
（別紙1）通常営業を再開（昼休業を終了）する店舗

1 泉州営業部 大阪府岸和田市宮本町26番15号

2
55

貝塚支店・
東貝塚支店

大阪府貝塚市近木1488番地

3 泉南支店 大阪府泉南市信達牧野199番地の2

4 忠岡支店 大阪府泉北郡忠岡町忠岡南1丁目4番1号

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

6
74

阪南支店
・箱作支店

大阪府阪南市尾崎町68番地

7 鳳支店 大阪府堺市西区鳳南町4丁413番地2

8 和泉支店 大阪府和泉市府中町1丁目7番7号

9 泉佐野支店 大阪府泉佐野市栄町5番10号

11 泉大津支店 大阪府泉大津市田中町12番28号

13
30

堺支店・
堺市駅前支店

大阪府堺市堺区一条通14番8号

15 難波支店 大阪府大阪市中央区難波5丁目1番60号なんばスカイオ地下1階

16 高石支店 大阪府高石市加茂1丁目21番23号

17 久米田支店 大阪府岸和田市大町445番地の1

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

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

21 帝塚山支店 大阪府大阪市阿倍野区万代1丁目6番11号

22 初芝支店 大阪府堺市東区日置荘西町2丁4番1号

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

25 上野芝支店 大阪府堺市西区上野芝町3丁4番25号

26
44

長居支店・
住之江支店

大阪府大阪市住吉区長居3丁目8番14号

28 羽曳野支店 大阪府羽曳野市南恵我之荘1丁目1番29号

29 松原支店 大阪府松原市天美東7丁目62番地

32 八尾支店 大阪府八尾市弓削町1丁目1番地

33
56

泉ヶ丘支店・
東山支店

大阪府堺市南区茶山台1丁2番3号

36
161

東大阪支店・
東大阪中央支店

大阪府東大阪市小阪1丁目2番20号 天正第2ビル2階

店番 　店舗名 所在地



（別紙1）通常営業を再開（昼休業を終了）する店舗

店番 　店舗名 所在地

36 八戸ノ里出張所 大阪府東大阪市下小阪5丁目2番2号天正第1ビル1階

37 津久野支店 大阪府堺市西区津久野町1丁11番3号

43 城東支店 大阪府大阪市城東区今福東1丁目10番5号

45
61

枚方北支店・
津田支店

大阪府枚方市長尾元町5丁目19番10号

47 春木支店 大阪府岸和田市春木若松町8番14号

49 東岸和田支店 大阪府岸和田市土生町4丁目2番2号

50 交野支店 大阪府交野市星田5丁目11番3号

51 藤井寺支店 大阪府藤井寺市岡2丁目12番6号

52
14

日根野支店・
長滝駅前支店

大阪府泉佐野市日根野4077番地の1

57 住道支店 大阪府大東市赤井2丁目1番8号

73
60

和泉中央支店・
和泉南支店

大阪府和泉市いぶき野5丁目1番2号

101 池田営業部 大阪府池田市城南2丁目1番11号

102
105

石橋支店・
池田東支店

大阪府池田市石橋2丁目17番13号

104 池田駅前支店 大阪府池田市栄町1番1号

111
119

豊中支店・
蛍池支店

大阪府豊中市本町1丁目2番4号

112 服部支店 大阪府豊中市服部元町1丁目6番3号

113 庄内支店 大阪府豊中市庄内東町3丁目19番32号

114 東豊中支店 大阪府豊中市東豊中町6丁目3番34-101号

115 旭ヶ丘支店 大阪府豊中市夕日丘1丁目1番6号

116 北豊中支店 大阪府豊中市西緑丘3丁目12番1号

117 緑地公園支店 大阪府豊中市東寺内町11番23号

121 吹田支店 大阪府吹田市内本町2丁目2番1号

122
127

南千里支店・
佐井寺出張所

大阪府吹田市津雲台1丁目1番4-111号

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

125 桃山台支店 大阪府吹田市桃山台5丁目2番1号

126 江坂支店 大阪府吹田市豊津町9番1号



（別紙1）通常営業を再開（昼休業を終了）する店舗

店番 　店舗名 所在地

131 箕面支店 大阪府箕面市桜井1丁目7番25号

132 箕面駅前支店 大阪府箕面市箕面6丁目2番5-101号

133 小野原支店 大阪府箕面市小野原東3丁目13番22号

141 富田支店 大阪府高槻市大畑町5番2号

143 高槻支店 大阪府高槻市城北町2丁目8番4号

151 高安支店 大阪府八尾市山本高安町2丁目12番1号

181 摂津支店 大阪府摂津市東一津屋13番3号

182 千里丘支店 大阪府摂津市千里丘2丁目15番10号

192 ときわ台支店 大阪府豊能郡豊能町ときわ台5丁目7番地の6

201 本町支店 大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目5番13号 又一ビルディング3階

202 大阪西支店 大阪府大阪市西区江戸堀2丁目1番1号

203 堺筋支店 大阪府大阪市中央区本町1丁目8番12号

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

205 東成支店 大阪市東成区東今里2丁目1番2号

211 梅田支店 大阪府大阪市北区芝田1丁目1番3号

213
212
241

本店営業部・
堂島支店・
新大阪支店

大阪府大阪市北区茶屋町18番14号

221 淡路支店 大阪府大阪市東淀川区東淡路4丁目18番9号

222
223

上新庄支店・
豊里支店

大阪府大阪市東淀川区上新庄2丁目24番23号

231 大宮町支店 大阪府大阪市旭区大宮4丁目5番12号

301 神戸支店 兵庫県神戸市中央区雲井通７丁目１番１号（神戸新聞会館１３階）

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

311 西宮北口支店 兵庫県西宮市甲風園1丁目9番14号

314 夙川支店 兵庫県西宮市寿町4番30号

321
322

武庫之荘支店・
西武庫出張所

兵庫県尼崎市武庫之荘1丁目5番4号

323 塚口支店 兵庫県尼崎市塚口町1丁目18番7号



（別紙1）通常営業を再開（昼休業を終了）する店舗

店番 　店舗名 所在地

331 川西支店 兵庫県川西市栄町20番1号

332 山下支店 兵庫県川西市見野2丁目28番31号

333 多田グリーンハイツ支店 兵庫県川西市向陽台3丁目2番地の98

334 多田支店 兵庫県川西市多田桜木1丁目8番1号

335 川西清和台支店 兵庫県川西市清和台東3丁目1番地の8

336 うね野支店 兵庫県川西市大和西1丁目64番地の2

341 伊丹支店 兵庫県伊丹市西台1丁目1番1号

352 仁川支店 兵庫県宝塚市仁川北2丁目7番1-102号

353 売布支店 兵庫県宝塚市売布2丁目5番1号

355 山本支店 兵庫県宝塚市平井1丁目2番23号

356
313

宝塚駅前支店・
名塩支店

兵庫県宝塚市栄町2丁目3番1号

357
351

逆瀬川支店・
宝塚支店

兵庫県宝塚市逆瀬川1丁目1番1号

361 三田支店 兵庫県三田市中央町9番28-101号

362 三田ウッディタウン支店 兵庫県三田市すずかけ台2丁目3番地の1

371 日生中央支店 兵庫県川辺郡猪名川町松尾台1丁目2番地の20

381 芦屋支店 兵庫県芦屋市大原町12番2号

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

503 新金岡支店 大阪府堺市北区新金岡町4丁1番3号

701 東京支店 東京都千代田区丸の内2丁目2番1号



（別紙2）以前から「昼休業」を実施している店舗（引き続き「昼休業」を実施させていただきます）

12 三林支店 大阪府和泉市和田町285番地の1

24 白鷺支店 大阪府堺市東区白鷺町1丁21番12号

27 駒川町支店 大阪府大阪市東住吉区駒川3丁目30番10号

31 金剛支店 大阪府富田林市寺池台1丁目9番

34 大東支店 大阪府大東市野崎1丁目7番12号

42 北野田支店 大阪府堺市東区北野田37番地1

53 樽井支店 大阪府泉南市樽井6丁目11番7号

54 田尻支店 大阪府泉南郡田尻町吉見688番地1

58 岬町支店 大阪府泉南郡岬町深日1828番地の1

71 もず支店 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町5丁389番地

72 堺西支店 大阪府堺市堺区熊野町西3丁2番7号

75 喜志支店 大阪府富田林市喜志町3丁目10番10号

118 曽根支店 大阪府豊中市南桜塚2丁目7番17号

123 北千里支店 大阪府吹田市古江台4丁目2番

171 彩都支店 大阪府茨木市彩都あさぎ1丁目1番10号

191 能勢支店 大阪府豊能郡能勢町森上151番地の13

302 六甲支店 兵庫県神戸市灘区山田町3丁目2番1号

312 苦楽園支店 兵庫県西宮市南越木岩町5番24号

342 稲野支店 兵庫県伊丹市稲野町4丁目21番地の4

343 伊丹鴻池支店 兵庫県伊丹市鴻池4丁目1番10号

354 中山台支店 兵庫県宝塚市中山桜台2丁目2番1号

店番 　店舗名 所在地


