PatsatATM設置場所一覧
2018年（平成30年）10月23日現在
番号 名称
1 阪急梅田駅3階改札内
2 阪急梅田駅3階改札外中央
3 阪急梅田駅3階改札外西
4 阪急梅田駅2階中央改札内
5 阪急梅田駅2階中央改札外ＪＲ連絡通路
6 阪急梅田駅2階中央改札外京都線側
7-1 阪急梅田駅1階中央(西)
7-2 阪急梅田駅1階中央(東)
8 阪急梅田駅茶屋町口改札外1階
9 阪急十三駅
10 阪急園田駅
11 阪急塚口駅
12 阪急武庫之荘駅
13 阪急西宮北口駅2階改札内
14 阪急西宮北口駅2階北改札外
15 阪急西宮北口駅2階南改札外
16 阪急西宮北口駅2階東改札外
17 阪急夙川駅
18 阪急岡本駅
19 阪急六甲駅
20 阪急神戸三宮駅東改札内2階
21 阪急神戸三宮駅西改札外1階
22 阪急宝塚南口駅
23 阪急逆瀬川駅
24 阪急小林駅
25 阪急甲東園駅
26 阪急今津駅
27 阪急三国駅
28 阪急庄内駅
29 阪急曽根駅
30 阪急岡町駅
31 阪急豊中駅
32 阪急蛍池駅
33 阪急石橋駅1階東改札外
34 阪急石橋駅梅田方面行きホーム
35 阪急池田駅
36 阪急川西能勢口駅2階西改札内
37 阪急川西能勢口駅2階西改札外
38 阪急川西能勢口駅東改札外1階
39 阪急宝塚駅
40 阪急箕面駅
41 阪急南方駅
42 阪急淡路駅
43 阪急上新庄駅
44 阪急正雀駅
45 阪急南茨木駅
46 阪急茨木市駅
47 阪急高槻市駅
48 阪急長岡天神駅
49 阪急桂駅
50 阪急大宮駅
51 阪急烏丸駅
52 阪急河原町駅地階東改札外
53 阪急河原町駅地階中央改札外
54 阪急天神橋筋六丁目駅
55 阪急関大前駅
56 阪急南千里駅
57 阪急山田駅
58 阪急北千里駅
59 阪神梅田駅西口
60 阪神野田駅
61 阪神尼崎駅
62 阪神西九条駅
63 阪神甲子園駅
64 阪神西宮駅
65 阪神魚崎駅
66 阪神御影駅
67 北大阪急行緑地公園駅
68 北大阪急行桃山台駅
69 北大阪急行千里中央駅
70 神戸市営地下鉄新長田駅
71 神戸市営地下鉄板宿駅
72 神戸市営地下鉄妙法寺駅
73 神戸市営地下鉄学園都市駅
74 神戸市営地下鉄西神中央駅
75 神戸市営地下鉄三宮・花時計前駅
76 南海なんば駅3階北改札外
77 南海なんば駅3階改札内
78 南海なんば駅2階中央改札外
79 南海なんば駅南改札外
80 南海新今宮駅
81 南海天下茶屋駅
82 南海堺駅
83 南海羽衣駅
84 南海泉大津駅
85 南海岸和田駅
86 南海貝塚駅
87 南海泉佐野駅
88 南海関西空港駅
89 南海堺東駅
90 南海三国ヶ丘駅
91 南海中百舌鳥駅
92 南海北野田駅
93 南海金剛駅
94 南海千代田駅
95 南海河内長野駅
96 泉北高速鉄道光明池駅
97 泉北高速鉄道和泉中央駅
98 阪急西宮ガーデンズ
99 阪急オアシス伊丹鴻池店
100 アズナス新阪急ホテル
101 アズナス茨木
102 アンスリーekimoなんば
103 アンスリー南海なんば第１ビル
104 アンスリーekimo天王寺
105 淀川キリスト教病院
106 堺市立総合医療センター

郵便番号
530-0012
530-0012
530-0012
530-0012
530-0012
530-0012
530-0012
530-0012
530-0012
532-0023
661-0953
661-0001
661-0035
663-8204
663-8204
663-8204
663-8204
662-0063
658-0072
657-0065
650-0001
650-0001
665-0004
665-0035
665-0072
662-0812
663-8245
532-0005
561-0831
561-0802
561-0881
560-0021
560-0032
563-0032
563-0032
563-0056
666-0033
666-0033
666-0033
665-0845
562-0001
532-0011
533-0023
533-0006
566-0013
567-0876
567-0816
569-0071
617-0824
615-8107
604-8365
600-8008
600-8001
600-8001
530-0022
564-0073
565-0862
565-0824
565-0874
530-0001
553-0001
660-0000
554-0012
663-8177
662-0973
658-0083
658-0046
561-0871
565-0854
560-0082
653-0841
654-0022
654-0131
651-2103
651-2273
651-0087
557-0041
557-0041
557-0041
557-0041
557-0004
557-0041
590-0985
592-0002
595-0025
596-0054
597-0083
598-0007
549-0011
590-0028
590-0024
591-8023
599-8123
589-0006
542-0076
586-0015
590-0143
594-0041
663-8204
664-0006
530-0012
567-0816
542-0076
556-0012
545-0052
533-0024
593-8304

住所
大阪府大阪市北区芝田1-1-2
大阪府大阪市北区芝田1-1-2
大阪府大阪市北区芝田1-1-2
大阪府大阪市北区芝田1-1-2
大阪府大阪市北区芝田1-1-2
大阪府大阪市北区芝田1-1-2
大阪府大阪市北区芝田1-1-2
大阪府大阪市北区芝田1-1-2
大阪府大阪市北区芝田1-1-2
大阪府大阪市淀川区十三東2-12-1
兵庫県尼崎市東園田町9－48－1
兵庫県尼崎市塚口本町1-1
兵庫県尼崎市武庫之荘1-1-1
兵庫県西宮市高松町6-20
兵庫県西宮市高松町6-20
兵庫県西宮市高松町6-20
兵庫県西宮市高松町6-20
兵庫県西宮市相生町2-1
兵庫県神戸市東灘区岡本5-1-1
兵庫県神戸市灘区宮山町3-1
兵庫県神戸市中央区加納町4-2-1
兵庫県神戸市中央区加納町4-2-1
兵庫県宝塚市梅野町1-48
兵庫県宝塚市逆瀬川2-1-17
兵庫県宝塚市千種2-1-1
兵庫県西宮市甲東園1-204番地
兵庫県西宮市津門呉羽町1-37
大阪府大阪市淀川区三国本町3-37-1
大阪府豊中市庄内東町1-10-1
大阪府豊中市曽根東町3-1-1
大阪府豊中市中桜塚1-1-1
大阪府豊中市本町1-1-1
大阪府豊中市蛍池東町1-5-1
大阪府池田市石橋2-18-1
大阪府池田市石橋2-18-1
大阪府池田市栄町1-1
兵庫県川西市栄町20-1
兵庫県川西市栄町20-1
兵庫県川西市栄町20-1
兵庫県宝塚市栄町2-3-1
大阪府箕面市箕面1-1-1
大阪府大阪市淀川区西中島3-17-3
大阪府大阪市東淀川区東淡路4-17-8
大阪府大阪市東淀川区上新庄2-24-5
大阪府摂津市阪急正雀1－1
大阪府茨木市天王2-6-14
大阪府茨木市永代町1-5
大阪府高槻市城北町2-1-18
京都府長岡京市天神1-30-1
京都府京都市西京区川島北裏町97番地の2
京都府京都市中京区四条通大宮西入ル錦大宮町127
京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町17番地先
京都府京都市下京区四条通河原町西入ル真町52番地先
京都府京都市下京区四条通河原町西入ル真町52番地先
大阪府大阪市北区浪花町14-28
大阪府吹田市山手町3-8-19
大阪府吹田市津雲台1-1-1
大阪府吹田市山田西4-1-1
大阪府吹田市古江台4-2 D1-101
大阪府大阪市北区梅田3丁目大阪駅前地下街6号
大阪府大阪市福島区海老江1-1-11
兵庫県尼崎市東御園町93番地
大阪府大阪市此花区西九条3-15-13
兵庫県西宮市甲子園七番町1-27
兵庫県西宮市田中町1-16
兵庫県神戸市東灘区魚崎中町4-7-1
兵庫県神戸市東灘区御影本町4-12-4
大阪府豊中市東寺内町18-1
大阪府吹田市桃山台5-1-1
大阪府豊中市新千里東町1-3-25
兵庫県神戸市長田区松野通1丁目
兵庫県神戸市須磨区大黒町2丁目
兵庫県神戸市須磨区横尾1丁目
兵庫県神戸市西区学園西町1丁目
兵庫県神戸市西区糀台5丁目
兵庫県神戸市中央区御幸通8丁目
大阪府大阪市中央区難波5-1-60
大阪府大阪市中央区難波5-1-60
大阪府大阪市中央区難波5-1-60
大阪府大阪市中央区難波5-1-60
大阪府大阪市西成区萩之茶屋1-2-24
大阪府大阪市西成区岸里1-1-9
大阪府堺市堺区戎島町三丁22
大阪府高石市羽衣1-15-16
大阪府泉大津市旭町19-1
大阪府岸和田市宮本町1-10
大阪府貝塚市海塚1-1-1
大阪府泉佐野市上町3-11-41
大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番
大阪府堺市堺区三国ヶ丘御幸通61番地
大阪府堺市堺区向陵中町2-7-1
大阪府堺市北区中百舌鳥町2-196
大阪府堺市東区北野田51-4
大阪府大阪狭山市金剛1-1-1
大阪府河内長野市木戸1-1-13
大阪府河内長野市本町29-9
大阪府堺市南区新檜尾台二丁1-1
大阪府和泉市いぶき野5-1-1
兵庫県西宮市高松町14-2
兵庫県伊丹市鴻池4-1-10
大阪府大阪市北区芝田1-1-3
大阪府茨木市永代町1-5
大阪府大阪市中央区難波1-9-7
大阪府大阪市浪速区敷津東2-1-41
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-48-10
大阪府大阪市東淀川区柴島1-7-50
大阪府堺市西区家原寺町一丁1-1
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設置場所
阪急梅田駅3階改札内中央精算機コーナー横
阪急梅田駅3階改札外中央券売機コーナー前
阪急梅田駅3階改札外西ごあんないカウンター横
阪急梅田駅2階中央改札内中央精算機コーナー横
阪急梅田駅2階中央改札外ＪＲ連絡通路（スーパー成城石井前）
阪急梅田駅2階中央改札外京都線側改札前
阪急梅田駅1階ビッグマン前広場（西）
阪急梅田駅1階ビッグマン前広場（東）
阪急梅田駅茶屋町口改札外1階阪急三番街北館
阪急十三駅宝塚方面行きホームコンビニエンスストアアズナス横
阪急園田駅2階改札外券売機前
阪急塚口駅1階南改札外改札機横
阪急武庫之荘駅1階北改札内改札前
阪急西宮北口駅2階改札内定期券発売所横
阪急西宮北口駅2階北改札外改札前
阪急西宮北口駅2階南改札外改札前
阪急西宮北口駅2階東改札外改札前
阪急夙川駅１階南改札外改札機横
阪急岡本駅三宮方面行きホームエレベーター横
阪急六甲駅2階改札外券売機前
阪急神戸三宮駅東改札内2階駅長室横
阪急神戸三宮駅西改札外1階エスカレーター横
阪急宝塚南口駅2階改札外改札前
阪急逆瀬川駅2階改札外改札前
阪急小林駅1階東改札外券売機横
阪急甲東園駅2階改札外改札前（売店向かい）
阪急今津駅改札外改札前
阪急三国駅2階改札外改札南側（売店横）
阪急庄内駅改札外1階東出口
阪急曽根駅1階改札外東側（Tio阪急曽根内）
阪急岡町駅改札外1階エスカレーター横
阪急豊中駅南改札内および外改札機横
阪急蛍池駅2階改札外券売機横
阪急石橋駅1階東改札外券売機横
阪急石橋駅梅田方面行きホームコンビニエンスストアアズナス横
阪急池田駅2階改札外コンコース西側
阪急川西能勢口駅2階西改札内駅長室前
阪急川西能勢口駅2階西改札外ＪＲ連絡通路（売店横）
阪急川西能勢口駅東改札外1階ベルフローラかわにし東館エスカレーター前
阪急宝塚駅2階改札外コンコース中央
阪急箕面駅1階改札外券売機横
阪急南方駅梅田方面行きホーム改札前
阪急淡路駅1階西改札外改札前
阪急上新庄駅1階南改札外券売機横
阪急正雀駅2階改札内改札前
阪急南茨木駅2階改札外券売機横
阪急茨木市駅2階北改札外改札前
阪急高槻市駅2階改札外券売機前
阪急長岡天神駅2階改札外券売機横
阪急桂駅2階改札内改札前
阪急大宮駅地階東改札外券売機横
阪急烏丸駅地階西改札外改札前（売店横）
阪急河原町駅地階東改札外改札前（売店横）
阪急河原町駅地階中央改札外改札前
阪急天神橋筋六丁目駅地下1階北改札外改札正面
阪急関大前駅北改札外1階東出口前
阪急南千里駅2階改札外券売機横
阪急山田駅2階西改札外改札機横
阪急北千里駅改札外改札前
阪神梅田駅地下1階西改札外西口・百貨店口通路
阪神野田駅2階改札外券売機前（エスカレータ横）
阪神尼崎駅1階西改札外コンコース北側
阪神西九条駅3階西改札外コンコース
阪神甲子園駅東改札口アズナス甲子園東口前
阪神西宮駅えびす口改札機横
阪神魚崎駅改札外改札前
阪神御影駅改札外1階北側出口横
北大阪急行緑地公園駅地階南改札外改札前（売店横）
北大阪急行桃山台駅2階南改札外改札機横
北大阪急行千里中央駅地階中央北改札外(東側)改札前
神戸市営地下鉄新長田駅改札外コインロッカー横
神戸市営地下鉄板宿駅改札外売店横
神戸市営地下鉄妙法寺駅改札外改札正面
神戸市営地下鉄学園都市駅改札外売店横
神戸市営地下鉄西神中央駅改札外エスカレーター横
神戸市営地下鉄三宮・花時計前駅改札外売店横
南海なんば駅3階北改札外エスカレーター前
南海なんば駅3階改札内2番線ホーム
南海なんば駅2階中央改札前売店横
南海なんば駅南改札外なんばパークス側
南海新今宮駅改札内階段横
南海天下茶屋駅改札外エレベーター横
南海堺駅東改札外改札横
南海羽衣駅改札外改札正面
南海泉大津駅改札外改札西側
南海岸和田駅中央改札外駅長室入口横
南海貝塚駅改札前アンスリー内
南海泉佐野駅改札外改札横
南海関西空港駅改札外改札横
南海堺東駅西改札外南海堺東ビル3階
南海三国ヶ丘駅改札外N.KLASS2階
南海中百舌鳥駅改札外地下鉄連絡道側
南海北野田駅改札外改札正面
南海金剛駅改札外改札正面
南海千代田駅改札外改札前
南海河内長野駅改札外ショップ南海河内長野
泉北高速鉄道光明池駅改札外改札前
泉北高速鉄道和泉中央駅改札外改札前
阪急西宮ガーデンズフェスティバルガーデン１階出入口
阪急オアシス伊丹鴻池店店内
アズナス新阪急ホテル前店店内
アズナス茨木店店内
アンスリーekimoなんば店店内
アンスリー南海なんば第１ビル店店内
アンスリーekimo天王寺店店内
淀川キリスト教病院1階中央受付横
堺市立総合医療センター1階正面玄関横

電話番号
【共通】
06-6563-3138
（平日9：00～17：00）
ＡＴＭ照会センター
（池田泉州銀行）
ATMご利用に関する
お問い合わせ
（キャッシュカード
のお取り忘れなど）

