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株式会社 近畿大阪銀行 

 

「創業応援デスク」の全店設置について 

関西みらいフィナンシャルグループの近畿大阪銀行(社長 中前 公志)は、創業支援を通じて地域経

済の活性化に貢献することを目的に、融資業務を取扱う全 49 店舗に「創業応援デスク」を設置します。 

ビジネスプラザおおさかの「創業支援デスク」が、これまで提供してきた各種サービスを、近畿大

阪銀行の幅広いネットワークを通じてご案内できる体制を整えます。 

 お近くの近畿大阪銀行が創業期の様々なご相談にお応えします 

創業期の資金調達や販路開拓・人材確保に関するご相談などに、外部の専門機関や専門家と連携

し高度なソリューションをワンストップで提供しているヒジネスプラザおおさかの機能を、お客

さまのお近くの近畿大阪銀行店舗にてご案内いたします。 

 

＜創業応援デスク概要＞ 

デスク設置日 2018年 4月 23日(月)  

設置場所 事業性融資を取扱う全 49店舗 ※明細別紙   

対象者 創業期のお客さま（個人・法人） 

相談内容 資金調達相談、創業計画の策定サポート 

外部専門家(税理士・会計士等)の無料出張相談の受付 

専門家の各種無料個別相談会(知財・商標・商品デザイン等)の受付 

自社ＨＰ作成アドバイス、自社カタログ・パンフレットのデザインのアドバイス 

助成金・補助金の認定受付 

提供サービス インターネットバンキング月間手数料の１年間無料サービス 

シンクタンク(りそな総合研究所)年会費１年間無料サービス 

クレジットカード初年度会費無料サービス 

 
【創業応援デスクイメージ】 
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別紙 

 

近畿大阪銀行 創業応援デスク設置一覧（所在地別） （2018年4月23日現在）

店舗名 郵便番号 所在地 電話番号

中央区 本店営業部 541-0053 大阪市中央区本町２－１－６  (地下鉄堺筋線堺筋本町駅17号出口) 06-6264-2341

谷町支店 542-0012 大阪市中央区谷町６－９－１  (地下鉄谷町線谷町六丁目駅2号出口) 06-6762-8251

難波支店 542-0076 大阪市中央区難波２－２－３  (地下鉄なんば駅24号出口・御堂筋グランドビル1階) 06-6212-8801

北区 天神橋筋支店 530-0041 大阪市北区天神橋４－８－２  (地下鉄堺筋線扇町駅1号出口) 06-6358-5231

梅田営業部 530-0017 大阪市北区角田町８－１　（梅田阪急ビルオフィスタワー24階）　（周辺の駅：梅田駅、東梅田駅、大阪駅） 06-6315-9751

西区 本町営業部 550-0003 大阪市西区京町堀１－６－５  (地下鉄四つ橋線肥後橋駅７号出口南70ｍ) 06-6447-2471

九条支店 550-0025 大阪市西区九条南３－１－１  (地下鉄中央線九条駅1A号出口南西100ｍ) 06-6581-0871

堀江支店 550-0015 大阪市西区南堀江１－２４－１５  (なにわ筋立花通北東角) 06-6538-1631

天王寺区 鶴橋支店 543-0024 大阪市天王寺区舟橋町１５－１９  (地下鉄千日前線鶴橋駅2号出口) 06-6761-5551

都島区 都島支店 534-0021 大阪市都島区都島本通３－２８－１７  (地下鉄谷町線都島駅1号出口東400ｍ) 06-6921-1331

城東区 城東支店 536-0005 大阪市城東区中央１－９－２９  (地下鉄長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅1号出口西70m) 06-6932-3771

鶴見区 鶴見支店 538-0051 大阪市鶴見区諸口３－１－２５  (地下鉄長堀鶴見緑地線横堤駅5号6号東南角) 06-6913-1781

東成区 今里支店 537-0013 大阪市東成区大今里南３－１－６  (今里ロータリー東500m) 06-6971-8131

緑橋支店 537-0021 大阪市東成区東中本２－１－２７  (地下鉄中央線緑橋駅5号出口) 06-6981-4381

生野区 生野支店 544-0005 大阪市生野区中川２－１６－１７  (市バス中川2丁目バス停前) 06-6751-1181

東住吉区 針中野支店 546-0014 大阪市東住吉区鷹合２－１－８  (近鉄南大阪線針中野駅南西300ｍ) 06-6698-7001

平野区 平野支店 547-0042 大阪市平野区平野市町３－５－２３  (市バス・近鉄バス平野宮町2丁目バス停前) 06-6791-3051

住吉区 住吉支店 558-0043 大阪市住吉区墨江４－１０－５  (南海高野線沢ノ町駅南西300ｍ) 06-6672-1771

阿倍野区 阿倍野支店 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野１－３－１５  (あべのハルカス南100ｍ) 06-6621-1321

西成区 天下茶屋支店 557-0015 大阪市西成区花園南２－７－１９  (南海本線・地下鉄堺筋線天下茶屋駅西300ｍ) 06-6659-1001

大正区 大正通支店 551-0031 大阪市大正区泉尾１－１－１２  (ＪＲ環状線大正駅南400ｍ) 06-6552-1571

福島区 野田支店 553-0006 大阪市福島区吉野３－２２－２４  (阪神本線野田駅南200ｍ) 06-6462-5201

淀川区 十三支店 532-0024 大阪市淀川区十三本町２－１－１  (阪急十三駅西100ｍ) 06-6301-2631

豊中市 豊中支店 560-0021 豊中市本町１－１０－１１  (阪急宝塚線豊中駅西北・国道176号線沿い) 06-6853-2321

吹田市 吹田支店 564-0036 吹田市寿町１－４－３  (阪急千里線吹田駅南300ｍ) 06-6381-4161

茨木市 茨木支店 567-0882 茨木市元町３－１８  (阪急京都線茨木市駅西500ｍ) 072-622-8761

摂津市 千里丘駅前支店 566-0001 摂津市千里丘１－８－８  (ＪＲ東海道本線千里丘駅西口前) 06-6389-1271

高槻市 高槻支店 569-1123 高槻市芥川町１－９－５１  (ＪＲ東海道本線高槻駅・西武高槻ショッピングセンター前) 072-685-6646

枚方市 枚方支店 573-0032 枚方市岡東町１８－２３  (京阪本線・交野線枚方市駅前) 072-841-2086

交野市 交野支店 576-0052 交野市私部３－１２－６  (京阪交野線交野市駅東50ｍ) 072-891-5721

寝屋川市 寝屋川支店 572-0034 寝屋川市池田南町１３－２３  (京阪本線寝屋川市駅北西1,000ｍ) 072-828-4921

守口市 守口支店 570-0028 守口市本町２－５－１８ 守口ＣＩＤビル内  (地下鉄谷町線守口駅1号出口・守口ＣＩＤビル内) 06-6991-3631

大東市 住道支店 574-0033 大東市扇町8-8  (ＪＲ学研都市線住道駅南500ｍ) 072-872-0481

東大阪市 東大阪支店 577-0809 東大阪市永和１－２－１  (近鉄奈良線河内永和駅前) 06-6722-2341

東大阪中央支店 578-0948 東大阪市菱屋東２－１７－３３  (近鉄奈良線若江岩田駅北600ｍ) 06-6788-0381

八尾市 八尾支店 581-0003 八尾市本町３－２－１６  (近鉄大阪線近鉄八尾駅南西700ｍ) 072-991-0721

藤井寺市 藤井寺支店 583-0026 藤井寺市春日丘１－１－３１  (近鉄南大阪線藤井寺駅南側) 072-955-9281

松原市 松原支店 580-0016 松原市上田１－１－２  (近鉄南大阪線河内松原駅北西500m) 072-332-0771

富田林市 富田林支店 584-0093 富田林市本町１８－９ (近鉄長野線富田林駅南出口) 0721-23-2885

堺市 堺支店 590-0955 堺市堺区宿院町東１－２－３  (南海本線堺駅、南海高野線堺東駅三国ヶ丘駅より南海バス宿院バス停) 072-221-6521

深井支店 599-8274 堺市中区宮園町２－１４  (泉北高速鉄道深井駅西900ｍ府営八田荘団地西側) 072-279-4581

高石市 助松支店 592-0014 高石市綾園７－７－２０  (南海本線北助松駅東100ｍ) 072-263-6581

岸和田市 岸和田支店 596-0054 岸和田市宮本町２－５  (南海本線岸和田駅北西30ｍ・岸和田駅前通商店街内) 072-423-0821

兵庫県 神戸支店 650-0023 神戸市中央区栄町通３－６－９  (地下鉄海岸線みなと元町駅2番出口) 078-321-2102

尼崎支店 660-0881 尼崎市昭和通４－１３１  (阪神本線尼崎駅北西500ｍ) 06-6412-0511

宝塚支店 665-0045 宝塚市光明町６－３９  (阪急今津線小林駅東北東1,000ｍ) 0797-71-5432

京都府 京都支店 604-8153  京都市中京区烏丸通四条上ル笋町691　りそな京都ビル5階 (阪急京都線烏丸駅北100ｍ) 075-252-6451

奈良県 富雄支店 631-0078 奈良市富雄元町２－６－４５  (近鉄奈良線富雄駅南200ｍ) 0742-43-1951

愛知県 名古屋支店 460-0003  愛知県名古屋市中区錦2－15－22  りそな名古屋ビル4階 (地下鉄東山線伏見駅東口駅前) 052-231-0522


