
 

 

2023年 4月 

お客さま各位                                                

株式会社りそな銀行 

 

 

一部営業店における外国向送金取引の受付停止のお知らせ 

 

 

平素より弊社をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

 

弊社では、2023年 4月 17日（月）の受付分より、一部営業店の店頭窓口における外国

向送金取引の受付を停止させていただいております。 

 

犯罪やテロ活動等に繋がる資金遮断は、国際社会においても共通の課題となっており、

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が近年益々高まる中、弊社にお

いてもその対策を進めております。 

この度の一部営業店における外国向送金取引の受付停止は、対策を適切に実施するもの

であり、お客さまにはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し

上げます。 

 

なお、今回の外国向送金受付停止店は次頁に記載しておりますので、誠に申し訳ござい

ませんが、受付可能の店舗をご利用いただきますようお願い申し上げます。 

また、外国向送金取引におきましては、各種書面等のご提示をお願いし、お取引内容の

確認をさせていただいております。その結果により、弊社判断でお取引の受付をお断りさ

せていただく場合もございますのでご了承ください。 

 

本件につきましてご不明な点等ございましたら、店頭窓口までお問い合わせくださいま

すようお願い申し上げます。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

《外国向送金受付停止店舗一覧》

店番 店名・出張所名 郵便番号 住所 電話番号

5 天理支店 632-0016 奈良県天理市川原城町796番地 （0743）62-1444

8 吉野支店 638-0811 奈良県吉野郡大淀町大字土田274番地の1 （0747）52-2785

10 東生駒支店 630-0213 奈良県生駒市東生駒1丁目5番地 （0743）73-6353

13 小泉支店 639-1132 奈良県大和郡山市高田町2-1 （0743）53-4581

15 学園大和町支店 631-0036 奈良県奈良市学園北1丁目9番1号 （0742）46-4855

55 ＪＲ西日本出張所 530-8341 大阪府大阪市北区芝田2丁目4番24号 （06）6372-0965

106 鶴橋支店 537-0024 大阪府大阪市東成区東小橋3丁目19番5号 （06）6971-0331

109 京阪京橋支店 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町2丁目2番10号 （06）6353-2121

112 天六支店 530-0022 大阪府大阪市北区浪花町14番25号 （06）6374-9131

117 大正支店 551-0003 大阪府大阪市大正区千島2丁目5番15号 （06）6554-2211

119 野江支店 536-0006 大阪府大阪市城東区野江4丁目1番3号 （06）6931-5151

120 布施口支店 537-0002 大阪府大阪市東成区深江南3丁目22番9号 （06）6971-6451

122 生野支店 544-0005 大阪府大阪市生野区中川6丁目9番18号 （06）6751-1251

123 三国支店 532-0006 大阪府大阪市淀川区西三国3丁目4番12号 （06）6391-1121

131 我孫子支店 558-0013 大阪府大阪市住吉区我孫子東2丁目6番4号 （06）6692-2825

134 市岡支店 552-0003 大阪府大阪市港区磯路1丁目3番3号 （06）6572-8881

139 平林支店 559-0024 大阪府大阪市住之江区新北島3丁目8番29号 （06）6683-3801

140 長吉支店 547-0016 大阪府大阪市平野区長吉長原1丁目1番3号 （06）6790-5521

142 上新庄支店 533-0005 大阪府大阪市東淀川区瑞光1丁目11番5号 （06）6325-4500

151 あきる野支店 197-0804 東京都あきる野市秋川2丁目18番地3 （042）558-2611

172 金町支店 125-0042 東京都葛飾区金町2丁目29番10号 （03）3607-3101

187 海老名支店 243-0432 神奈川県海老名市中央1丁目4番1号 （046）233-6511

205 柏原支店 582-0007 大阪府柏原市上市1丁目2番2号 （072）972-1345

205 国分出張所 582-0007 大阪府柏原市上市1丁目2番2号 （072）972-1345

207 茨木支店 567-0816 大阪府茨木市永代町7番1号 （072）624-1121

212 佐野支店 598-0055 大阪府泉佐野市若宮町5番21号 （072）462-3301

214 堺支店 590-0829 大阪府堺市堺区東湊町1丁87番地2 （072）245-7111

216 寝屋川支店 572-0041 大阪府寝屋川市桜木町1番3号 （072）826-3301

218 千里支店 565-0862 大阪府吹田市津雲台1丁目1番2号 （06）6871-0191

219 香里支店 573-0084 大阪府枚方市香里ｹ丘3丁目13番地 （072）854-0325

220 箕面支店 562-0001 大阪府箕面市箕面6丁目4番33号 （072）721-7881

221 金岡支店 590-0021 大阪府堺市堺区北三国ｹ丘町8丁8番18号 （072）238-6785

222 千里北支店 565-0874 大阪府吹田市古江台4丁目2番D2-201号 （06）6872-0651

224 金剛支店 589-0006 大阪府大阪狭山市金剛1丁目1番19号 （072）365-3355

228 泉北とが支店 590-0132 大阪府堺市南区原山台2丁2番1号 （072）299-5331

229 久米田支店 596-0812 大阪府岸和田市大町484番地の1 （072）443-6101

230 光明池支店 590-0138 大阪府堺市南区鴨谷台2丁2番2号 （072）298-0151

235 新金岡支店 591-8021 大阪府堺市北区新金岡町4丁1番12号 （072）255-4711

238 深井支店 599-8236 大阪府堺市中区深井沢町3290番地 （072）279-2521

239 みいが丘出張所 572-0041 大阪府寝屋川市桜木町1番3号 （072）826-1666

240 千里丘支店 566-0011 大阪府摂津市千里丘東2丁目10番1号 （072）622-7788

241 交野出張所 576-0052 大阪府交野市私部3丁目12番6号 （072）891-3321

243 島本支店 618-0013 大阪府三島郡島本町江川2丁目13番3号 （075）961-5331

247 初芝支店 599-8114 大阪府堺市東区日置荘西町1丁22番28号 （072）287-2741

250 くずは支店 573-1121 大阪府枚方市楠葉花園町12番5号 （072）855-2811

250 松井山手出張所 573-1121 大阪府枚方市楠葉花園町12番5号 （072）855-2811

252 四條畷支店 574-0001 大阪府大東市学園町3番6号 （072）876-0721

253 河内松原支店 580-0016 大阪府松原市上田2丁目2番20号 （072）330-6435



 

 

 

店番 店名・出張所名 郵便番号 住所 電話番号

257 瓢箪山支店 579-8061 大阪府東大阪市六万寺町3-11-35 （072）988-6871

258 熊取支店 590-0403 大阪府泉南郡熊取町大久保中1丁目17番3号 （072）452-2761

260 天美出張所 580-0032 大阪府松原市天美東7丁目8番4号 （072）333-2929

280 本所支店 130-0021 東京都墨田区緑1丁目16番1号 （03）3634-1191

285 田町支店 108-0014 東京都港区芝4丁目13番2号 （03）3452-1711

294 亀戸支店 136-0071 東京都江東区亀戸2丁目27番7号 （03）3683-5511

306 品川支店 140-0004 東京都品川区南品川5丁目6番6号 （03）3474-0511

313 大塚出張所 170-0005 東京都豊島区南大塚2丁目41番3号 （03）3941-1195

314 目白出張所 171-0031 東京都豊島区目白3丁目13番9号 （03）3953-1271

330 井荻支店 167-0022 東京都杉並区下井草5丁目18番12号 （03）3394-6811

339 新井薬師出張所 165-0026 東京都中野区新井5丁目23番10号 （03）3319-6681

340 国立支店 186-0004 東京都国立市中1丁目9番30号 （042）572-8181

346 小岩支店 133-0056 東京都江戸川区南小岩6丁目31番10号 （03）3657-1131

347 花小金井支店 187-0002 東京都小平市花小金井1丁目1番8号 （042）467-6611

354 東陽町出張所 135-0016 東京都江東区東陽4丁目1番13号 （03）3615-8211

373 戸塚支店 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16番地1 （045）871-4041

382 流山おおたかの森出張所 277-0852 千葉県柏市旭町1丁目5番1号 （04）7145-7121

383 成田支店 286-0033 千葉県成田市花崎町821-4 （0476）22-5721

386 行徳支店 272-0133 千葉県市川市行徳駅前2丁目1番15号 （047）357-6161

393 朝霞台支店 351-0022 埼玉県朝霞市東弁財1丁目3番11号 （048）474-1131

415 高円寺支店 166-0002 東京都杉並区高円寺北2丁目11番7号 （03）3337-1141

420 早稲田支店 169-0051 東京都新宿区西早稲田1丁目16番4 （03）3203-0131

422 長瀬支店 577-0807 大阪府東大阪市菱屋西1丁目18番2号 （06）6723-3031

429 福島支店 553-0003 大阪府大阪市福島区福島3丁目14番21号 （06）6451-1831

433.1 郡山出張所 963-8002 福島県郡山市駅前2丁目10番16号 （024）925-7821

435 田辺支店 546-0033 大阪府大阪市東住吉区南田辺1丁目9番38号 （06）6622-2171

442 高槻富田支店 569-0814 大阪府高槻市富田町1丁目6番11号 （072）693-6711

450 河内千代田支店 586-0003 大阪府河内長野市楠町東1587番地の4 （0721）54-1201

451 豊中服部支店 561-0852 大阪府豊中市服部本町1丁目7番1号 （06）6862-3031

461 茗荷谷支店 112-0002 東京都文京区小石川5丁目5番5号 （03）3944-2131

466 日暮里支店 116-0013 東京都荒川区西日暮里2丁目29番3号 （03）3891-5161

468 堀切支店 124-0006 東京都葛飾区堀切4丁目9番5号 （03）3697-2191

475 中目黒支店 153-0051 東京都目黒区上目黒3丁目2番3号 （03）3713-2111

476 学芸大学駅前支店 152-0004 東京都目黒区鷹番3丁目3番20号 （03）3712-3131

477 豪徳寺支店 154-0021 東京都世田谷区豪徳寺1丁目24番8号 （03）3420-6151

478 祖師谷支店 157-0072 東京都世田谷区祖師谷3丁目1番21号 （03）3482-3121

479 等々力支店 158-0082 東京都世田谷区等々力3丁目12番5号 （03）3702-0181

502 四条大宮支店 604-8365 京都府京都市中京区大宮通錦小路下ﾙ錦大宮町124番地の2 （075）841-5371

509 長岡天神支店 617-0823 京都府長岡京市長岡2丁目30番19号 （075）951-6366

515 蒲田支店 144-0051 東京都大田区西蒲田5丁目27番10号 （03）3731-0101

518 目黒駅前支店 141-0021 東京都品川区上大崎3丁目2番1号 （03）3443-6651

521 近鉄西大寺支店 631-0821 奈良県奈良市西大寺東町2丁目1番31号 （0742）33-3161

523 西やまと支店 639-0201 奈良県北葛城郡上牧町片岡台2丁目6番地 （0745）32-2031

524 やまと郡山支店 639-1132 奈良県大和郡山市高田町2番地の1 （0743）53-8901

526 香芝支店 639-0225 奈良県香芝市瓦口2245番地 （0745）76-6331

527 近鉄学園前支店 631-0036 奈良県奈良市学園北1丁目9番1号 （0742）45-9601

528 西宮北口支店 662-0832 兵庫県西宮市甲風園1丁目8番14号 （0798）64-0500

529 伊丹支店 664-0851 兵庫県伊丹市中央1丁目6番15号 （072）772-8265

532 垂水支店 655-0029 兵庫県神戸市垂水区天ﾉ下町1番1-105号 （078）706-5671

536 府中中河原支店 183-0034 東京都府中市住吉町4丁目10番地の11 （042）366-3121

539 浦安支店 279-0002 千葉県浦安市北栄1丁目16番1号 （047）353-5511



 

 

 

店番 店名・出張所名 郵便番号 住所 電話番号

542 北習志野支店 274-0063 千葉県船橋市習志野台2丁目49番1号 （047）465-7311

543 北小金支店 270-0014 千葉県松戸市小金49番地の3 （047）342-1171

546 市川支店 272-0021 千葉県市川市八幡2丁目6番13号 （047）334-0185

603 西神戸支店 652-0803 兵庫県神戸市兵庫区大開通1丁目1番14号 （078）577-2551

605 竹ノ塚支店 121-0813 東京都足立区竹の塚1丁目39番14-102号 （03）3884-0611

607 神戸岡本支店 658-0072 兵庫県神戸市東灘区岡本1丁目4番23号 （078）441-2002

608 北鈴蘭台支店 651-1142 兵庫県神戸市北区甲栄台1丁目1番1号 （078）593-1181

609 押部谷出張所 651-2226 兵庫県神戸市西区桜が丘中町3丁目2番5号 （078）995-0222

611 塚口支店 661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目1番2-128号 （06）6427-6851

618 三田支店 669-1513 兵庫県三田市三輪1丁目7番12号 （079）563-7371

619 仁川出張所 665-0061 兵庫県宝塚市仁川北3丁目7番9号 （0798）53-2001

620 川西北支店 666-0129 兵庫県川西市緑台2丁目2番地の129 （072）793-9411

627 長後支店 252-0807 神奈川県藤沢市下土棚510番地13 （0466）43-1231

628 戸部出張所 220-0055 神奈川県横浜市西区浜松町1番18号 （045）231-3131

629 磯子支店 235-0014 神奈川県横浜市磯子区中浜町14番16号 （045）751-3141

630 弘明寺支店 232-0056 神奈川県横浜市南区通町2丁目35番地 （045）731-5741

636 大船支店 247-0056 神奈川県鎌倉市大船1丁目22番5号 （0467）46-2111

637 綱島支店 223-0053 神奈川県横浜市港北区綱島西1丁目7番4号 （045）541-5411

639 三ツ境支店 246-0022 神奈川県横浜市瀬谷区三ﾂ境105番地の5 （045）362-5111

640 金沢文庫出張所 236-0021 神奈川県横浜市金沢区泥亀2丁目13番1号 （045）701-1331

641 相模大野支店 252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3丁目2番1-104号 （042）744-6311

642 西鎌倉出張所 248-0035 神奈川県鎌倉市西鎌倉1丁目1番5号 （0467）31-0123

643 たまプラーザ支店 225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目9番地17 （045）901-7311

644 妙蓮寺出張所 222-0011 神奈川県横浜市港北区菊名1丁目7番23号 （045）433-1221

646 伊勢原支店 259-1131 神奈川県伊勢原市伊勢原1丁目3番6号 （0463）92-1511

647 成瀬支店 194-0045 東京都町田市南成瀬1丁目1番地1 （042）728-5211

649 新百合ヶ丘支店 215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生1丁目5番1号 （044）954-5111

670 横浜西口支店 220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1丁目11番7号 （045）323-6511

680 港北ニュータウン支店 224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目31番1号 （045）913-3061

685 新川崎支店 212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田1丁目1番3号 （044）541-4371

700 麻布支店 106-0045 東京都港区麻布十番1丁目11番8号 （03）3584-0961

703 加古川支店 675-0064 兵庫県加古川市加古川町溝之口701番地 （079）424-3101

705 尼崎支店 660-0881 兵庫県尼崎市昭和通7丁目234番地 （06）6413-0521

707 西新井支店 121-0816 東京都足立区梅島2丁目3番12号 （03）3887-7811

718 赤門通支店 460-0011 愛知県名古屋市中区大須3丁目30番20号 （052）241-4101

719 千本支店 604-8404 京都府京都市中京区聚楽廻東町3番地の3 （075）841-5325

720 鶴見支店 230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目27番1号 （045）503-2211

721 名古屋駅前支店 450－6629  愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番3号 （052）541-2266

725 市ヶ谷支店 102-0074 東京都千代田区九段南4丁目8番26号 （03）3262-7611

727 今池支店 464-0850 愛知県名古屋市千種区今池5丁目1番5号 （052）732-5311

753 和泉中央支店 594-0041 大阪府和泉市いぶき野5丁目1番14号 （0725）57-4071

755 咲洲出張所 540-0008 大阪府大阪市中央区大手前2丁目1番22号 （06）6942-5055

761 常盤台支店 174-0071 東京都板橋区常盤台2丁目6番6号 （03）3960-6101

764 石神井支店 177-0041 東京都練馬区石神井町3丁目25番12号 （03）3996-0641

766 東村山支店 189-0022 東京都東村山市野口町1丁目3番地1 （042）393-1101

767 ひばりヶ丘支店 188-0001 東京都西東京市谷戸町3丁目27番20号 （042）422-5111

768 小平支店 187-0043 東京都小平市学園東町1丁目4番37号 （042）341-2511

769 調布支店 182-0026 東京都調布市小島町1丁目12番地6 （042）486-5151

771 青梅プラザ出張所 198-0042 東京都青梅市東青梅2丁目17番地の4 （0428）22-2121

773 五日市出張所 190-0164 東京都あきる野市五日市840番地1 （042）596-1311

775 村山支店 208-0004 東京都武蔵村山市本町4丁目8番地の3 （042）561-1211



 

 

 

店番 店名・出張所名 郵便番号 住所 電話番号

780 昭島支店 196-0015 東京都昭島市昭和町5丁目4番15号 （042）545-1234

781 清瀬支店 204-0021 東京都清瀬市元町1丁目2番11号 （042）491-3515

783 東久留米滝山支店 203-0033 東京都東久留米市滝山4丁目1番26号 （042）471-7611

785 東大和支店 207-0015 東京都東大和市中央3丁目853番地2 （042）565-5311

787 河辺支店 198-0036 東京都青梅市河辺町10丁目2番地の9 （0428）24-2401

797 津田沼支店 275-0016 千葉県習志野市津田沼1丁目2番1号 （047）475-2151

891 豊洲支店 103-0027 東京都中央区日本橋一丁目4番1号 （03）3534-9761


