
旧店舗番号 旧店舗名 旧振込時のカナ名称 新店舗番号 新店舗名 お振込時のカナ名称 新店舗番号 新店舗名 お振込時のカナ名称

001 本店営業部 ﾎﾝﾃﾝ 001 十三営業部 ｼﾞﾕｳｿｳ 001 十三営業部 ｼﾞﾕｳｿｳ

002 淡路 ｱﾜｼ゛ 002 淡路 ｱﾜｼﾞ 002 淡路 ｱﾜｼﾞ

003 三国 ﾐｸﾆ 003 三国 ﾐｸﾆ 003 三国 ﾐｸﾆ

004 三津屋 ﾐﾂﾔ 004 十三三津屋 ｼﾞﾕｳｿｳﾐﾂﾔ 004 十三三津屋 ｼﾞﾕｳｿｳﾐﾂﾔ

006 九条 ｸジﾖｳ 006 九条 ｸｼﾞﾖｳ 006 九条 ｸｼﾞﾖｳ

007 梅田 ｳﾒﾀ゛ 007 十三梅田 ｼﾞﾕｳｿｳｳﾒﾀﾞ 110 梅田 ｳﾒﾀﾞ

008 野田 ﾉﾀ゛ 008 野田 ﾉﾀﾞ 008 野田 ﾉﾀﾞ

009 長居 ﾅｶﾞｲ 009 長居 ﾅｶﾞｲ 009 長居 ﾅｶﾞｲ

010 十三東 ｼﾞﾕｳｿｳﾋｶ゛ｼ 010 十三東 ｼﾞﾕｳｿｳﾋｶﾞｼ 010 十三東 ｼﾞﾕｳｿｳﾋｶﾞｼ

011 茨木 ｲﾊﾞﾗｷﾞ 011 茨木 ｲﾊﾞﾗｷ 011 茨木 ｲﾊﾞﾗｷ

012 千里丘 ｾﾝﾘｵｶ 012 十三千里丘 ｼﾞﾕｳｿｳｾﾝﾘｵｶ 054 千里丘 ｾﾝﾘｵｶ

013 東淀川 ﾋｶﾞｼﾖﾄ゛ｶ゛ﾜ 013 十三東淀川 ｼﾞﾕｳｿｳﾋｶﾞｼﾖﾄﾞｶﾜ 056 東淀川 ﾋｶﾞｼﾖﾄﾞｶﾞﾜ

014 歌島橋 ｳﾀｼ゛ﾏﾊ゛ｼ 014 歌島橋 ｳﾀｼﾞﾏﾊﾞｼ 014 歌島橋 ｳﾀｼﾞﾏﾊﾞｼ

015 尼崎 ｱﾏｶﾞｻｷ 015 尼崎 ｱﾏｶﾞｻｷ 015 尼崎 ｱﾏｶﾞｻｷ

016 茨木東 ｲﾊﾞﾗｷﾋｶﾞｼ 016 茨木東 ｲﾊﾞﾗｷﾋｶﾞｼ 016 茨木東 ｲﾊﾞﾗｷﾋｶﾞｼ

017 千里中央 ｾﾝﾘﾁﾕｳｵｳ 017 千里中央 ｾﾝﾘﾁﾕｳｵｳ 017 千里中央 ｾﾝﾘﾁﾕｳｵｳ

018 正雀 ｼﾖｳｼｼﾞﾔｸ 018 十三正雀 ｼﾞﾕｳｿｳｼﾖｳｼﾞﾔｸ 061 正雀 ｼﾖｳｼﾞﾔｸ

019 高槻 ﾀｶﾂｷ 019 十三高槻 ｼﾞﾕｳｿｳﾀｶﾂｷ 019 十三高槻 ｼﾞﾕｳｿｳﾀｶﾂｷ

020 守口 ﾓﾘｸﾞﾁ 020 十三守口 ｼﾞﾕｳｿｳﾓﾘｸﾞﾁ 020 十三守口 ｼﾞﾕｳｿｳﾓﾘｸﾞﾁ

021 立花 ﾀﾁﾊﾞﾅ 021 立花 ﾀﾁﾊﾞﾅ 021 立花 ﾀﾁﾊﾞﾅ

022 庄内 ｼﾖｳﾅｲ 022 十三庄内 ｼﾞﾕｳｿｳｼﾖｳﾅｲ 111 庄内西 ｼﾖｳﾅｲﾆｼ

023 江坂 ｴｻｶ 023 十三江坂 ｼﾞﾕｳｿｳｴｻｶ 023 江坂駅前 エサカエキマエ

024 江口 ｴｸﾞﾁ 024 十三江口 ｼﾞﾕｳｿｳｴｸﾞﾁ 024 小松 コマツ

025 寝屋川 ﾈﾔｶﾞﾜ 025 十三寝屋川 ｼﾞﾕｳｿｳﾈﾔｶﾞﾜ 025 十三寝屋川 ｼﾞﾕｳｿｳﾈﾔｶﾞﾜ

026 新大阪駅前 ｼﾝｵｵｻｶｴｷﾏｴ 026 新大阪駅前 ｼﾝｵｵｻｶｴｷﾏｴ 026 新大阪駅前 ｼﾝｵｵｻｶｴｷﾏｴ

028 塚本出張所 ﾂｶﾓﾄ 028 塚本出張所 ﾂｶﾓﾄ 028 塚本出張所 ﾂｶﾓﾄ

029 三国本町出張所 ﾐｸﾆﾎﾝﾏﾁ 029 三国本町出張所 ﾐｸﾆﾎﾝﾏﾁ 029 三国本町出張所 ﾐｸﾆﾎﾝﾏﾁ

030 伊丹 ｲﾀﾐ 030 伊丹 ｲﾀﾐ 030 伊丹 ｲﾀﾐ

032 此花 ｺﾉﾊﾅ 032 此花 ｺﾉﾊﾅ 032 此花 ｺﾉﾊﾅ

034 尼崎西 ｱﾏｶﾞｻｷﾆｼ 034 尼崎西 ｱﾏｶﾞｻｷﾆｼ 034 尼崎西 ｱﾏｶﾞｻｷﾆｼ

【北おおさか信用金庫(金融機関コード1645)　店舗名・店舗番号一覧】

合併、店舗統合に伴い一部の店舗で店番号、店舗名を変更しております。

名称でのお振込時にはご注意いただきますようお願いいたします。

平成26年2月24日合併時 平成28年9月5日以降
合併前 合併時 店舗統合後

十三信用金庫 北おおさか信用金庫 北おおさか信用金庫

金融機関コード（1645） 金融機関コード（1645） 金融機関コード（1645）

⇒ ⇒



旧店舗番号 旧店舗名 旧カナ店舗名 新店舗番号 新店舗名 振込時のカナ名称 新店舗番号 新店舗名 振込時のカナ名称

001 本店営業部 ﾎﾝﾃﾝ 051 本店営業部 ﾎﾝﾃﾝ 051 本店営業部 ﾎﾝﾃﾝ

002 吹田 ｽｲﾀ 052 吹田 ｽｲﾀ 052 吹田 ｽｲﾀ

003 高槻 ﾀｶﾂｷ 053 高槻 ﾀｶﾂｷ 053 高槻 ﾀｶﾂｷ

004 千里丘 ｾﾝﾘｵｶ 054 千里丘 ｾﾝﾘｵｶ 054 千里丘 ｾﾝﾘｵｶ

005 豊津 ﾄﾖﾂ 055 豊津 ﾄﾖﾂ 055 豊津 ﾄﾖﾂ

006 東淀川 ﾋｶﾞｼﾖﾄﾞｶﾞﾜ 056 東淀川 ﾋｶﾞｼﾖﾄﾞｶﾞﾜ 056 東淀川 ﾋｶﾞｼﾖﾄﾞｶﾞﾜ

007 片山 ｶﾀﾔﾏ 057 片山 ｶﾀﾔﾏ 057 片山 ｶﾀﾔﾏ

008 富田 ﾄﾝﾀﾞ 058 富田 ﾄﾝﾀﾞ 058 富田 ﾄﾝﾀﾞ

009 芥川 ｱｸﾀｶﾞﾜ 059 芥川 ｱｸﾀｶﾞﾜ 059 芥川 ｱｸﾀｶﾞﾜ

010 島本 ｼﾏﾓﾄ 060 島本 ｼﾏﾓﾄ 060 島本 ｼﾏﾓﾄ

011 正雀 ｼﾖｳｼﾞﾔｸ 061 正雀 ｼﾖｳｼﾞﾔｸ 061 正雀 ｼﾖｳｼﾞﾔｸ

013 総持寺 ｿｳｼﾞｼﾞ 063 総持寺 ｿｳｼﾞｼﾞ 063 総持寺 ｿｳｼﾞｼﾞ

014 川添 ｶﾜｿﾞｴ 064 川添 ｶﾜｿﾞｴ 064 川添 ｶﾜｿﾞｴ

015 豊里大橋 ﾄﾖｻﾄｵｵﾊｼ 065 豊里大橋 ﾄﾖｻﾄｵｵﾊｼ 065 豊里大橋 ﾄﾖｻﾄｵｵﾊｼ

016 江坂 ｴｻｶ 066 江坂 ｴｻｶ 066 江坂 ｴｻｶ

017 深沢 ﾌｶｻﾞﾜ 067 深沢 ﾌｶｻﾞﾜ 067 深沢 ﾌｶｻﾞﾜ

018 大池 ｵｵｲｹ 068 大池 ｵｵｲｹ 016 茨木東 ｲﾊﾞﾗｷﾋｶﾞｼ

019 城南 ｼﾞﾖｳﾅﾝ 069 城南 ｼﾞﾖｳﾅﾝ 069 城南 ｼﾞﾖｳﾅﾝ

020 津之江 ﾂﾉｴ 070 津之江 ﾂﾉｴ 070 津之江 ﾂﾉｴ

021 相川 ｱｲｶﾜ 071 相川 ｱｲｶﾜ 071 相川 ｱｲｶﾜ

022 清水 ｼﾐｽﾞ 072 清水 ｼﾐｽﾞ 072 清水 ｼﾐｽﾞ

023 鳥飼 ﾄﾘｶｲ 073 鳥飼 ﾄﾘｶｲ 073 鳥飼 ﾄﾘｶｲ

024 阿武山 ｱﾌﾞﾔﾏ 074 阿武山 ｱﾌﾞﾔﾏ 074 阿武山 ｱﾌﾞﾔﾏ

025 千里山駅前 ｾﾝﾘﾔﾏｴｷﾏｴ 075 千里山駅前 ｾﾝﾘﾔﾏｴｷﾏｴ 075 千里山駅前 ｾﾝﾘﾔﾏｴｷﾏｴ

026 上牧 ｶﾝﾏｷ 076 上牧 ｶﾝﾏｷ 076 上牧 ｶﾝﾏｷ

027 菅原 ｽｶﾞﾊﾗ 077 菅原 ｽｶﾞﾊﾗ 002 淡路 ｱﾜｼﾞ

028 南吹田 ﾐﾅﾐｽｲﾀ 078 南吹田 ﾐﾅﾐｽｲﾀ 078 南吹田 ﾐﾅﾐｽｲﾀ

029 東富田 ﾋｶﾞｼﾄﾝﾀﾞ 079 東富田 ﾋｶﾞｼﾄﾝﾀﾞ 058 富田 ﾄﾝﾀﾞ

030 玉櫛 ﾀﾏｸｼ 080 玉櫛 ﾀﾏｸｼ 080 玉櫛 ﾀﾏｸｼ

031 三津屋 ﾐﾂﾔ 081 三津屋 ﾐﾂﾔ 081 三津屋 ﾐﾂﾔ

032 石橋 ｲｼﾊﾞｼ 082 石橋 ｲｼﾊﾞｼ 082 石橋 ｲｼﾊﾞｼ

033 ｱﾙﾌ゜ﾗｻﾞ福井 ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞﾌｸｲ 083 ｱﾙﾌ゜ﾗｻﾞ福井 ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞﾌｸｲ 083 ｱﾙﾌ゜ﾗｻﾞ福井 ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞﾌｸｲ

041 江口 ｴｸﾞﾁ 091 江口 ｴｸﾞﾁ 091 江口 ｴｸﾞﾁ

101 豊中 ﾄﾖﾅｶ 101 豊中 ﾄﾖﾅｶ 101 豊中 ﾄﾖﾅｶ

102 本町 ﾎﾝﾏﾁ 102 本町 ﾎﾝﾏﾁ 102 本町 ﾎﾝﾏﾁ

103 庄内 ｼﾖｳﾅｲ 103 庄内 ｼﾖｳﾅｲ 103 庄内 ｼﾖｳﾅｲ

104 蛍池 ﾎﾀﾙｶﾞｲｹ 104 蛍池 ﾎﾀﾙｶﾞｲｹ 104 蛍池 ﾎﾀﾙｶﾞｲｹ

105 曽根 ｿﾈ 105 曽根 ｿﾈ 105 曽根 ｿﾈ

107 服部 ﾊﾂﾄﾘ 107 服部 ﾊﾂﾄﾘ 107 服部 ﾊﾂﾄﾘ

108 神崎川 ｶﾝｻﾞｷｶﾞﾜ 108 神崎川 ｶﾝｻﾞｷｶﾞﾜ 108 神崎川 ｶﾝｻﾞｷｶﾞﾜ

109 箕面東 ﾐﾉｵﾋｶﾞｼ 109 箕面東 ﾐﾉｵﾋｶﾞｼ 109 箕面東 ﾐﾉｵﾋｶﾞｼ

110 梅田 ｳﾒﾀﾞ 110 梅田 ｳﾒﾀﾞ 110 梅田 ｳﾒﾀﾞ

111 庄内西 ｼﾖｳﾅｲﾆｼ 111 庄内西 ｼﾖｳﾅｲﾆｼ 111 庄内西 ｼﾖｳﾅｲﾆｼ

112 箕面中央 ﾐﾉｵﾁﾕｳｵｳ 112 箕面中央 ﾐﾉｵﾁﾕｳｵｳ 112 箕面中央 ﾐﾉｵﾁﾕｳｵｳ

113 桜井谷 ｻｸﾗｲﾀﾞﾆ 113 桜井谷 ｻｸﾗｲﾀﾞﾆ 113 桜井谷 ｻｸﾗｲﾀﾞﾆ

114 新千里南 ｼﾝｾﾝﾘﾐﾅﾐ 114 新千里南 ｼﾝｾﾝﾘﾐﾅﾐ 114 新千里南 ｼﾝｾﾝﾘﾐﾅﾐ

115 旭丘 ｱｻﾋｶﾞｵｶ 115 旭丘 ｱｻﾋｶﾞｵｶ 115 旭丘 ｱｻﾋｶﾞｵｶ

117 上野 ｳｴﾉ 117 上野 ｳｴﾉ 117 上野 ｳｴﾉ

119 赤川町 ｱｶｶﾞﾜﾁﾖｳ 119 赤川町 ｱｶｶﾞﾜﾁﾖｳ 119 赤川町 ｱｶｶﾞﾜﾁﾖｳ

120 城東 ｼﾞﾖｳﾄｳ 120 城東 ｼﾞﾖｳﾄｳ 120 城東 ｼﾞﾖｳﾄｳ

122 船場 ｾﾝﾊﾞ 122 船場 ｾﾝﾊﾞ 122 船場 ｾﾝﾊﾞ

123 守口 ﾓﾘｸﾞﾁ 123 守口 ﾓﾘｸﾞﾁ 123 守口 ﾓﾘｸﾞﾁ

124 金田 ｷﾝﾀﾞ 124 金田 ｷﾝﾀﾞ 020 十三守口 ｼﾞﾕｳｿｳﾓﾘｸﾞﾁ

125 寝屋川 ﾈﾔｶﾞﾜ 125 寝屋川 ﾈﾔｶﾞﾜ 125 寝屋川 ﾈﾔｶﾞﾜ

126 門真 ｶﾄﾞﾏ 126 門真 ｶﾄﾞﾏ 126 門真 ｶﾄﾞﾏ

127 香里 ｺｳﾘ 127 香里 ｺｳﾘ 127 香里 ｺｳﾘ

128 古川橋 ﾌﾙｶﾜﾊﾞｼ 128 古川橋 ﾌﾙｶﾜﾊﾞｼ 128 古川橋 ﾌﾙｶﾜﾊﾞｼ

北おおさか信用金庫

【北おおさか信用金庫(金融機関コード1645)　店舗名・店舗番号一覧】

合併、店舗統合に伴い一部の店舗で店番号、店舗名を変更しております。

名称でのお振込時にはご注意いただきますようお願いいたします。

平成26年2月24日合併時 平成28年9月5日以降

金融機関コード（1657） 金融機関コード（1645） 金融機関コード（1645）

⇒ ⇒

合併前 合併時 店舗統合後

摂津水都信用金庫 北おおさか信用金庫


