
ＡＴＭ設置拠点（2020年2月末時点）

有人拠点

No 店番号 拠点名 都道府県 住所

1 301 札幌支店 北海道 北海道札幌市中央区北一条西4-2-2
2 311 仙台支店 宮城県 宮城県仙台市青葉区中央2-2-6
3 012 牛久支店 茨城県 茨城県牛久市牛久町280
4 201 取手支店 茨城県 茨城県取手市取手2-10-15
5 936 守谷支店 茨城県 茨城県守谷市中央4-9
6 022 小山支店 栃木県 栃木県小山市城山町3-4-1
7 027 前橋支店 群馬県 群馬県前橋市本町2-1-16
8 032 太田支店 群馬県 群馬県太田市飯田町1386
9 040 浦和支店 埼玉県 埼玉県さいたま市浦和区仲町2-1-14
10 514 大宮支店 埼玉県 埼玉県さいたま市大宮区大門町2-107
11 959 武蔵浦和支店 埼玉県 埼玉県さいたま市南区白幡5-19-22
12 057 上福岡支店 埼玉県 埼玉県ふじみ野市上福岡1-6-2
13 344 越谷支店 埼玉県 埼玉県越谷市弥生町14-21
14 056 桶川支店 埼玉県 埼玉県桶川市若宮1-2-8
15 038 熊谷支店 埼玉県 埼玉県熊谷市本町1-104
16 058 坂戸支店 埼玉県 埼玉県坂戸市緑町3-1
17 354 志木ニュ－タウン支店 埼玉県 埼玉県志木市館2-5-2
18 005 春日部支店 埼玉県 埼玉県春日部市中央1-1-4
19 516 小手指支店 埼玉県 埼玉県所沢市小手指町1-15-8
20 345 所沢支店 埼玉県 埼玉県所沢市日吉町11-5
21 349 新座志木支店 埼玉県 埼玉県新座市東北2-35-17
22 507 川越支店 埼玉県 埼玉県川越市脇田町105
23 039 川口支店 埼玉県 埼玉県川口市栄町3-5-1
24 341 草加支店 埼玉県 埼玉県草加市高砂2-17-21
25 586 わらび支店 埼玉県 埼玉県蕨市中央1-26-1
26 081 千葉ニュ－タウン支店 千葉県 千葉県印西市中央北1-469-2
27 549 浦安支店 千葉県 千葉県浦安市入船1-5-1
28 593 東京ディズニ－ランド出張所 千葉県 千葉県浦安市舞浜1-1
29 905 鎌ヶ谷支店 千葉県 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-12-1
30 075 佐倉支店 千葉県 千葉県佐倉市栄町21-10
31 078 四街道支店 千葉県 千葉県四街道市鹿渡2003-26
32 206 行徳支店 千葉県 千葉県市川市行徳駅前2-7-1
33 700 市川支店 千葉県 千葉県市川市市川1-12-1
34 077 本八幡支店 千葉県 千葉県市川市八幡2-16-7
35 070 習志野支店 千葉県 千葉県習志野市大久保1-21-15
36 891 津田沼駅前支店 千葉県 千葉県習志野市谷津7-9-18
37 497 松戸支店 千葉県 千葉県松戸市松戸1226
38 844 新松戸出張所 千葉県 千葉県松戸市新松戸2-110
39 856 新検見川支店 千葉県 千葉県千葉市花見川区南花園2-2-15
40 066 千葉支店 千葉県 千葉県千葉市中央区富士見2-25-1
41 325 船橋支店 千葉県 千葉県船橋市本町1-7-1
42 893 船橋北口支店 千葉県 千葉県船橋市本町7-6-1
43 498 柏支店 千葉県 千葉県柏市柏1-2-38
44 505 八千代支店 千葉県 千葉県八千代市八千代台東1-1-10
45 965 八千代緑が丘支店 千葉県 千葉県八千代市緑が丘1-2-1
46 548 成田支店 千葉県 千葉県富里市日吉台1-1-7
47 074 木更津支店 千葉県 千葉県木更津市大和1-1-3
48 940 若葉台支店 東京都 東京都稲城市若葉台2-1-1
49 029 亀有支店 東京都 東京都葛飾区亀有3-26-1
50 232 新小岩支店 東京都 東京都葛飾区新小岩1-48-18
51 276 西葛西支店 東京都 東京都江戸川区西葛西6-13-7
52 823 葛西支店 東京都 東京都江戸川区中葛西5-34-8
53 643 小岩支店 東京都 東京都江戸川区南小岩7-23-10
54 254 亀戸支店 東京都 東京都江東区亀戸5-2-15
55 804 深川支店 東京都 東京都江東区富岡1-6-4
56 987 豊洲出張所 東京都 東京都江東区豊洲3-3-3
57 150 砂町支店 東京都 東京都江東区北砂4-34-18
58 828 品川支店 東京都 東京都港区港南2-16-1
59 623 三田通支店 東京都 東京都港区芝5-28-1
60 632 日比谷支店 東京都 東京都港区西新橋1-3-1
61 270 麻布支店 東京都 東京都港区西麻布4-1-3
62 825 赤坂支店 東京都 東京都港区赤坂2-5-1
63 743 汐留出張所 東京都 東京都港区東新橋1-5-2
64 258 青山支店 東京都 東京都港区南青山5-9-12
65 679 浜松町支店 東京都 東京都港区浜松町2-3-1
66 973 麻布十番支店 東京都 東京都港区麻布十番2-8-6
67 619 六本木支店 東京都 東京都港区六本木6-1-21
68 647 日暮里支店 東京都 東京都荒川区西日暮里2-15-6
69 648 町屋支店 東京都 東京都荒川区町屋1-1-6
70 836 国分寺支店 東京都 東京都国分寺市南町3-18-14
71 666 国立支店 東京都 東京都国立市中1-8-45
72 030 喜多見支店 東京都 東京都狛江市岩戸北4-15-13
73 654 渋谷支店 東京都 東京都渋谷区宇田川町20-2
74 656 恵比寿支店 東京都 東京都渋谷区恵比寿南1-1-1
75 290 広尾支店 東京都 東京都渋谷区広尾5-4-3
76 921 笹塚支店 東京都 東京都渋谷区笹塚2-1-6
77 234 渋谷駅前支店 東京都 東京都渋谷区道玄坂1-7-4
78 669 幡ヶ谷支店 東京都 東京都渋谷区幡ヶ谷1-3-9
79 848 小金井支店 東京都 東京都小金井市本町5-12-4
80 627 花小金井支店 東京都 東京都小平市花小金井1-10-7
81 678 昭島支店 東京都 東京都昭島市田中町562-8
82 273 高田馬場支店 東京都 東京都新宿区高田馬場3-3-3



No 店番号 拠点名 都道府県 住所

83 661 新宿通支店 東京都 東京都新宿区新宿3-14-5
84 221 新宿支店 東京都 東京都新宿区新宿3-24-1
85 259 新宿西口支店 東京都 東京都新宿区西新宿1-7-1
86 888 飯田橋支店 東京都 東京都新宿区揚場町1-18
87 792 阿佐ヶ谷支店 東京都 東京都杉並区阿佐谷南1-48-2
88 638 永福町支店 東京都 東京都杉並区永福4-1-1
89 626 下井草支店 東京都 東京都杉並区下井草3-38-16
90 362 荻窪支店 東京都 東京都杉並区上荻1-16-14
91 082 西荻窪支店 東京都 東京都杉並区西荻北2-3-5
92 732 浜田山支店 東京都 東京都杉並区浜田山3-26-21
93 831 二子玉川支店 東京都 東京都世田谷区玉川2-24-9
94 597 経堂支店 東京都 東京都世田谷区経堂1-21-13
95 658 桜新町支店 東京都 東京都世田谷区桜新町1-14-14
96 222 成城支店 東京都 東京都世田谷区成城2-41-41
97 255 下高井戸支店 東京都 東京都世田谷区赤堤4-47-10
98 788 世田谷支店 東京都 東京都世田谷区太子堂4-1-1
99 835 下北沢支店 東京都 東京都世田谷区北沢2-12-11
100 849 清瀬支店 東京都 東京都清瀬市松山1-12-16
101 564 ひばりヶ丘支店 東京都 東京都西東京市谷戸町2-3-7
102 851 田無支店 東京都 東京都西東京市田無町4-27-13
103 245 丸ノ内支店 東京都 東京都千代田区丸の内3-4-2
104 218 麹町支店 東京都 東京都千代田区麹町6-6-2
105 219 神田支店 東京都 東京都千代田区神田小川町3-12
106 220 神田駅前支店 東京都 東京都千代田区鍛冶町2-2-1
107 691 綾瀬支店 東京都 東京都足立区綾瀬3-3-10
108 649 西新井支店 東京都 東京都足立区西新井本町1-15-14
109 248 千住支店 東京都 東京都足立区千住2-55
110 685 永山支店 東京都 東京都多摩市永山1-4
111 688 多摩支店 東京都 東京都多摩市関戸1-1-6
112 909 多摩センタ－支店 東京都 東京都多摩市落合1-43
113 779 上野支店 東京都 東京都台東区台東4-11-4
114 230 浅草支店 東京都 東京都台東区雷門2-17-12
115 810 下丸子支店 東京都 東京都大田区下丸子3-2-15
116 239 蒲田支店 東京都 東京都大田区蒲田5-41-8
117 785 大森支店 東京都 東京都大田区山王2-3-4
118 633 雪ヶ谷支店 東京都 東京都大田区雪谷大塚町9-15
119 237 田園調布支店 東京都 東京都大田区田園調布2-51-11
120 808 六郷支店 東京都 東京都大田区東六郷2-14-2
121 907 御岳山出張所 東京都 東京都大田区北嶺町11-7
122 637 京橋支店 東京都 東京都中央区京橋2-8-7
123 026 銀座支店 東京都 東京都中央区銀座6-10-1
124 625 築地支店 東京都 東京都中央区築地1-12-22
125 015 東京中央支店 東京都 東京都中央区日本橋2-7-1
126 695 日本橋支店 東京都 東京都中央区日本橋室町2-1-1
127 614 浅草橋支店 東京都 東京都中央区日本橋馬喰町2-1-1
128 223 中野支店 東京都 東京都中野区中野5-64-3
129 190 町田山崎出張所 東京都 東京都町田市山崎町2200
130 681 国領支店 東京都 東京都調布市国領町4-9-2
131 832 つつじヶ丘支店 東京都 東京都調布市西つつじヶ丘3-33-10
132 786 仙川支店 東京都 東京都調布市仙川町1-16-7
133 916 調布駅前支店 東京都 東京都調布市布田1-37-12
134 852 東大和支店 東京都 東京都東大和市南街5-97-1
135 261 高幡不動支店 東京都 東京都日野市高幡1000-2
136 285 日野支店 東京都 東京都日野市多摩平1-2-1
137 843 八王子支店 東京都 東京都八王子市旭町8-1
138 906 高尾支店 東京都 東京都八王子市初沢町1299-17
139 268 北野支店 東京都 東京都八王子市打越町335-1
140 266 高島平支店 東京都 東京都板橋区高島平1-83-1
141 672 ときわ台支店 東京都 東京都板橋区常盤台1-44-6
142 676 成増支店 東京都 東京都板橋区成増2-16-1
143 698 板橋中台出張所 東京都 東京都板橋区中台3-27-7
144 797 志村支店 東京都 東京都板橋区蓮沼町19-5
145 099 旗ノ台支店 東京都 東京都品川区旗の台1-4-15
146 694 目黒支店 東京都 東京都品川区上大崎4-1-5
147 653 五反田支店 東京都 東京都品川区東五反田1-14-10
148 238 荏原支店 東京都 東京都品川区豊町6-1-11
149 628 府中支店 東京都 東京都府中市宮町1-41
150 845 吉祥寺支店 東京都 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-7-5
151 296 武蔵境支店 東京都 東京都武蔵野市境南町2-9-3
152 247 三鷹支店 東京都 東京都武蔵野市中町1-1-6
153 697 福生支店 東京都 東京都福生市大字福生1006-7
154 228 白山支店 東京都 東京都文京区向丘2-36-5
155 813 小石川支店 東京都 東京都文京区小石川1-15-17
156 225 池袋支店 東京都 東京都豊島区西池袋1-21-7
157 693 巣鴨支店 東京都 東京都豊島区巣鴨2-11-1
158 671 池袋東口支店 東京都 東京都豊島区南池袋2-27-9
159 677 目白支店 東京都 東京都豊島区目白3-14-1
160 673 王子支店 東京都 東京都北区王子1-16-2
161 226 赤羽支店 東京都 東京都北区赤羽2-1-15
162 615 錦糸町支店 東京都 東京都墨田区江東橋4-27-14
163 655 自由が丘支店 東京都 東京都目黒区自由が丘2-11-3
164 142 洗足支店 東京都 東京都目黒区洗足2-19-3
165 094 学芸大学駅前支店 東京都 東京都目黒区鷹番3-6-4
166 235 都立大学駅前支店 東京都 東京都目黒区中根1-3-1
167 742 立川支店 東京都 東京都立川市曙町2-6-11



No 店番号 拠点名 都道府県 住所

168 665 武蔵関支店 東京都 東京都練馬区関町北2-27-15
169 288 光が丘支店 東京都 東京都練馬区光が丘5-1-1
170 249 中村橋支店 東京都 東京都練馬区中村北3-23-1
171 608 大泉支店 東京都 東京都練馬区東大泉1-29-1
172 064 練馬支店 東京都 東京都練馬区豊玉北5-17-14
173 868 伊勢原支店 神奈川県 神奈川県伊勢原市桜台1-2-34
174 568 二俣川支店 神奈川県 神奈川県横浜市旭区二俣川2-50-14
175 567 金沢八景支店 神奈川県 神奈川県横浜市金沢区瀬戸3-52
176 330 金沢文庫支店 神奈川県 神奈川県横浜市金沢区谷津町384
177 791 戸塚支店 神奈川県 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-1
178 747 東戸塚支店 神奈川県 神奈川県横浜市戸塚区品濃町516-8
179 172 港南台支店 神奈川県 神奈川県横浜市港南区港南台3-3-1
180 566 上大岡支店 神奈川県 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-15-1
181 329 綱島支店 神奈川県 神奈川県横浜市港北区綱島西1-7-16
182 322 新横浜支店 神奈川県 神奈川県横浜市港北区新横浜3-7-3
183 930 日吉支店 神奈川県 神奈川県横浜市港北区日吉2-2-17
184 578 東神奈川支店 神奈川県 神奈川県横浜市神奈川区富家町1-13
185 204 三ツ境支店 神奈川県 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境2-1
186 547 横浜駅前支店 神奈川県 神奈川県横浜市西区北幸1-3-23
187 573 あざみ野支店 神奈川県 神奈川県横浜市青葉区あざみ野1-11-2
188 334 たまプラ－ザ支店 神奈川県 神奈川県横浜市青葉区新石川2-1-15
189 579 青葉台支店 神奈川県 神奈川県横浜市青葉区青葉台2-8-20
190 298 緑園都市支店 神奈川県 神奈川県横浜市泉区緑園3-2-8
191 242 いずみ野支店 神奈川県 神奈川県横浜市泉区和泉町6214-1
192 588 横浜支店 神奈川県 神奈川県横浜市中区本町2-20
193 572 鶴見支店 神奈川県 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町8-26
194 952 センタ－南支店 神奈川県 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央1-2
195 382 港北ニュ－タウン支店 神奈川県 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-1-3
196 867 中山支店 神奈川県 神奈川県横浜市緑区台村町232-4
197 989 海老名支店 神奈川県 神奈川県海老名市中央1-2-2
198 933 鎌倉支店 神奈川県 神奈川県鎌倉市雪ノ下1-9-33
199 873 大船支店 神奈川県 神奈川県鎌倉市大船1-24-16
200 781 茅ヶ崎支店 神奈川県 神奈川県茅ヶ崎市元町1-1
201 595 厚木支店 神奈川県 神奈川県厚木市中町2-3-5
202 894 相模原支店 神奈川県 神奈川県座間市相模が丘1-24-20
203 862 小田原支店 神奈川県 神奈川県小田原市栄町2-8-41
204 173 逗子支店 神奈川県 神奈川県逗子市逗子1-4-4
205 793 宮崎台支店 神奈川県 神奈川県川崎市宮前区宮崎2-2-22
206 755 川崎支店 神奈川県 神奈川県川崎市川崎区砂子1-8-1
207 841 生田支店 神奈川県 神奈川県川崎市多摩区生田7-8-6
208 353 武蔵中原支店 神奈川県 神奈川県川崎市中原区下小田中1-20-2
209 929 武蔵小杉支店 神奈川県 神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1200
210 217 柿生支店 神奈川県 神奈川県川崎市麻生区上麻生5-40-1
211 352 百合ヶ丘出張所 神奈川県 神奈川県川崎市麻生区東百合丘4-42-7
212 360 新百合ヶ丘支店 神奈川県 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-1-1
213 858 相模大野支店 神奈川県 神奈川県相模原市南区相模大野3-1-2
214 191 つきみ野支店 神奈川県 神奈川県大和市つきみ野5-7-7
215 347 大和支店 神奈川県 神奈川県大和市大和東2-2-17
216 932 湘南台支店 神奈川県 神奈川県藤沢市湘南台2-13-4
217 346 藤沢支店 神奈川県 神奈川県藤沢市藤沢438-1
218 565 平塚支店 神奈川県 神奈川県平塚市明石町9-1
219 473 甲府支店 山梨県 山梨県甲府市丸の内2-2-1
220 007 新潟支店 新潟県 新潟県新潟市中央区西堀通6-867-2
221 501 富山支店 富山県 富山県富山市中央通り1-1-23
222 366 金沢支店 石川県 石川県金沢市下堤町7
223 502 福井支店 福井県 福井県福井市大手3-4-7
224 009 上田支店 長野県 長野県上田市中央2-1-18
225 018 諏訪支店 長野県 長野県諏訪市諏訪1-5-25
226 008 長野支店 長野県 長野県長野市問御所町1167-2
227 407 岐阜支店 岐阜県 岐阜県岐阜市神田町7-9
228 332 静岡支店 静岡県 静岡県静岡市葵区追手町1-6
229 477 浜松支店 静岡県 静岡県浜松市中区砂山町325-6
230 703 岡崎支店 愛知県 愛知県岡崎市康生通西2-9-1
231 486 刈谷支店 愛知県 愛知県刈谷市相生町1-1-1
232 738 赤池支店 愛知県 愛知県日進市赤池1-1401
233 404 豊橋支店 愛知県 愛知県豊橋市広小路3-49
234 487 豊田支店 愛知県 愛知県豊田市喜多町2-93
235 733 八事支店 愛知県 愛知県名古屋市瑞穂区弥富町字緑ヶ岡1
236 484 本山支店 愛知県 愛知県名古屋市千種区末盛通5-9
237 408 名古屋栄支店 愛知県 愛知県名古屋市中区栄3-5-1
238 481 名古屋支店 愛知県 愛知県名古屋市中区錦2-18-24
239 749 金山支店 愛知県 愛知県名古屋市中区金山1-13-13
240 482 上前津支店 愛知県 愛知県名古屋市中区大須3-46-24
241 402 名古屋駅前支店 愛知県 愛知県名古屋市中村区名駅1-2-5
242 737 野並支店 愛知県 愛知県名古屋市天白区古川町158
243 734 天白植田支店 愛知県 愛知県名古屋市天白区植田1-1310
244 712 一社支店 愛知県 愛知県名古屋市名東区一社2-88
245 705 藤が丘支店 愛知県 愛知県名古屋市名東区藤見が丘16
246 496 京都支店 京都府 京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町8
247 491 円町支店 京都府 京都府京都市中京区西ノ京円町10-1
248 513 伏見支店 京都府 京都府京都市伏見区銀座町1-354-1
249 169 茨木支店 大阪府 大阪府茨木市永代町7-6
250 559 茨木西支店 大阪府 大阪府茨木市西駅前町5-4
251 186 はびきの出張所 大阪府 大阪府羽曳野市軽里3-2-1
252 164 河内長野支店 大阪府 大阪府河内長野市長野町4-6
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253 175 貝塚支店 大阪府 大阪府貝塚市海塚1-1-10
254 171 岸和田支店 大阪府 大阪府岸和田市五軒屋町15-10
255 527 高槻駅前支店 大阪府 大阪府高槻市白梅町4-1
256 152 高槻支店 大阪府 大阪府高槻市北園町18-9
257 178 堺支店 大阪府 大阪府堺市堺区一条通20-5
258 179 浜寺支店 大阪府 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西2-90
259 180 鳳支店 大阪府 大阪府堺市西区鳳東町1-67-5
260 187 泉北とが支店 大阪府 大阪府堺市南区原山台2-4-1
261 558 中もず支店 大阪府 大阪府堺市北区百舌鳥梅町1-15-10
262 758 四条畷支店 大阪府 大阪府四條畷市雁屋南町28-3
263 197 守口市駅前出張所 大阪府 大阪府守口市河原町1-5
264 156 守口支店 大阪府 大阪府守口市京阪本通1-1-4
265 170 松原支店 大阪府 大阪府松原市高見の里4-766
266 757 香里支店 大阪府 大阪府寝屋川市香里新町31-18
267 157 寝屋川支店 大阪府 大阪府寝屋川市早子町16-14
268 184 香里ヶ丘支店 大阪府 大阪府寝屋川市末広町16-15
269 751 吹田支店 大阪府 大阪府吹田市元町5-4
270 189 南千里支店 大阪府 大阪府吹田市津雲台1-2-Ｄ9-101
271 193 江坂支店 大阪府 大阪府吹田市豊津町8-7
272 174 佐野支店 大阪府 大阪府泉佐野市上町3-11-14
273 176 泉大津支店 大阪府 大阪府泉大津市旭町20-2
274 181 泉南支店 大阪府 大阪府泉南市樽井6-23-6
275 194 金剛支店 大阪府 大阪府大阪狭山市金剛1-1-29
276 450 西田辺支店 大阪府 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町1-17-11
277 143 寺田町支店 大阪府 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北2-14-1
278 138 赤川町支店 大阪府 大阪府大阪市旭区赤川2-5-13
279 140 千林支店 大阪府 大阪府大阪市旭区千林2-12-31
280 121 港支店 大阪府 大阪府大阪市港区夕凪1-1-1
281 125 四貫島支店 大阪府 大阪府大阪市此花区四貫島1-9-1
282 117 粉浜支店 大阪府 大阪府大阪市住之江区粉浜2-14-27
283 144 深江橋支店 大阪府 大阪府大阪市城東区永田4-17-12
284 132 城東支店 大阪府 大阪府大阪市城東区蒲生4-22-12
285 728 関目支店 大阪府 大阪府大阪市城東区関目3-2-5
286 123 立売堀支店 大阪府 大阪府大阪市西区立売堀4-1-20
287 448 天下茶屋支店 大阪府 大阪府大阪市西成区潮路1-1-5
288 126 歌島橋支店 大阪府 大阪府大阪市西淀川区御幣島2-2-10
289 124 大正区支店 大阪府 大阪府大阪市大正区泉尾1-2-17
290 106 上町支店 大阪府 大阪府大阪市中央区安堂寺町2-2-33
291 122 船場支店 大阪府 大阪府大阪市中央区久太郎町3-5-19
292 110 玉造支店 大阪府 大阪府大阪市中央区玉造1-5-12
293 710 大阪中央支店 大阪府 大阪府大阪市中央区高麗橋1-8-13
294 148 大阪ビジネスパ－ク出張所 大阪府 大阪府大阪市中央区城見2-1-61
295 165 徳庵支店 大阪府 大阪府大阪市鶴見区今津北5-11-8
296 139 京阪京橋支店 大阪府 大阪府大阪市都島区東野田町2-4-19
297 141 駒川町支店 大阪府 大阪府大阪市東住吉区駒川5-23-23
298 115 美章園支店 大阪府 大阪府大阪市東住吉区北田辺1-2-7
299 107 鶴橋支店 大阪府 大阪府大阪市東成区東小橋3-12-18
300 119 西野田支店 大阪府 大阪府大阪市福島区大開1-14-16
301 118 平野支店 大阪府 大阪府大阪市平野区平野上町2-7-9
302 127 梅田支店 大阪府 大阪府大阪市北区角田町8-47
303 130 天六支店 大阪府 大阪府大阪市北区天神橋6-4-20
304 129 南森町支店 大阪府 大阪府大阪市北区南森町2-1-29
305 506 新大阪支店 大阪府 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-6
306 134 十三支店 大阪府 大阪府大阪市淀川区十三本町1-6-27
307 153 池田支店 大阪府 大阪府池田市栄町10-2
308 195 石橋支店 大阪府 大阪府池田市天神1-5-13
309 160 若江岩田支店 大阪府 大阪府東大阪市岩田町3-10-3
310 166 小阪支店 大阪府 大阪府東大阪市小阪本町1-2-3
311 159 新石切支店 大阪府 大阪府東大阪市西石切町3-3-15
312 151 東大阪支店 大阪府 大阪府東大阪市長堂1-5-1
313 162 藤井寺支店 大阪府 大阪府藤井寺市岡2-9-22
314 161 八尾支店 大阪府 大阪府八尾市光町1-39-1
315 563 山本支店 大阪府 大阪府八尾市山本町南1-12-8
316 163 富田林支店 大阪府 大阪府富田林市本町18-27
317 167 庄内支店 大阪府 大阪府豊中市庄内西町2-21-2
318 556 千里中央支店 大阪府 大阪府豊中市新千里東町1-5-3
319 759 阪急曽根支店 大阪府 大阪府豊中市曽根東町1-9-23
320 192 東豊中支店 大阪府 大阪府豊中市東豊中町4-1-1
321 154 豊中支店 大阪府 大阪府豊中市本町1-9-5
322 158 枚方支店 大阪府 大阪府枚方市岡東町21-10
323 183 くずは支店 大阪府 大阪府枚方市楠葉花園町15-3
324 182 箕面市役所出張所 大阪府 大阪府箕面市西小路4-6-1
325 185 箕面支店 大阪府 大阪府箕面市箕面5-13-51
326 168 門真支店 大阪府 大阪府門真市末広町41-1
327 945 和泉中央支店 大阪府 大阪府和泉市いぶき野5-1-2
328 177 和泉支店 大阪府 大阪府和泉市府中町1-7-1
329 463 龍野支店 兵庫県 兵庫県たつの市龍野町富永288-3
330 379 芦屋支店 兵庫県 兵庫県芦屋市公光町11-9
331 380 芦屋駅前支店 兵庫県 兵庫県芦屋市船戸町2-1-101
332 355 伊丹支店 兵庫県 兵庫県伊丹市中央3-5-23
333 431 加古川支店 兵庫県 兵庫県加古川市加古川町寺家町53-2
334 432 東加古川支店 兵庫県 兵庫県加古川市平岡町新在家1138-8
335 433 別府支店 兵庫県 兵庫県加古川市別府町緑町1
336 444 北条支店 兵庫県 兵庫県加西市北条町北条910
337 435 高砂支店 兵庫県 兵庫県高砂市高砂町浜田町2-3-5
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338 436 曽根出張所 兵庫県 兵庫県高砂市曽根町2241-2
339 395 ウッディタウン支店 兵庫県 兵庫県三田市すずかけ台2-3-1
340 391 三田支店 兵庫県 兵庫県三田市中央町4-1
341 438 三木支店 兵庫県 兵庫県三木市本町2-3-12
342 442 緑が丘支店 兵庫県 兵庫県三木市緑が丘町本町1-1-7
343 411 洲本支店 兵庫県 兵庫県洲本市本町4-5-10
344 369 須磨支店 兵庫県 兵庫県神戸市須磨区月見山本町2-4-2
345 368 板宿支店 兵庫県 兵庫県神戸市須磨区大黒町2-1-9
346 689 北須磨支店 兵庫県 兵庫県神戸市須磨区中落合2-2-5
347 338 神戸学園都市支店 兵庫県 兵庫県神戸市西区学園西町1-13
348 337 西神中央支店 兵庫県 兵庫県神戸市西区糀台5-10-2
349 428 兵庫県庁出張所 兵庫県 兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1
350 598 神戸市役所出張所 兵庫県 兵庫県神戸市中央区加納町6-5-1
351 410 三宮支店 兵庫県 兵庫県神戸市中央区三宮町1-5-1
352 313 神戸駅前支店 兵庫県 兵庫県神戸市中央区多聞通3-3-9
353 400 長田支店 兵庫県 兵庫県神戸市長田区四番町8-6-1
354 526 岡本支店 兵庫県 兵庫県神戸市東灘区岡本1-3-25
355 308 御影支店 兵庫県 兵庫県神戸市東灘区御影本町4-10-4
356 339 六甲アイランド支店 兵庫県 兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9
357 306 甲南支店 兵庫県 兵庫県神戸市東灘区甲南町3-9-24
358 307 住吉支店 兵庫県 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-2-1
359 421 六甲支店 兵庫県 兵庫県神戸市灘区宮山町2-6-8
360 315 湊川支店 兵庫県 兵庫県神戸市兵庫区東山町2-2-6
361 320 兵庫支店 兵庫県 兵庫県神戸市兵庫区湊町4-2-10
362 387 北鈴蘭台支店 兵庫県 兵庫県神戸市北区甲栄台1-1-5
363 396 藤原台支店 兵庫県 兵庫県神戸市北区有野中町1-12-7
364 348 鈴蘭台支店 兵庫県 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町1-9-1
365 372 甲子園口支店 兵庫県 兵庫県西宮市甲子園口2-28-18
366 582 甲子園支店 兵庫県 兵庫県西宮市甲子園七番町1-19
367 376 甲東支店 兵庫県 兵庫県西宮市甲東園3-2-29
368 375 西宮北口支店 兵庫県 兵庫県西宮市高松町11-6
369 374 夙川支店 兵庫県 兵庫県西宮市相生町7-5
370 370 西宮市役所出張所 兵庫県 兵庫県西宮市六湛寺町10-3
371 370 西宮支店 兵庫県 兵庫県西宮市六湛寺町14-12
372 441 西脇支店 兵庫県 兵庫県西脇市西脇951
373 356 川西支店 兵庫県 兵庫県川西市小花1-7-9
374 392 篠山支店 兵庫県 兵庫県丹波篠山市二階町60
375 419 尼崎支店 兵庫県 兵庫県尼崎市昭和通3-91
376 420 塚口支店 兵庫県 兵庫県尼崎市塚口町1-12-21
377 422 園田支店 兵庫県 兵庫県尼崎市東園田町9-18-9
378 423 尼崎市役所出張所 兵庫県 兵庫県尼崎市東七松町1-23-1
379 424 武庫之荘支店 兵庫県 兵庫県尼崎市武庫之荘2-2-14
380 536 立花支店 兵庫県 兵庫県尼崎市立花町1-5-17
381 461 姫路市役所出張所 兵庫県 兵庫県姫路市安田4-1
382 451 姫路支店 兵庫県 兵庫県姫路市呉服町54
383 457 広畑支店 兵庫県 兵庫県姫路市広畑区正門通3-5-2
384 455 飾磨支店 兵庫県 兵庫県姫路市飾磨区清水127
385 458 網干支店 兵庫県 兵庫県姫路市網干区新在家三ツ石1437-17
386 377 宝塚支店 兵庫県 兵庫県宝塚市栄町2-1-2
387 378 逆瀬川支店 兵庫県 兵庫県宝塚市逆瀬川1-1-11
388 735 宝塚中山出張所 兵庫県 兵庫県宝塚市中山寺1-7-7
389 470 豊岡支店 兵庫県 兵庫県豊岡市元町12-1
390 426 大久保支店 兵庫県 兵庫県明石市大久保町駅前1-11-3
391 425 明石支店 兵庫県 兵庫県明石市大明石町1-5-4
392 773 生駒支店 奈良県 奈良県生駒市元町1-13-1
393 544 大和郡山支店 奈良県 奈良県大和郡山市南郡山町529-2
394 543 平城支店 奈良県 奈良県奈良市右京1-3-4
395 541 奈良支店 奈良県 奈良県奈良市角振町35
396 546 学園前支店 奈良県 奈良県奈良市学園北1-1-1-100
397 772 大和王寺支店 奈良県 奈良県北葛城郡王寺町王寺2-6-11
398 542 和歌山支店 和歌山県 和歌山県和歌山市六番丁10
399 651 岡山支店 岡山県 岡山県岡山市北区本町3-6-101
400 605 広島支店 広島県 広島県広島市中区紙屋町1-3-2
401 602 尾道支店 広島県 広島県尾道市土堂1-8-26
402 711 下関支店 山口県 山口県下関市竹崎町1-15-20
403 674 高松支店 香川県 香川県高松市兵庫町10-4
404 740 松山支店 愛媛県 愛媛県松山市三番町4-9-6
405 603 新居浜支店 愛媛県 愛媛県新居浜市中須賀町1-7-33
406 718 久留米支店 福岡県 福岡県久留米市日吉町15-52
407 708 大牟田支店 福岡県 福岡県大牟田市栄町1-2-1
408 717 天神町支店 福岡県 福岡県福岡市中央区天神2-11-1
409 701 福岡支店 福岡県 福岡県福岡市博多区博多駅前1-1-1
410 704 北九州支店 福岡県 福岡県北九州市小倉北区魚町1-5-16
411 720 熊本支店 熊本県 熊本県熊本市中央区新市街1-1
412 721 大分支店 大分県 大分県大分市中央町1-3-22
413 508 鹿児島支店 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市東千石町1-38



無人出張所（ＡＴＭコーナー）

No 店番号 拠点名 都道府県 住所

1 - 札幌共同出張所 北海道 北海道札幌市中央区北二条西4-1
2 - 小樽出張所 北海道 北海道小樽市稲穂2-20-1
3 - イ－アスつくば出張所 茨城県 茨城県つくば市研究学園5-19
4 - 浦和共同出張所 埼玉県 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-1-23
5 - 浦和パルコ出張所 埼玉県 埼玉県さいたま市浦和区東高砂11-1
6 - 南浦和駅前出張所 埼玉県 埼玉県さいたま市南区南本町1-2-12
7 - 新越谷出張所 埼玉県 埼玉県越谷市南越谷4-5-5
8 - ララガ－デン川口出張所 埼玉県 埼玉県川口市宮町18-9
9 - 和光市出張所 埼玉県 埼玉県和光市丸山台1-10-4
10 - 東京ディズニ－シ－出張所 千葉県 千葉県浦安市舞浜1-1
11 - 西浦安出張所 千葉県 千葉県浦安市舞浜2-46-5
12 - 東京メトロ行徳駅出張所 千葉県 千葉県市川市行徳駅前2-4-1
13 - 南行徳出張所 千葉県 千葉県市川市南行徳1-20-6
14 - 成田空港第2旅客タ－ミナルビル出張所 千葉県 千葉県成田市古込字古込1-1
15 - 成田空港第2旅客タ－ミナルビル1階出張所 千葉県 千葉県成田市古込字古込1-1
16 - 成田空港第1旅客タ－ミナル中央ビル出張所 千葉県 千葉県成田市三里塚字御料牧場1-1
17 - 成田空港第1旅客タ－ミナル南ウイング出張所 千葉県 千葉県成田市三里塚字御料牧場1-1
18 - 千葉共同出張所 千葉県 千葉県千葉市中央区新町1000
19 - 幕張新都心出張所 千葉県 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6
20 - ららぽ－と柏の葉出張所 千葉県 千葉県柏市若柴175
21 - 亀有北口出張所 東京都 東京都葛飾区亀有5-34-2
22 - 四つ木出張所 東京都 東京都葛飾区四つ木2-21-1
23 - イト－ヨ－カド－葛西店1階出張所 東京都 東京都江戸川区東葛西9-3-3
24 - 京成小岩出張所 東京都 東京都江戸川区北小岩2-9-11
25 - パレットタウン出張所 東京都 東京都江東区青海1
26 - ららぽ－と豊洲出張所 東京都 東京都江東区豊洲2-4-9
27 - 品川インタ－シティ出張所 東京都 東京都港区港南2-15-2
28 - 芝出張所 東京都 東京都港区芝1-15-10
29 - 田町駅前出張所 東京都 東京都港区芝5-31-7
30 - 浜松町ビルディング出張所 東京都 東京都港区芝浦1-1-1
31 - 芝浦出張所 東京都 東京都港区芝浦4-13-23
32 - 新橋駅前出張所 東京都 東京都港区新橋2-16-1-101
33 - JR新橋駅銀座口出張所 東京都 東京都港区新橋2-17-14
34 - 赤坂Bizタワ－出張所 東京都 東京都港区赤坂5-3-1
35 - 赤坂5丁目交差点前出張所 東京都 東京都港区赤坂6-13-17
36 - 東京ミッドタウン出張所 東京都 東京都港区赤坂9-7-1
37 - メディア－ジュ出張所 東京都 東京都港区台場1-7-1
38 - 汐留シティセンタ－出張所 東京都 東京都港区東新橋1－5
39 - 広尾共同出張所 東京都 東京都港区南麻布5-15-27
40 - 浜松町駅前出張所 東京都 東京都港区浜松町1-29-6
41 - 青山共同出張所 東京都 東京都港区北青山3-11-7
42 - 東京メトロ表参道駅出張所 東京都 東京都港区北青山3-6-12
43 - 泉ガ－デン出張所 東京都 東京都港区六本木1-6-1
44 - 六本木ヒルズ出張所 東京都 東京都港区六本木6-10-1
45 - 東京メトロ六本木駅出張所 東京都 東京都港区六本木6-1-25
46 - 渋谷西出張所 東京都 東京都渋谷区宇田川町28-4
47 - 恵比寿三越出張所 東京都 東京都渋谷区恵比寿4-20-7
48 - 恵比寿東出張所 東京都 東京都渋谷区広尾1-15-2
49 - 広尾ガーデンヒルズ出張所 東京都 東京都渋谷区広尾4-1-11
50 - 広尾散歩通り出張所 東京都 東京都渋谷区広尾5-16-4
51 - 渋谷東口出張所 東京都 東京都渋谷区渋谷1-14-14
52 - 東京メトロ渋谷駅出張所 東京都 東京都渋谷区渋谷2-21-13
53 - 神宮前出張所 東京都 東京都渋谷区神宮前5-52-2
54 - 新宿南口共同出張所 東京都 東京都渋谷区代々木2-9-2
55 - 代々木八幡出張所 東京都 東京都渋谷区富ヶ谷1-51-2
56 - 都営地下鉄若松河田駅出張所 東京都 東京都新宿区河田町10-10
57 - 高田馬場駅前出張所 東京都 東京都新宿区高田馬場3-3-1
58 - 四谷見附出張所 東京都 東京都新宿区四谷2-14
59 - 信濃町出張所 東京都 東京都新宿区信濃町10
60 - 新宿御苑前出張所 東京都 東京都新宿区新宿1-8-5
61 - 新宿イーストサイドスクエア出張所 東京都 東京都新宿区新宿6-27-30
62 - エステック情報ビル出張所 東京都 東京都新宿区西新宿1-24-1
63 - 東京メトロ新宿駅出張所 東京都 東京都新宿区西新宿１丁目
64 - 新宿新都心出張所 東京都 東京都新宿区西新宿2-1-1
65 - 西新宿出張所 東京都 東京都新宿区西新宿8-12-1
66 - 神楽坂出張所 東京都 東京都新宿区天神町14
67 - 早稲田出張所 東京都 東京都新宿区馬場下町63
68 - 高円寺駅前出張所 東京都 東京都杉並区高円寺南4-27-10
69 - フレスポひばりが丘出張所 東京都 東京都西東京市谷戸町2-3-7
70 - 霞が関ビル出張所 東京都 東京都千代田区霞が関3-2-5
71 - 霞が関出張所 東京都 東京都千代田区霞が関3-8-1
72 - 秋葉原出張所 東京都 東京都千代田区外神田6-13-11
73 - 本店営業部 東京都 東京都千代田区丸の内1-1-2
74 - 東館出張所 東京都 東京都千代田区丸の内1-3-2
75 - 新丸ビル出張所 東京都 東京都千代田区丸の内1-5-1
76 - 東京メトロ東京駅出張所 東京都 東京都千代田区丸ノ内1-6-5
77 - サウスタワ－出張所 東京都 東京都千代田区丸の内1-9-2
78 - 九段出張所 東京都 東京都千代田区九段南1-5-3
79 - 九段南出張所 東京都 東京都千代田区九段南3-9-15
80 - 東京メトロ麹町駅出張所 東京都 東京都千代田区麹町3-2
81 - 秋葉原東口出張所 東京都 東京都千代田区神田佐久間町1-25-5
82 - TX秋葉原駅出張所 東京都 東京都千代田区神田佐久間町1-6-5
83 - 水道橋出張所 東京都 東京都千代田区神田三崎町2-19-4
84 - 御茶ノ水出張所 東京都 東京都千代田区神田駿河台4-3



No 店番号 拠点名 都道府県 住所

85 - 神田小川町出張所 東京都 東京都千代田区神田小川町1-1
86 - 神保町出張所 東京都 東京都千代田区神田神保町2-38
87 - 東京メトロ淡路町駅出張所 東京都 東京都千代田区神田淡路町1-2
88 - 大手町共同出張所 東京都 東京都千代田区大手町1-1-3
89 - 神田南口出張所 東京都 東京都千代田区鍛冶町2-1-2
90 - 有楽町出張所 東京都 東京都千代田区有楽町2-5-1
91 - 東京メトロ北千住駅出張所 東京都 東京都足立区千住2-63
92 - 元浅草出張所 東京都 東京都台東区元浅草1-1-3
93 - 上野広小路出張所 東京都 東京都台東区上野1-20-11
94 - 上野駅前出張所 東京都 東京都台東区東上野3-18-7
95 - 羽田空港第3旅客タ－ミナル出張所 東京都 東京都大田区羽田空港2-6-5
96 - 羽田空港第3旅客ターミナル2階出張所 東京都 東京都大田区羽田空港2-6-5
97 - 羽田空港第1タ－ミナル出張所 東京都 東京都大田区羽田空港3-3-2
98 - 羽田空港第2タ－ミナル出張所 東京都 東京都大田区羽田空港3-4-2
99 - 羽田空港第2タ－ミナル南出張所 東京都 東京都大田区羽田空港3-4-2
100 - グランデュオ蒲田東館出張所 東京都 東京都大田区蒲田5-13-1
101 - 蒲田東出張所 東京都 東京都大田区蒲田5-15-1
102 - 京橋宝町出張所 東京都 東京都中央区京橋2-12-3
103 - 東京メトロ東銀座駅出張所 東京都 東京都中央区銀座4-12-15
104 - 銀座共同出張所 東京都 東京都中央区銀座6-9-2
105 - 築地浜離宮ビル出張所 東京都 東京都中央区築地5-3-3
106 - 日本橋共同出張所 東京都 東京都中央区日本橋2-1-14
107 - 東京メトロ水天宮前駅出張所 東京都 東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-1
108 - 茅場町駅前出張所 東京都 東京都中央区日本橋茅場町1-13-12
109 - 大伝馬町出張所 東京都 東京都中央区日本橋大伝馬町5-7
110 - 新富町出張所 東京都 東京都中央区入船3-3-11
111 - 八重洲呉服橋出張所 東京都 東京都中央区八重洲1-3-3
112 - 八重洲地下街出張所 東京都 東京都中央区八重洲2-1八重洲地下街北1号
113 - 中野南口出張所 東京都 東京都中野区中野2-30-8
114 - 町田駅前出張所 東京都 東京都町田市原町田6-12-1
115 - 戸越公園出張所 東京都 東京都品川区戸越5-10-20
116 - 武蔵小山出張所 東京都 東京都品川区小山4-2-2
117 - 目黒東口出張所 東京都 東京都品川区上大崎2-15-18
118 - 大井町出張所 東京都 東京都品川区大井1-50-5
119 - ゲ－トシティ大崎出張所 東京都 東京都品川区大崎1-11-1
120 - SMBC大崎コンサルティングオフィス（大崎出張所） 東京都 東京都品川区大崎2-1-1
121 - 荏原町出張所 東京都 東京都品川区中延5-12-1
122 - 青物横丁駅出張所 東京都 東京都品川区南品川3-1-20
123 - 戸越出張所 東京都 東京都品川区平塚1-7-7
124 - 吉祥寺共同出張所 東京都 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-15-9
125 - 東京メトロ後楽園駅出張所 東京都 東京都文京区春日1-2-3
126 - 春日出張所 東京都 東京都文京区小石川2-1-13
127 - 茗荷谷出張所 東京都 東京都文京区小日向4-7-12
128 - 池袋駅前出張所 東京都 東京都豊島区西池袋1-16-10
129 - 新大塚出張所 東京都 東京都豊島区南大塚3-4-2
130 - 大塚駅前出張所 東京都 東京都豊島区北大塚1-20-7
131 - 東京メトロ押上駅出張所 東京都 東京都墨田区押上1-1-65
132 - 錦糸町駅前出張所 東京都 東京都墨田区江東橋3-14-10
133 - 中目黒駅前出張所 東京都 東京都目黒区上目黒3-1-5
134 - 立川共同出張所 東京都 東京都立川市曙町2-7-16
135 - みなとみらい駅前出張所 神奈川県 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-5-1
136 - 横浜西口出張所 神奈川県 神奈川県横浜市西区南幸1-12-7
137 - 相鉄ジョイナス出張所 神奈川県 神奈川県横浜市西区南幸1-5-1
138 - 横浜２階共同出張所 神奈川県 神奈川県横浜市西区北幸1-6-1
139 - 横浜８階共同出張所 神奈川県 神奈川県横浜市西区北幸1-6-1
140 - 青葉台共同出張所 神奈川県 神奈川県横浜市青葉区青葉台1-7-１
141 - 青葉台駅前出張所 神奈川県 神奈川県横浜市青葉区青葉台2-5-15
142 - 横浜中央出張所 神奈川県 神奈川県横浜市中区羽衣町1-3-10
143 - 関内出張所 神奈川県 神奈川県横浜市中区尾上町3-35
144 - 鎌倉駅前出張所 神奈川県 神奈川県鎌倉市小町1-4-12　松林堂ビル1階
145 - 溝ノ口駅前出張所 神奈川県 神奈川県川崎市高津区溝口1-3-1
146 - 川崎駅前東出張所 神奈川県 神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-2
147 - 新百合ケ丘駅南口出張所 神奈川県 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-18-1
148 - 藤沢駅出張所 神奈川県 神奈川県藤沢市南藤沢1-1
149 - 吉田出張所 山梨県 山梨県富士吉田市下吉田1731-1
150 - 沼津出張所 静岡県 静岡県沼津市高島町21-23
151 - 中部国際空港セントレア内出張所 愛知県 愛知県常滑市セントレア1丁目1番地
152 - 名古屋共同出張所 愛知県 愛知県名古屋市中区錦3-16-27
153 - SMBCパ－ク　栄(SMBCパ－ク　栄出張所) 愛知県 愛知県名古屋市中区錦3-25-20
154 - 名古屋ミッドランドスクエア出張所 愛知県 愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1
155 - 名古屋駅前共同出張所 愛知県 愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1
156 - JR京都駅出張所 京都府 京都府京都市下京区烏丸通塩小路下る東塩小路町901
157 - 四条河原町出張所 京都府 京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52
158 - 四条大宮出張所 京都府 京都府京都市下京区四条通堀川西入唐津屋524－3
159 - 東寺出張所 京都府 京都府京都市南区西九条東島町58
160 - 堺一条通出張所 大阪府 大阪府堺市堺区一条通20-5
161 - 百舌鳥梅町出張所 大阪府 大阪府堺市北区百舌鳥梅町1-24-16
162 - 近商ストア松原店出張所 大阪府 大阪府松原市上田3-6-1 
163 - 関西国際空港出張所 大阪府 大阪府泉佐野市泉州空港北１
164 - 関西国際空港第2ターミナルビル出張所 大阪府 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中13
165 - あべのハルカス近鉄本店出張所 大阪府 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
166 - ＵＳＪ出張所 大阪府 大阪府大阪市此花区桜島2-1-33
167 - 道頓堀出張所 大阪府 大阪府大阪市西区南堀江1-4-11
168 - 堺筋本町出張所 大阪府 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-18
169 - なんば駅ekimo出張所 大阪府 大阪府大阪市中央区難波1-9-7



No 店番号 拠点名 都道府県 住所

170 - なんばスカイオ出張所 大阪府 大阪府大阪市中央区難波5-1-60
171 - 日本一出張所 大阪府 大阪府大阪市中央区日本橋1-17-17
172 - 淀屋橋オドナ出張所 大阪府 大阪府大阪市中央区北浜4-3-1
173 - 大阪本店営業部 大阪府 大阪府大阪市中央区北浜4-6-5
174 - 京阪京橋駅出張所 大阪府 大阪府大阪市都島区東野田町2-1-38
175 - 大今里西出張所 大阪府 大阪府大阪市東成区大今里西2-17-19
176 - 福島出張所 大阪府 大阪府大阪市福島区福島5-1-12
177 - 梅田阪急ビルスカイロビー出張所 大阪府 大阪府大阪市北区角田町8-1
178 - 阪急グランドビル出張所 大阪府 大阪府大阪市北区角田町8-47
179 - 梅田駅ekimo出張所 大阪府 大阪府大阪市北区角田町8-6
180 - 梅田北口出張所 大阪府 大阪府大阪市北区芝田1-1-3
181 - うめきたグランフロント北出張所 大阪府 大阪府大阪市北区大深町3-1
182 - うめきたグランフロント南出張所 大阪府 大阪府大阪市北区大深町4-20
183 - 新梅田出張所 大阪府 大阪府大阪市北区大淀中1-1-90
184 - 梅田共同出張所 大阪府 大阪府大阪市北区茶屋町1-27
185 - 中之島出張所 大阪府 大阪府大阪市北区中之島2-3-18
186 - 住友病院出張所 大阪府 大阪府大阪市北区中之島5-3-20
187 - 堂島地下街出張所 大阪府 大阪府大阪市北区堂島1丁目　堂島地下街6号
188 - 大阪駅前共同出張所 大阪府 大阪府大阪市北区梅田1-8-17
189 - ディアモール大阪出張所 大阪府 大阪府大阪市北区梅田１丁目大阪駅前ダイヤモンド地下街２号
190 - ハ－ビス大阪出張所 大阪府 大阪府大阪市北区梅田2-5-25
191 - ＪＲ大阪駅出張所 大阪府 大阪府大阪市北区梅田3-1-1
192 - 枚方駅前出張所 大阪府 大阪府枚方市岡東町18-15
193 - 芦屋北口出張所 兵庫県 兵庫県芦屋市船戸町1-29
194 - 芦屋共同出張所 兵庫県 兵庫県芦屋市大原町10-1
195 - 垂水北出張所 兵庫県 兵庫県神戸市垂水区天ノ下町7-15
196 - 栄町出張所 兵庫県 兵庫県神戸市中央区栄町通4-1-10
197 - 三宮駅北出張所 兵庫県 兵庫県神戸市中央区加納町4-3-3
198 - ＪＲ三ノ宮駅東口第一出張所 兵庫県 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5-1
199 - 元町一番街出張所 兵庫県 兵庫県神戸市中央区元町通1-4-18
200 - 神戸共同出張所 兵庫県 兵庫県神戸市中央区御幸通8-1-17
201 - ファッションタウン出張所 兵庫県 兵庫県神戸市中央区港島中町6-8-1
202 - 神戸空港出張所 兵庫県 兵庫県神戸市中央区神戸空港１番
203 - 山手出張所 兵庫県 兵庫県神戸市中央区中山手通3-12-13
204 - ハ－バ－ランド出張所 兵庫県 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-7-3
205 - 神戸貿易センタ－出張所 兵庫県 兵庫県神戸市中央区浜辺通5-1-14
206 - 神戸営業部 兵庫県 兵庫県神戸市中央区浪花町56
207 - 神鋼病院出張所 兵庫県 兵庫県神戸市中央区脇浜町1-4-47
208 - 六甲アイランド・リバ－モ－ル出張所 兵庫県 兵庫県神戸市東灘区向洋町中5-15
209 - ウェルブ六甲道出張所 兵庫県 兵庫県神戸市灘区備後町5-3-1-106
210 - 御崎出張所 兵庫県 兵庫県神戸市兵庫区金平町1-15-14
211 - 神戸三田プレミアム・アウトレット出張所 兵庫県 兵庫県神戸市北区上津台7-3
212 - 有馬出張所 兵庫県 兵庫県神戸市北区有馬町字有馬790-3
213 - 西宮北口駅南出張所 兵庫県 兵庫県西宮市高松町4-8
214 - JR尼崎駅前出張所 兵庫県 兵庫県尼崎市潮江1-4-5
215 - 姫路フェスタビル出張所 兵庫県 兵庫県姫路市駅前町363-1
216 - 西大寺出張所 奈良県 奈良県奈良市西大寺東町2-1-63
217 - 広島八丁堀出張所 広島県 広島県広島市中区鉄砲町10番18号　八丁堀栗村ビル
218 - 佐賀駅前出張所 佐賀県 佐賀県佐賀市駅前中央1-5-10


