支店

枚方支店

LICはびきの出張所

富田林市

喜志駅前出張所

高槻支店

和泉市

交野市

羽曳野支店

富田林市本町18-24
0721(24)1281

高槻市

川西支店

羽曳野市

泉佐野市若宮町5-21
072(462)3301

泉大津市旭町20-3
0725(33)4021

香里支店

八尾本町出張所

佐野支店

泉大津支店

枚方市岡東町12-2
072(846)2221

八尾市立病院出張所

泉佐野市

泉大津市

枚方支店

八尾市
八尾支店

亥の子谷出張所

枚方市

南茨木出張所
茨木市役所出張所

関西大学出張所
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茨木市西駅前町6-26
072(625)1551

市場出張所

吹田市豊津町1-30-101
06(6380)0641

四條畷市役所出張所

アムゼモール和泉中央出張所

茨木支店

千里支店

住道駅出張所
住道駅中央出張所

明石市本町1-2-26
078(911)8961

奈良市三条本町1-2
0742(23)3344

近鉄西大寺支店

奈良市西大寺東町2-1-31
0742(33)3161

やまと郡山支店

大和郡山市高田町2-1
0743(53)8901

西やまと支店

北葛城郡上牧町片岡台2-6
0745(32)2031

香芝支店

香芝市瓦口2245
0745(76)6331

近鉄学園前支店

奈良市学園北1-9-1
0742(45)9601

橿原支店

橿原市内膳町5-2-29
0744(22)3501

学園大和町支店

奈良市学園大和町5-1
0742(46)4855

東生駒支店

生駒市東生駒1-5
0743(73)6353

小泉支店

大和郡山市小泉町541-1
0743(53)4581

天理支店

天理市川原城町796
0743(62)1444

吉野支店

吉野郡大淀町大字土田274-1
0747(52)2785

高の原駅前出張所
JR王寺駅出張所
奈良ニッセイエデンの園出張所
西大和ショッピングデパート出張所
エコール・マミ出張所
近鉄大和高田駅出張所
近鉄高田市駅出張所

近鉄富雄駅出張所

セブンデイズプラザ あべのハルカス
大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
あべのハルカス22階
06(4399)0210

近鉄菖蒲池出張所
登美ヶ丘出張所

セブンデイズプラザ ひらかた

近鉄新大宮駅出張所
いそかわ新生駒店出張所
ダイソー大和小泉店出張所
奈良桜井出張所
イオン五條店出張所
イオンタウン天理出張所
近鉄生駒駅出張所
橿原神宮前出張所
アピタ西大和店出張所

和歌山県

枚方市岡東町12-2
枚方支店内
072(846)1011

兵庫県
セブンデイズプラザ ＫＯＢＥ

広島市中区立町2-27
082(248)2211

プレミア
オフィス

高知県
高知出張所

東京都
東京プレミアオフィス

福岡県
北九州支店

北九州市小倉北区鍛冶町2-1-1
093(521)4681

福岡支店

福岡市中央区天神2-14-8
092(712)6611

久留米支店

久留米市日吉町25-1
0942(32)5201

聖マリア病院出張所
小倉出張所

熊本県

江東区木場1-5-65
東京本社6階
03(6704)2575

中野プレミアオフィス
中野区中野2-30-4
中野支店3階
03(3382)6431

錦糸町プレミアオフィス
墨田区江東橋2-12-8
錦糸町支店3階
03(3632)1501

立川プレミアオフィス
立川市柴崎町3-6-29
立川支店1階
042(528)1643

神奈川県

熊本支店

熊本市中央区花畑町4-7
096(353)6321

セブンデイズ
プラザ
東京都

横浜プレミアオフィス
横浜市中区常盤町4-54
横浜支店5階
045(664)1712

大阪府
大阪プレミアオフィス

セブンデイズプラザ とよす

大阪市中央区備後町2-2-1
大阪本社14階
06(6268)6302

セブンデイズプラザ しぶや

堺市堺区北瓦町2-4-18
堺東支店2階
072(221)9200

江東区豊洲3-3-3
豊洲センタービル2階
03(3534)9761
渋谷区渋谷2-20-11
渋谷支店10階
03(3498)6010

堺東プレミアオフィス

兵庫県

セブンデイズプラザ たちかわ
立川市柴崎町3-6-29
立川支店内
042(522)4170

大阪プレミアオフィス神戸分室
神戸市中央区小野柄通7-1-18
神戸支店2階
078(272)1066

神奈川県
セブンデイズプラザ 横浜西口

横浜市西区北幸1-11-7
横浜西口支店6階
045(322)8361

ローンプラザ
東京都
首都圏ローンプラザ
新宿区西新宿1-26-2
新宿野村ビル29階
03(3348)7611

大阪府
セブンデイズプラザ うめきた

大阪市北区大深町1-1
ヨドバシ梅田ビル地下1階
06(6377)7289

新都心ローンプラザ

愛知県
名古屋ローンプラザ

名古屋市中区錦2-15-22
名古屋支店1階
052(201)8588

大阪府

品川区西五反田1-23-9
五反田支店4階
03(3779)2631

北浜ローンプラザ

世田谷区三軒茶屋2-16-11
世田谷支店1階
03(3418)1191

難波ローンプラザ

外為サポート
オフィス

大阪市中央区備後町2-2-1
大阪本社11階
06(6268)7505

広島支店

五反田ローンプラザ

渋谷ローンプラザ

(大阪)

広島県

墨田区江東橋2-12-8
錦糸町支店3階
03(3632)3981

三軒茶屋ローンプラザ

江東区木場1-５-25
深川ギャザリアタワーS棟9階
03(4330)2500

和歌山市本町1-40
073(433)2211

錦糸町ローンプラザ

神戸市中央区小野柄通7-1-18
神戸支店2階
078(272)0888

(東京)

和歌山支店

台東区上野5-25-11
上野支店9階
03(3835)1301

渋谷区渋谷2-20-11
渋谷支店10階
03(3407)2783

自由が丘ローンプラザ

目黒区自由が丘1-26-4
ステラ自由が丘2階
03(5729)3061

池袋ローンプラザ

豊島区南池袋1-21-5
池袋支店8階
03(3971)0435

千住ローンプラザ
足立区千住2-44
03(3870)8391

新橋ローンプラザ
港区新橋1-16-4
新橋支店3階
03(3580)0291

吉祥寺ローンプラザ

武蔵野市吉祥寺本町1-8-10
吉祥寺支店4階
0422(23)3551

ひばりヶ丘ローンプラザ
西東京市谷戸町3-27-20
ひばりヶ丘支店2階
042(425)5511

立川ローンプラザ

大阪市中央区北浜2-2-22
北浜中央ビル2階
06(6222)3714
大阪市中央区難波3-6-11
難波支店5階
06(6632)0911

梅田ローンプラザ

大阪市北区角田町8-1
梅田支店内
06(6377)8727

京橋ローンプラザ

大阪市都島区東野田町2-2-10
都島住宅京橋ビル4階
京阪京橋支店内
06(6881)7625

あべのハルカスローンプラザ

大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
あべのハルカス22階
06(4399)0200

高槻ローンプラザ

高槻市城北町2-1-18
高槻支店1階
072(675)2360

船橋ローンプラザ
船橋市本町7-7-1
船橋支店2階
047(426)1791

神奈川県
横浜西口ローンプラザ
横浜市西区北幸1-11-7
横浜西口支店6階
045(322)8271

首都圏ローンプラザ神奈川
横浜市西区北幸1-11-7
横浜西口支店7階
045(322)8267

たまプラーザローンプラザ

横浜市青葉区美しが丘1-9-17
たまプラーザ支店2階
045(904)0991

藤沢ローンプラザ
藤沢市藤沢555
藤沢支店2階
0466(27)8707

堺市堺区北瓦町2-4-18
堺東支店2階
072(232)6280
守口市京阪本通1-3-2
守口支店2階
06(6993)6488

東大阪市小阪本町1-4-3
小阪支店2階
06(6722)9536

千里中央ローンプラザ

豊中市新千里東町1-2-1-201
千里中央支店内
06(6872)2091

和泉中央ローンプラザ
和泉市いぶき野5-1-14
和泉中央支店内
0725(57)4112

兵庫県
神戸ローンプラザ

神戸市中央区小野柄通7-1-18
神戸支店2階
078(222)0025

伊丹ローンプラザ
伊丹市中央1-6-15
伊丹支店3階
072(772)9090

西宮ローンプラザ
西宮市和上町2-7
西宮支店3階
0798(22)4322

奈良県
学園前ローンプラザ

海老名ローンプラザ

奈良市学園北1-9-1
近鉄学園前支店2階
0742(45)6411

新川崎ローンプラザ

京都ローンプラザ

海老名市中央1-4-1
海老名支店2階
046(234)4871

川崎市幸区鹿島田1-1-3
新川崎スクエア3階新川崎支店内
044(541)4390

新都心アパート・マンションローンプラザ
新宿区西新宿6-12-1
西新宿パークウエストビル11階
03(3348)1031

錦糸町アパート・マンションローンプラザ
墨田区江東橋2-12-8
錦糸町支店3階
03(3635)4801

立川アパート・マンションローンプラザ
立川市柴崎町3-6-29
立川支店1階
042(527)0980

神奈川県
横浜アパート・マンションローンプラザ

堺東ローンプラザ

東大阪ローンプラザ

千葉県

東京都

大阪アパート・マンションローンプラザ

枚方市岡東町12-2
枚方Ｔ-ＳＩＴＥ7階
枚方支店内
072(846)4100

町田市中町1-1-16
町田中央支店5階
042(721)6751
福生市福生1048
福生支店2階
042(551)2791

アパート・
マンション
ローンプラザ

横浜市中区常盤町4-54
横浜支店5階
045(664)1711

守口ローンプラザ

福生ローンプラザ

福岡市中央区天神2-14-8
福岡支店1階
092(714)6715

枚方ローンプラザ

立川市柴崎町3-6-29
立川支店1階
042(522)9121

町田ローンプラザ

福岡県
九州ローンプラザ

りそな銀行

近鉄奈良駅出張所

上野ローンプラザ

大阪府
大阪市中央区備後町2-2-1
大阪本社14階
06(6268)1773
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銀行代理業者に関する事項

名称又は氏名
1. 銀行代理業者の商号、
株式会社埼玉りそな銀行
株式会社近畿大阪銀行
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)株式会社埼玉りそな銀行
埼玉りそな銀行の本支店、有
人出張所および住宅ローンご
相談プラザ（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、住宅
ローン支店および東京外国事
務センターを除きます。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。
(2) 株式会社近畿大阪銀行
近畿大阪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。
各営業所等の名称については、
近畿大阪銀行のネットワーク
（299 〜 300ページ）に掲載
しております。

海外

(2016年６月末現在)
中国
上海駐在員事務所
(香港)
香港駐在員事務所
シンガポール駐在員事務所
シンガポール
タイ
バンコック駐在員事務所
ベトナム
ホーチミン駐在員事務所

京都府
京都市中京区烏丸通四条上ル笋町691
京都支店2階
075(221)1164

新宿区西新宿6-12-1
西新宿パークウエストビル11階
03(3348)2051
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