
市区町村名 三井住友銀行支店 所在地 三菱UFJ銀行支店 所在地 最寄り駅
51 和泉市 和泉 府中町1-7-1 和泉 府中町1-2-24 JR:和泉府中　すぐ？

茨木西 西駅前町5-4 茨木西 西駅前町5-38 JR：茨木　すぐ？
23 北区 梅田 角田町8-47 梅田 角田町8-47 JR：大阪　地下鉄・阪急・阪神：梅田
28 堺市西区 鳳（土） 鳳東町1-67-5 JR:鳳　すぐ？

鴻池新田 鴻池新田本町1-1 JR：鴻池新田　すぐ？
37 高槻市 高槻駅前 白梅町4-1 高槻 白梅町4-13 JR:高槻　すぐ？
20 鶴見区 徳庵 今津北5-11-8 ー JR：徳庵　すぐ？
1 都島区 京阪京橋 東野田町2-4-19 大阪京橋 東野田町2-4-13 JR・京阪：京橋　２００ｍ？
5 大正区 ー 大正橋 泉尾1-3-1 JR・地下鉄：大正　３００ｍ？
16 阿倍野区 阿倍野 阿倍野筋1-1-43 阿倍野橋 阿倍野筋1-5-10 JR・地下鉄：天王寺　近鉄：阿倍野橋　２００ｍ？
12 東成区 今里 東小橋3-12-18 今里 大今里3-15-18 JR・地下鉄・近鉄：鶴橋～地下鉄：今里
6 天王寺区 玉造 玉造1-5-12（中央区） 玉造 玉造元町2-28 JR玉造　すぐ？

寺田町 天王寺町北2-14-1 JR寺田町　３００ｍ？
美章園 北田辺1-2-7 JR美章園　すぐ？
千里中央（土） 新千里東町1-5-3 千里中央 新千里東町1-4-1 北大阪急行：千里中央　すぐ？
東豊中 東豊中町1-5-3 北大阪急行：桃山台からバス

上本町 東平2-4-7 近鉄：上本町６丁目　すぐ？
59 東大阪市 小阪 小阪本町1-2-3 小阪 御厨栄町1-4-2 近鉄：河内小阪　すぐ？

山本 山本町南1-12-8 近鉄：河内山本　すぐ？
新石切 西石切町3-3-15 花園 昭和町3-3 近鉄：新石切　／　近鉄：瓢箪山

50 松原市 松原 高見の里4-766 松原 上田3-6-1 近鉄：高見の里～河内松原（１０００ｍ？）
45 富田林市 富田林 本町18-27 ー 近鉄：富田林　すぐ？
58 藤井寺市 藤井寺 岡2-9-22 藤井寺 春日丘1-1-33 近鉄：藤井寺　すぐ？

東大阪（土） 長堂1-5-1 東大阪 足代1-12-3 近鉄：布施　すぐ？
43 八尾市 八尾 光町1-39-1 八尾 北本町2-3-25 近鉄：八尾　すぐ？

くずは（土） 樟葉華園町15-3 京阪:樟葉　すぐ？
46 寝屋川市 香里 新町31-18 寝屋川 香里本通町8-3-101 京阪:香里園　すぐ？

寝屋川 早子町16-14 京阪:寝屋川市　すぐ？
42 枚方市 枚方 岡東町21-10 枚方 岡東町12-2 京阪：枚方市　すぐ？
55 門真市 門真（土） 末広町41-1 門真 末広町7-8 京阪：古川橋　すぐ？
41 守口市 ー 守口 河原町8-31 京阪：守口市　すぐ？
14 旭区 赤川町 赤川2-5-13 ー 市バス：赤川２～生江　２００ｍ？
29 堺市南区 光明池 原山台 光明池 茶山台1-3-1 泉北高速鉄道：栂・美木多
3 西区 立売堀 立売堀4-1-20 大阪西 阿波座1-7-17 地下鉄：阿波座　３００ｍ？

江坂 豊津町8-7 江坂 江坂町1-13-21-101 地下鉄：江坂　２００ｍ？
15 城東区 城東 蒲生4-22-12 城東 今福西3-1-34 地下鉄：蒲生　すぐ？
19 西成区 天下茶屋 塩路1-1-5 玉出 玉出西2-1-1 地下鉄：岸里～玉出？
18 東住吉区 駒川町 駒川5-23-23 針中野 駒川3-23-16 地下鉄：駒川中野　５００m？　近鉄：駒川～針中野

瓦町 瓦町2-1-1 地下鉄：堺筋本町　５００ｍ？
船場 久太郎町2-1-30 地下鉄：堺筋本町　すぐ？
心斎橋 西心斎橋2-1-3 地下鉄：心斎橋　３００ｍ？

天六（土） 天神橋6-4-20 天六 天神橋6-7-5 地下鉄：天神橋筋６丁目　すぐ？
22 平野区 ー 平野南口 流町3-20-7 地下鉄：平野　５００ｍ？

深江橋 永田4-7-12 地下鉄：深江橋　すぐ？
南森町 南森町2-1-29 天満 東天満2-6-5 地下鉄：南森町　すぐ？

10 東淀川区 新大阪 宮原4-1-6 新大阪 宮原4-1-14 地下鉄・JR：新大阪　２００ｍ？
7 浪速区 難波（土） 難波5-1-60 難波 難波5-1-60 地下鉄・近鉄：難波　すぐ？

谷町 谷町2-6-5 地下鉄・京阪：天満橋　すぐ？
24 中央区 大阪本店 北浜4-1-5 大阪中央 伏見町3-5-6 地下鉄・京阪：淀屋橋　３００～４００ｍ？

中之島 中之島2-3-18 地下鉄・京阪：淀屋橋　３００ｍ？
30 堺市北区 中もず 中百舌鳥梅町1-15-10 中もず 中百舌鳥3-428-2 地下鉄・南海：なかもず　５００m？
52 泉大津市 泉大津 旭町20-2 南海：泉大津　２００ｍ？
44 泉佐野市 佐野 上町3-11-14 ー 南海：泉佐野　すぐ？
40 貝塚市 貝塚 海塚1-1-10 ー 南海：貝塚　すぐ？
49 河内長野市 河内長野 長野町4-6 河内長野 本町29-16 南海・近鉄：河内長野　すぐ？
32 岸和田市 ー 岸和田 宮本町1-8 南海：岸和田　２００ｍ？
27 堺市東区 大美野 北野田1077-109 南海：北野田　すぐ？
21 住之江区 粉浜 粉浜2-14-27 ー 南海：粉浜　３００ｍ？
62 大阪狭山市 金剛（土） 金剛1-1-29 ー 南海：金剛
25 堺市堺区 堺（土） 一条通20-5 堺 三国ヶ丘御幸通59-2 南海：堺東　すぐ？

浜寺 諏訪森町西2-90 南海：諏訪ノ森
17 住吉区 北畠 万代2-1-1 阪堺電車：姫松　３００ｍ？

淡路 淡路4-4-15 阪急：淡路
33 池田市 池田 栄町10-2 池田 栄町10-7 阪急：池田　すぐ？

石橋 天神1-5-13 阪急：石橋　すぐ？
39 茨木市 茨木（土） 永代町7-6 茨木 双葉町13-23 阪急：茨木　すぐ？

庄内 庄内西町2-21-2 阪急：庄内　すぐ？
36 吹田市 吹田 元町5-4 吹田 元町4-1 阪急：吹田　すぐ？
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