
2020 年 4 月 3 日 

報道関係各位 

株式会社ｽﾃｰｼｮﾝﾈｯﾄﾜｰｸ関西 

株 式 会 社 池 田 泉 州 銀 行 

          駅の ATM「Patsat
パッとサッと

」設置を拡大します！ 

～ “Osaka Metro ５駅”“アズナス阪神梅田東口店”へ設置 ～ 

阪急電鉄と池田泉州銀行グループが共同で設立した株式会社ステーションネットワーク関西

は、２０２０年４月１０日(金)に、Osaka Metro５駅とアズナス阪神梅田東口店にステーション

ATM「Patsat」を新たに設置、サービスを開始します。 

株式会社ステーションネットワーク関西は、阪急電鉄や阪神電気鉄道、北大阪急行電鉄、南海電気

鉄道、泉北高速鉄道、Osaka Metro、神戸市営地下鉄の主要駅構内で ATM サービスを展開して

おりますが、お客さまのより一層の利便性向上を図るため、引き続き、駅のＡＴＭネットワークを拡

充し、沿線・駅ナカの付加価値拡大に努めてまいります。 

 

設置する ATM の概要は次のとおりです。 

設 置 場 所 

① Osaka Metro・御堂筋線 昭和町駅  （大阪市阿倍野区昭和町１丁目） 

② Osaka Metro・御堂筋線 北花田駅  （堺市北区北花田町２丁） 

③ Osaka Metro・御堂筋線 なかもず駅 （堺市北区中百舌鳥町２丁） 

④ Osaka Metro・四つ橋線 西梅田駅  （大阪市北区梅田２丁目） 

⑤ Osaka Metro・堺筋線  北浜駅   （大阪市中央区北浜１丁目） 

⑥ アズナス 阪神梅田東口店         （大阪市北区梅田３丁目） 

サービス開始時期 2020 年 4 月 10 日（金） 7 時 00 分 

サービス時間帯 
平 日   7 時 00 分～23 時 00 分 

土日祝  7 時 00 分～21 時 00 分 

＊サービス内容：別紙ご参照 

 

ステーション ATM「Patsat」では、池田泉州銀行を初め、三菱 UFJ 銀行、みずほ銀行、但馬銀

行、紀陽銀行、滋賀銀行、イオン銀行、京都信用金庫、大阪シティ信用金庫、ＪＡバンク兵庫の各キ

ャッシュカードが平日の日中はお引出手数料無料でご利用いただけます。このほか、新生銀行カード、

楽天銀行カード、ゆうちょ銀行カードや全国の都銀・地銀・信金・農協などほとんど全ての銀行カー

ドと、主要なクレジットカードがご利用いただけます。 

なお、このたびの設置により、ステーション ATM「Patsat」のネットワークは、阪急電鉄、阪神

電気鉄道、北大阪急行電鉄、南海電気鉄道、泉北高速鉄道、Osaka Metro、神戸市営地下鉄、コン

ビニ、病院など 85 駅 113 ヶ所 135 台となります。（2020 年 4 月 10 日予定台数） 

以 上 

 

 

 

【ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽ配布先】 青灯クラブ、近畿電鉄記者クラブ、関西金融記者倶楽部

＜本件に関するお問合せ先＞ 

株式会社ｽﾃｰｼｮﾝﾈｯﾄﾜｰｸ関西  辰巳  ＴＥＬ（06）6292‐0310 

株 式 会 社 池 田 泉 州 銀 行 企画総務部（広報） 三刀谷・下田 

営業統括部     下垣 ＴＥＬ（06）6375‐3595 



（ご参考） 

ステーション ATM「Ｐａｔｓａｔ」のサービス内容 

①池田泉州銀行カード                  出金、入金、振込、及び残高照会 

②三菱ＵＦＪ銀行カード   ③みずほ銀行カード 

④但馬銀行カード      ⑤紀陽銀行カード       

⑥滋賀銀行カード      ⑦イオン銀行カード     出金、及び残高照会 

⑧京都信用金庫カード    ⑨大阪シティ信用金庫カード 

⑩ＪＡバンク兵庫カード 

⑪新生銀行カード                    出金、入金、及び残高照会 

⑫楽天銀行カード                    出金、入金、及び残高照会 

⑬ＭＩＣＳ提携金融機関の各カード             出金、及び残高照会 

⑭ゆうちょ銀行カード                  出金、入金、及び残高照会 

    ⑮クレジットカード（池田泉州銀行提携の２４ブランド）      キャッシング、及び残高照会 

    ★365 日年中無休で営業（池田泉州銀行カード以外は、利用できない日がございます） 

 

 

カード別時間帯別手数料 

 

池田泉州銀行

振込 土・日・祝 　　　110円

入金 平日・土・日・祝 　　無料

7:00 8:45 18:00 21:00 23:00

出金 平　日 110円 無料 110円

 
 

三菱UFJ銀行、みずほ銀行、但馬銀行、紀陽銀行、滋賀銀行、イオン銀行
京都信用金庫、大阪シティ信用金庫、JAバンク兵庫

土・日・祝 110円
出金

平　日 110円 無料 110円

7:00 8:00 8:45 18:00 21:00 23:00

 

 

新生銀行

入金 平日・土・日・祝 無料

7:00 21:00 23:00

出金
平　日 　　　　　110円（新生ゴールド、新生プラチナのお客さまは無料）

土・日・祝 　　　　　110円（新生ゴールド、新生プラチナのお客さまは無料）

 
 

楽天銀行

　※　システムメンテナンス等により、ご利用いただけない場合がございます。

　※　個人口座のお客さまのご利用手数料が無料となる条件

　　　1）3万円以上のお預け入れについては、無料となります。

　　　2）お預け入れ（3万円未満）とお引き出しについては、お客さまの資産残高または楽天銀行

　　　　  ハッピープログラムの会員ステージに応じて、所定の回数が無料となります。

　　　　  詳細は、楽天銀行ウェブサイトにてご確認ください。

　※　ATM利用手数料無料回数は、提携先ATMのすべてのご利用の合算となります。

出金
平　日 220円

土・日・祝 　　　220円

入金 平日・土・日・祝 　　　220円

7:00 21:00 23:00

 
 

その他の銀行

土・日・祝 220円
出金

平　日 220円 110円 220円

7:00 8:00 8:45 18:00 21:00 23:00

 



 

ゆうちょ銀行

　※　その他の銀行とは、すべての都市銀行・地方銀行・信用金庫・農業協同組合など、MICS提携金融機関です。

　※　残高照会につきましては、それぞれ出金利用時間内に、無料でご利用いただけます。

　※　手数料には消費税10％が含まれております。

　※　振込につきましては、別途お振込手数料が必要となります。

　※　一部ご利用いただけないカードがあります。

出金

平　日 220円 110円 220円

土　曜

7:00 8:45 9:00 14:00

220円 110円 220円

日曜・祝日 220円

18:00 20:00 21:00 23:00

日曜・祝日 220円

入金

平　日 220円 110円 220円

土　曜 220円 110円 220円

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Osaka Metro 御堂筋線 昭和町駅 構内図 

 

 

 

 

 Osaka Metro 御堂筋線 北花田駅 構内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Osaka Metro 御堂筋線 なかもず駅 構内図 

 

 

 

 

 Osaka Metro 四つ橋線 西梅田駅 構内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Osaka Metro 堺筋線 北浜駅 構内図 

 

 

 

 

 アズナス 阪神梅田東口店 

 

 

 


