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株式会社池田泉州銀行（頭取 CEO 鵜川 淳）では、新型コロナウイルスの感染拡大に 

より影響を受けられた、または、今後影響を受ける恐れのある事業者の方々を対象とした、

資金繰りをご支援する目的で「特別相談窓口」および「休日緊急相談窓口」を設置して 

おりますが、今般住宅ローン利用者の方々を対象とした、返済条件等に関するご相談も 

両窓口で承ることとしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

Ⅰ．特別相談窓口 

設置個所 ご融資取扱店舗（詳細は別紙①参照） 

開設期間 2020年 4月 13日（月）～2020年 9月 30日（水） 

相談内容 
事業性にかかる必要な資金に関するご相談、返済条件等に関するご相談 

住宅ローンの返済条件等に関するご相談 

受付時間 営業日の 9：00～15：00 

 

Ⅱ．休日緊急相談窓口 

設置個所 休日営業を実施しているローンプラザ（詳細は別紙②参照） 

開設期間 2020年 4月 11日（土）～2020年 9月 27日（日） 

相談内容 
事業性にかかる必要な資金に関するご相談、返済条件等に関するご相談 

住宅ローンの返済条件等に関するご相談 

受付時間 
各対象ローンプラザの営業時間 

※別紙②の対象店一覧にてご確認をお願いいたします。 

 

 

 

                                                以 上 

 

 

～新型コロナウイルスの感染拡大により 

影響を受ける事業者・住宅ローンご利用の方々へ～ 

「特別相談窓口」「休日緊急相談窓口」の設置について 



（別紙①）

1 泉州営業部 大阪府岸和田市宮本町26番15号 (072)433-4105 072-437-5622

2 貝塚支店 大阪府貝塚市近木1488番地 (072)431-4626 072-437-5623

3 泉南支店 大阪府泉南市信達牧野199番地の2 (072)483-2286 072-484-3249

4 忠岡支店 大阪府泉北郡忠岡町忠岡南1丁目4番1号 (0725)33-5101 0725-32-5686

5 熊取支店 大阪府泉南郡熊取町大久保中2丁目27番5号 (072)452-1401 072-453-0211

6 阪南支店 大阪府阪南市尾崎町68番地 (072)472-0601 072-472-4699

7 鳳支店 大阪府堺市西区鳳南町4丁413番地2 (072)271-0781 072-273-1844

8 和泉支店 大阪府和泉市府中町1丁目7番7号 (0725)41-0490 0725-44-1171

9 泉佐野支店 大阪府泉佐野市栄町5番10号 (072)463-2551 072-464-8581

11 泉大津支店 大阪府泉大津市田中町12番28号 (0725)21-4681 0725-32-4701

13 堺支店 大阪府堺市堺区一条通14番8号 (072)221-5101 072-223-4325

15 難波支店 大阪府大阪市中央区難波5丁目1番60号なんばスカイオ1階 (06)6641-8771 06-6641-8778

16 高石支店 大阪府高石市加茂1丁目21番23号 (072)265-5211 072-263-3607

18 和歌山支店 和歌山県和歌山市美園町5丁目1番地の3 (073)424-4181 073-436-5440

20 諏訪森支店 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町中2丁158番地14 (072)265-2661 072-263-3656

22 初芝支店 大阪府堺市東区日置荘西町2丁4番1号 (072)285-4561 072-285-8661

23 昭和町支店 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1丁目28番4号 (06)6621-3731 06-6623-1395

29 松原支店 大阪府松原市天美東7丁目62番地 (072)332-5375 072-333-5313

32 八尾支店 大阪府八尾市弓削町1丁目1番地　 (072)949-1080 072-949-0576

33 泉ヶ丘支店 大阪府堺市南区茶山台1丁2番3号 (072)291-2131 072-292-4309

36 東大阪支店 大阪府東大阪市小阪1丁目2番20号 天正第2ビル2階 (06)6787-1600 06-6787-0661

43 城東支店 大阪府大阪市城東区今福東1丁目10番5号 (06)6934-1911 06-6934-5872

45 枚方北支店 大阪府枚方市長尾元町5丁目19番10号 (072)850-3611 072-851-2144

50 交野支店 大阪府交野市星田5丁目11番3号 (072)893-2091 072-891-3191

51 藤井寺支店 大阪府藤井寺市岡2丁目12番6号 (072)939-8111 072-939-5668

57 住道支店 大阪府大東市赤井2丁目1番8号 (072)875-3731 072-874-0012

73 和泉中央支店 大阪府和泉市いぶき野5丁目1番2号 (0725)57-3181 0725-57-3185

101 池田営業部 大阪府池田市城南2丁目1番11号 (072)753-3737 072-751-2716

111 豊中支店 大阪府豊中市本町1丁目2番4号 (06)6854-1141 06-6848-6280

112 服部支店 大阪府豊中市服部元町1丁目6番3号 (06)6862-0351 06-6862-3922

121 吹田支店 大阪府吹田市内本町2丁目2番1号　 (06)6381-4741 06-6382-8080

124 千里中央支店 大阪府豊中市新千里東町1丁目5番3号 (06)6871-9981 06-6831-9238

126 江坂支店 大阪府吹田市豊津町9番1号 (06)6386-6301 06-6380-2420

132 箕面駅前支店 大阪府箕面市箕面6丁目2番5-101号 (072)721-3385 072-721-3814

133 小野原支店 大阪府箕面市小野原東3丁目13番22号 (072)728-8411 072-728-8395

141 富田支店 大阪府高槻市大畑町5番2号 (072)696-3933 072-695-4493

143 高槻支店 大阪府高槻市城北町2丁目8番4号 (072)672-6500 072-672-6660

181 摂津支店 大阪府摂津市東一津屋13番3号 (06)4862-0055 06-4862-0075

182 千里丘支店 大阪府摂津市千里丘2丁目15番10号 (06)6330-2851 06-6330-2831

201 本町支店 大阪市中央区久太郎町3丁目6番8号 御堂筋ダイワビル1階 (06)6251-0791 06-6252-5360

202 大阪西支店 大阪府大阪市西区江戸堀2丁目1番1号 (06)6443-8841 06-6443-8846

203 堺筋支店 大阪府大阪市中央区本町1丁目8番12号 (06)6263-8050 06-6263-8051

204 あべのハルカス支店 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1番43号 (06)6624-8418 06-6624-8400

205 東成支店 大阪市東成区東今里2丁目1番2号 (06)6971-2571 06－6971－2577

212 堂島支店 大阪府大阪市北区西天満2丁目6番8号 (06)6362-5051 06-6362-5056

213 本店営業部 大阪府大阪市北区茶屋町18番14号 (06)6376-1781 06-6375-1195

222 上新庄支店 大阪府大阪市東淀川区上新庄2丁目24番23号 (06)6328-2761 06-6325-1620

231 大宮町支店 大阪府大阪市旭区大宮4丁目5番12号 (06)6951-4771 06-6951-4477

FAX番号

■株式会社池田泉州銀行　新型コロナウイルス特別相談窓口一覧　

店番 　店舗名 所在地 電話番号



（別紙①）

FAX番号

■株式会社池田泉州銀行　新型コロナウイルス特別相談窓口一覧　

店番 　店舗名 所在地 電話番号

301 神戸支店 兵庫県神戸市中央区京町71 (078)321-4391 078-331-3218

303 住吉御影支店 兵庫県神戸市東灘区住吉本町3丁目5番4号 (078)856-8015 078-856-8012

311 西宮北口支店 兵庫県西宮市甲風園1丁目9番14号 (0798)67-4631 0798-64-4239

314 夙川支店 兵庫県西宮市寿町4番30号 (0798)36-3101 0798-36-3123

323 塚口支店 兵庫県尼崎市塚口町1丁目18番7号 (06)6421-6000 06-6421-6061

331 川西支店 兵庫県川西市栄町20番1号 (072)759-4761 072-758-6361

332 山下支店 兵庫県川西市見野2丁目28番31号 (072)794-1221 072-794-4522

341 伊丹支店 兵庫県伊丹市西台1丁目1番1号 (072)772-1051 072-771-0139

353 売布支店 兵庫県宝塚市売布2丁目5番1号 (0797)87-6331 0797-85-1242

356 宝塚駅前支店 兵庫県宝塚市栄町2丁目3番1号 (0797)81-3521 0797-81-3390

361 三田支店 兵庫県三田市中央町9番28-101号 (079)562-2891 079-563-6519

501 京都支店 京都府京都市中京区御池通東洞院西入る笹屋町435 (075)231-0511 075-231-0520

701 東京支店 東京都千代田区丸の内2丁目2番1号 (03)3284-1251 03-3284-1252



■株式会社池田泉州銀行　新型コロナウイルス休日緊急相談窓口一覧　 （別紙②）

店名 住所 電話番号

泉州ローンプラザ
岸和田市宮本町26番15号
（泉州営業部内）

072-438-9077 日曜 9：00～17：00

堺ローンプラザ
堺市堺区一条通14番8号
（堺支店2階）

072-226-3705 日曜 9：00～17：00

昭和町ローンプラザ
大阪市阿倍野区阪南町1丁目28番4号
（昭和町支店同ビル2階）

06-6625-7260 日曜 9：00～17：00

和泉中央ローンプラザ
和泉市いぶき野5丁目1番2号
（ピボ和泉中央1階・和泉中央支店内）

0725-57-1800 日曜 9：00～17：00

梅田ローンプラザ
大阪市北区芝田1丁目1番3号
（梅田支店内）

06-6372-6321 土曜 10：00～18：00

高槻ローンプラザ
高槻市城北町2丁目8番4号
（高槻支店2階）

072-672-6690 土曜 9：00～17：00

千里丘ローンプラザ
摂津市千里丘2丁目15番10号
（千里丘支店内）

06-6330-2882 土曜 9：00～17：00

神戸ローンプラザ
神戸市東灘区住吉本町3丁目5番4号
（住吉御影支店内）

078-856-8071 土曜 9：00～17：00

塚口ローンプラザ
尼崎市塚口町1丁目18番7号
（塚口支店内）

06-6421-8851 土曜 9：00～17：00

西宮北口ローンプラザ
西宮市甲風園1丁目9番14号
（西宮北口支店内）

0798-67-2322 土曜 9：00～17：00

休日営業時間


