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※税引き後金利につきましては、小数点第３位以下を省略して表示しております。

　ただし、法人のお客さまは総合課税のため税引き後　年 ０.１６％となります。

募集額１,２００億円

２/１　  － ４/２６募 集 期 間
募集額に達した時点で本定期預金のお取り扱いは終了させていただきます。

ご契約いただける方

お 預 け 入 れ 金 額

お 預 け 入 れ 期 間

継 続 の お 取 り 扱 い

お利息にかかる税金

中 途 解 約 に つ い て

個人・個人事業者および法人（金融機関・地方公共団体は除く）
ただし、対象は新たにお預け入れ頂いた資金とさせていただきます。

１口１０万円以上　１,０００万円未満

１年（自動継続扱いのみとなります。）

継続時における「スーパー定期」（継続時の金額が３００万円以上の場合は「スーパー
定期３００」）の店頭表示利率を適用します。

法人：総合課税／個人・個人事業者：お利息には復興特別所得税が課せられるため、
２０.３１５％の税金（国税１５.３１５％＋地方税 5％）がかかります。／マル優を
ご利用の場合、お利息に税金はかかりません。 

満期日前に解約はできません。やむを得ず解約される場合は、当金庫所定の中途解約
利率を適用します。

預金保険制度の保護対象預金です。／商品説明書は窓口にご用意しております。／金利
情勢により募集期間中であっても、適用利率の変更またはお取り扱いを中止させていた
だく場合がございます。

くわしくは、窓口または担当者までお問い合わせください。

H31.2.1 現在

そ  　　の  　　他

( 金 ) ( 金 )

（税引き後　年０.１５％）



大阪シティ信用金庫 ＜店舗一覧＞
大阪府内に８８店舗 大阪市内全2４区に店舗を有する唯一の地域金融機関です。

【店舗外ATMキャッシュコーナー】

大阪市中央区北浜2丁目5番4号

大阪市中央区北浜2丁目5番4号
大阪市旭区高殿4丁目22番40号
大阪市阿倍野区阪南町1丁目48番1号
大阪市阿倍野区旭町1丁目5番7号
大阪市立大学医学部附属病院内
大阪市生野区桃谷2丁目23番32号
大阪市生野区巽中3丁目9番2号
大阪市生野区中川東2丁目4番6号
大阪市生野区舎利寺3丁目5番28号
大阪市北区中之島１丁目3番20号大阪市役所内  
大阪市北区中津1丁目17番26号

大阪市此花区梅香3丁目33番9号
大阪市城東区今福西1丁目9番6号

大阪市住之江区北加賀屋1丁目1番26号

大阪市住吉区我孫子西2丁目4番27号
大阪市大正区平尾4丁目21番8号

大阪市住吉区東粉浜3丁目23番8号

大阪市中央区森ノ宮中央1丁目8番1号
大阪市中央区日本橋2丁目6番1号
大阪市鶴見区横堤3丁目6番52号
大阪市天王寺区堂ヶ芝1丁目9番3号
大阪市天王寺区生玉前町1番18号
大阪市浪速区幸町2丁目3番22号
大阪市西区九条南１丁目10番17号
大阪市西区江戸堀3丁目1番25号
大阪市西区立売堀1丁目2番14号
大阪市西成区千本中2丁目2番21号
大阪市西成区花園南1丁目3番15号
大阪市西淀川区姫島5丁目2番1号
大阪市西淀川区柏里3丁目1番10号
大阪市東住吉区田辺3丁目25番20号
大阪市東住吉区今林1丁目2番68号
大阪市東部中央卸売市場内
大阪市東成区東中本1丁目15番27号

大阪市東成区深江北2丁目2番8号
大阪市東淀川区豊新5丁目14番30号
大阪市平野区加美北3丁目12番1号
大阪市平野区平野上町2丁目7番18号

大阪市平野区長吉長原東1丁目2番73号
大阪市平野区加美西2丁目1番3号
大阪市福島区野田3丁目1番18号
大阪市福島区野田1丁目1番86号大阪市中央卸売市場内

大阪市港区三先1丁目10番28号
大阪市都島区都島北通2丁目3番19号
大阪市淀川区加島4丁目2番46号

本店営業部

本　　　部

大阪市 旭区

阿倍野区

生野区

北区

此花区
城東区
住之江区

住吉区

大正区

中央区

鶴見区

天王寺区

浪速区

西区

西成区

西淀川区

東住吉区

東成区

東淀川区

平野区

福島区

港区
都島区

淀川区

関目支店
阿倍野支店

市大病院出張所

生野支店
たつみ支店
生野中支店
生野南支店
中之島支店
中津支店
梅田支店
西九条支店
城東支店

北加賀屋支店
住吉支店
我孫子支店
恩加島支店
森ノ宮支店
日本橋支店
つるみ支店
桃谷駅前支店
谷町支店
桜川支店
西支店
江戸堀支店
本町支店
岸の里支店
萩之茶屋支店
姫島支店
塚本支店
南田辺支店

東部市場支店

東成支店

深江橋支店
東淀川支店
加美北支店
平野上町支店

平野支店

長吉支店

福島支店
場内出張所
港支店
都島本通支店
加島支店

☎（06）6201-2881（代）

☎（06）6231-2881
☎（06）6954-0374
☎（06）6622-0671

☎（06）6633-1321

☎（06）6718-1121
☎（06）6751-1281
☎（06）6754-1811
☎（06）6718-2181
☎（06）6202-0891
☎（06）6376-3071
☎（06）6341-6434
☎（06）6464-0621
☎（06）6939-5131

☎（06）6683-6551
☎（06）6673-8371
☎（06）6694-8600
☎（06）6554-1351
☎（06）6946-1081
☎（06）6641-8131
☎（06）6912-8861
☎（06）6771-4881
☎（06）6775-0751
☎（06）6562-3224
☎（06）6581-2421
☎（06）6447-7881
☎（06）6532-1501
☎（06）6659-6522
☎（06）6661-6031
☎（06）6475-3231
☎（06）6473-6491
☎（06）6628-0581

☎（06）6756-3540

☎（06）6971-2401
☎（06）6972-8131
☎（06）6327-8861

☎（06）6794-3121
☎（06）6791-1804

☎（06）6708-9001
☎（06）6791-9871
☎（06）6462-3621
☎（06）6469-7360
☎（06）6573-6261
☎（06）6924-1171
☎（06）6309-7821

大阪市北区梅田2丁目１番22号

茨木市
豊中市
寝屋川市

守口市

門真市

大東市

東大阪市

八尾市

柏原市

松原市

堺市

藤井寺市

羽曳野市

河内長野市

堺区

東区

北部市場支店
豊中支店
寝屋川支店
守口支店
門真支店
大東北支店
住道支店
大東支店
布施西支店
若江岩田支店
高井田支店
鴻池支店
上小阪支店
御厨支店
吉田支店
小阪駅前支店
弥刀支店
東花園支店
枚岡支店
豊浦出張所

瓢箪山支店

中野支店

布施支店

永和支店

八尾営業部

八尾西支店

山本支店

北山本出張所

八尾北支店

恩智支店

久宝寺口支店

※　久宝寺口支店は、平成３１年２月１２日付けで八尾西支店と店舗統合いたします。

JR八尾駅前支店

八尾南支店

志紀支店

柏原支店

国分支店

法善寺支店

松原支店

堺支店

初芝支店

道明寺支店

古市支店

恵我之荘支店

河内長野支店

茨木市宮島1丁目1番1号大阪府中央卸売市場内
豊中市服部南町4丁目1番25号
寝屋川市萱島本町12番5号
守口市京阪本通1丁目4番12号
門真市本町30番3号
門真市江端町9番23号
大東市扇町16番7号
大東市赤井1丁目3番12号
東大阪市岸田堂西2丁目3番6号

東大阪市西堤1丁目13番4号
東大阪市中鴻池町3丁目4番5号
東大阪市上小阪3丁目1番6号
東大阪市御厨中2丁目5番6号
東大阪市今米1丁目5番37号
東大阪市小阪本町1丁目6番20号
東大阪市大蓮北1丁目9番9号
東大阪市花園東町2丁目2番15号
東大阪市西石切町3丁目4番1号
東大阪市豊浦町13番4号

東大阪市岩田町4丁目3番33号（仮店舗）

東大阪市昭和町2番3号

東大阪市角田2丁目10番9号

東大阪市足代2丁目3番4号

東大阪市荒川2丁目26番12号

八尾市本町2丁目8番1号

八尾市久宝寺2丁目4番57号

八尾市山本町1丁目8番3号

八尾市上之島町北1丁目16番地の2

八尾市光町2丁目9番地

八尾市恩智中町1丁目77番地の2

八尾市末広町4丁目8番16号

八尾市安中町3丁目2番40号

八尾市若林町1丁目87番地

八尾市志紀町2丁目45番地
柏原市本郷2丁目5番27号

柏原市国分本町1丁目4番1号
柏原市法善寺4丁目2番1号

松原市上田1丁目7番3号

堺市堺区大町西3丁2番1号

堺市東区日置荘西町1丁53番32号

藤井寺市沢田3丁目6番39号

羽曳野市白鳥２丁目７番3号

羽曳野市恵我之荘3丁目1番1号

河内長野市楠町東1651番地の3

0120-77-2976テレフォンダイレクト支店 夢ふくらむ支店 大阪市中央区北浜2丁目5番4号

☎（072）636-2075
☎（06）6864-7471
☎（072）823-3021
☎（06）6993-8541
☎（06）6909-7451
☎（072）882-1661
☎（072）872-4881
☎（072）871-3591
☎（06）6728-3301
☎（072）963-2151
☎（06）6788-2821
☎（06）6745-2811
☎（06）6730-1281
☎（06）6788-5181

☎（072）963-4312
☎（06）6722-0666
☎（06）6728-8484
☎（072）966-0180

☎（072）982-1150

☎（072）981-5801

☎（072）982-1414

☎（072）963-2100

☎（06）6722-1101

☎（06）6722-2001

☎（072）923-1988

☎（072）992-0081

☎（072）922-7666

☎（072）923-3741

☎（072）998-0888

☎（072）941-0241

☎（072）924-8080

☎（072）924-8100

☎（072）948-7781

☎（072）949-3881

☎（072）972-3181

☎（072）978-6161

☎（072）973-0701

☎（072）332-1700

☎（072）232-7601

☎（072）285-2893

☎（072）952-4351

☎（072）956-0485

☎（072）953-1201

☎（0721）53-8412

H31.2.1 現在

大阪市立大学出張所　

加島駅前出張所　

信金中金大阪支店出張所　

阪神西九条駅前出張所

姫島駅前出張所

東大阪市役所出張所　

八尾市役所出張所

イオン鴻池店出張所

横堤駅前出張所

長原出張所

天神橋筋出張所

大阪市住吉区杉本3-3-138（大阪市立大学学術情報総合センター内) 

大阪市淀川区加島3-中2-14(JR 東西線 加島駅前) 

大阪市中央区農人橋1-4-34 (信金中央金庫大阪支店1階)

大阪市此花区西九条3-15-13(阪神なんば線 西九条駅1階) 

大阪市西淀川区姫里1-39-1(阪神本線 姫島駅前)

東大阪市荒本北1-1-1 (東大阪市役所総合庁舎1階) 

八尾市本町1-1-1 (八尾市役所本館1階) 

東大阪市鴻池町1-1-72（イオン鴻池店1階）

大阪市鶴見区横堤3-10-17（旧横堤支店）

大阪市平野区長吉長原東3-13-3（旧長原支店）

大阪市北区天神橋4-6-21（天神橋筋四番街内）市立東大阪医療センター出張所 東大阪市西岩田3-4-5(市立東大阪医療センター1階) 

近商ストア若江岩田店出張所 東大阪市岩田町４-3-21（近商ストア若江岩田店内）


