埼玉りそな銀行のネットワーク
支店・出張所
埼玉県

さいたま新都心支店

さいたま市大宮区吉敷町4-262-16
048(601)3401

指扇支店

さいたま市

さいたま市西区プラザ43-1
048(622)5311

県庁支店

さいたま市浦和区高砂3-15-1
048(822)3321

浦和中央支店

七里支店

さいたま市見沼区大字風渡野610-4
048(685)1111

【 2016年6月末現在：本支店102、有人出張所25、
】
店舗外ATM307、合計434

大宮総合食品卸売市場出張所

熊谷市

イオンモール川口出張所

北区役所出張所

熊谷支店

鳩ヶ谷駅出張所

宮原西口出張所
さいたま市役所前出張所
さいたま市立病院出張所
桜区役所出張所

妻沼支店

緑区役所出張所

浦和東口支店

浦和パルコ出張所

さいたま新都心合同庁舎
1号館出張所

北浦和支店

さいたま市浦和区北浦和1-1-5
048(886)3111

与野支店

さいたま市中央区大字下落合1039-3
048(831)9111

南浦和支店

さいたま市南区南浦和2-36-15
048(885)3111

北浦和西口支店

さいたま市浦和区北浦和4-5-5
048(832)1501

武蔵浦和支店

さいたま市南区沼影1-10-1
048(861)2231

東大宮支店

さいたま市見沼区東大宮4-16-2
048(667)1211

大宮支店

さいたま市大宮区大門町3-72
048(641)3361

中浦和駅前出張所
クイズゲート浦和出張所
イオンモール与野出張所
北与野出張所

指扇駅前出張所
西区役所出張所
大和田出張所
見沼区役所出張所

中央区役所出張所

川越市

与野駅東口出張所

川越市幸町4-1
049(222)2251

与野本町駅前出張所
南浦和駅西口出張所

川越支店

川越支店
新河岸出張所

埼大通り栄和出張所

川越市大字砂917-1
049(241)2111

西浦和出張所

川越南支店

南区役所出張所

川越市脇田本町16-14
049(242)2121

東大宮駅東口出張所

本川越支店

熊谷市妻沼1451
048(588)1221

籠原支店

熊谷市新堀779-1
048(533)4411

大里行政センター出張所
熊谷市役所出張所
熊谷駅南口出張所
熊谷流通センター出張所
県立循環器・
呼吸器病センター出張所
江南行政センター出張所
ビッグベア出張所
八木橋百貨店出張所
妻沼行政センター出張所
籠原駅南口出張所
マミーマート籠原店出張所

大宮駅西口出張所

川越市新富町1-20-2
049(222)3770

川口市

大宮駅東口出張所

霞ヶ関支店

川口市領家1-11-6
048(224)3133

川口南平支店

大宮区役所出張所

川越市霞ヶ関北2-1-4
049(231)2001

さいたま市北区土呂町1-19-5
048(652)1551

埼玉精神神経センター出張所

ウニクス南古谷出張所

川口市栄町3-7-1
048(253)3111

大宮西支店

自治医大大宮医療センター
出張所

川越駅東口出張所

鳩ヶ谷支店

大宮支店
土呂出張所

さいたま市大宮区桜木町2-315
048(641)6641

岩槻支店

さいたま市岩槻区本町3-11-16
048(757)2111

日進支店

さいたま市北区日進町2-854-1
048(664)4040

宮原支店

さいたま市北区宮原町2-17-2
048(665)5241

さいたま営業部

さいたま市浦和区常盤7-4-1
048(824)2411

東岩槻支店

さいたま市岩槻区東岩槻1-6-1
048(794)4571

東浦和支店

さいたま市緑区東浦和5-10-6
048(875)7811

店舗外ATM

東武ストア大宮公園店出張所
イオン大宮店出張所

川口支店

川越市役所出張所

川口市鳩ヶ谷本町1-15-19
048(281)0031

川越バンテアン出張所

西川口支店

鳩ヶ谷庁舎出張所
西川口駅東口出張所
イオンモール川口前川出張所

行田市
行田支店

行田市行田5-16
048(556)1131

行田市役所出張所
JR行田駅前出張所

秩父市
秩父支店

秩父市本町4-6
0494(22)3850

ウニクス秩父出張所
公園橋モール出張所
秩父市役所出張所
秩父市立病院出張所
矢尾百貨店出張所

所沢市
所沢支店

所沢市御幸町1-16
04(2922)2141

新所沢支店

所沢市緑町1-4-11
04(2922)1221

所沢東口支店

所沢市くすのき台1-10-8
04(2996)1151

小手指支店

所沢市小手指町3-17
04(2949)5171

所沢駅前出張所

川口市並木2-5-1
048(259)6411

ソニックシティ出張所

新河岸駅前出張所

東川口支店

鉄道博物館駅出張所

丸広百貨店川越店出張所

川口市東川口3-1-1
048(298)7511

ヤオコー川越新宿店出張所

イトーヨーカドー川口店出張所

ヤオコー川越山田店出張所

川口駅西口出張所

川越駅西口出張所

川口オートレース場出張所

川越市駅前出張所

川口市役所出張所

埼玉県立小児医療センター出張所

コープみらい高階店出張所

川口市立医療センター出張所

日進駅北口出張所

霞ヶ関駅前出張所

キャスティ出張所

飯能市

イトーヨーカドー大宮宮原店出張所

南大塚駅北口出張所

SKIPシティ出張所

飯能市柳町22-10
042(972)3111

三橋出張所
アピタ岩槻店出張所
イオンモール浦和美園出張所
岩槻駅前ワッツ出張所

いなげや大宮宮原店出張所

ミエルかわぐち出張所
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北所沢出張所

埼玉医科大学総合医療センター出張所

さいたま赤十字病院出張所

埼玉りそな銀行

浦和駅前出張所

浦和流通センター出張所

熊谷駅前支店

熊谷市筑波2-48-1
048(521)4351

さいたま市浦和区高砂2-9-15
048(829)2111

さいたま市浦和区東高砂町2-5
048(882)1101

熊谷市本町1-101
048(521)1511

所沢市役所出張所
西所沢駅前出張所
東所沢駅前出張所
ヤオコーマーケットシティ所沢出張所
新所沢駅東口出張所
狭山ヶ丘駅前出張所
小手指駅北口出張所

飯能支店

（注）1. 2016年６月末現在で作成しましたので、2016年７月１日以降、表示内容等が変更となる場合がございます。
2. 企業内、学校内などに設置している出張所（店舗外ATM）については、記載していない場合がございます。
3. 埼玉エイティエム支店、さくらそう支店、しらこばと支店、住宅ローン支店及び東京外国事務センターについては記載しておりません。
これらの拠点では、窓口・ATM業務は行っておりません。また、これら5拠点に加え、代理店、プレミアオフィス、個人資産ご相談プラ
ザおよび共同設置の店舗外ATMは上記【 】内の合計に含めておりません。
4. 住宅ローンご相談プラザ（出張所）は別途記載しております。
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名栗出張所

春日部駅東口出張所

ヤオコー深谷国済寺店出張所

ファイン越谷出張所

飯能駅北口出張所

春日部市役所出張所

深谷市岡部総合支所出張所

ヨークマート越谷赤山店出張所

飯能駅南口出張所

東武豊春駅出張所

上尾市

コープみらい北越谷店出張所

飯能市役所出張所

コープみらい春日部店出張所

丸広百貨店飯能店

春日部市庄和総合支所出張所

加須市

ヤオコー南桜井店出張所

加須支店

狭山市

埼玉りそな銀行

加須市中央1-12-34
0480(61)1201

狭山支店

狭山市入間川1-3-2
04(2953)2121

騎西支店

加須市騎西1254-1
0480(73)1201

加須市大利根総合支所出張所
加須市北川辺総合支所出張所
イトーヨーカドー加須店前出張所
加須市役所出張所

狭山市入間川3-21-11
04(2955)8401

新狭山支店

狭山市新狭山3-11-1
04(2954)3341

入曽出張所

東武加須駅出張所

柏原ニュータウン出張所

花崎駅前出張所

笹井出張所

本庄市

狭山市役所出張所

児玉支店
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狭山支店
狭山一番街出張所

本庄市児玉町児玉16-4
0495(72)1221

ヤオコー北入曽店出張所
ヤオコー狭山店出張所

本庄支店

本庄市中央1-6-25
0495(22)2121

新狭山駅北口出張所

本庄市児玉総合支所出張所

羽生市

羽生支店

ベルク本庄店出張所

羽生市中央3-2-17
048(561)3111

本庄駅南口出張所

イオンモール羽生出張所

本庄市役所出張所

羽生市役所出張所

東松山市

鴻巣市

東松山支店

東松山市箭弓町3-4-3
0493(24)1211

鴻巣支店

鴻巣市本町4-2-3
048(541)1411

西友東松山店出張所
ピオニウォーク東松山出張所
東松山駅出張所

鴻巣市吹上本町1-4-2
048(548)0811

北鴻巣出張所

東松山市役所出張所
東松山市立市民病院出張所
松本町出張所

鴻巣駅西口出張所
鴻巣市川里支所出張所
鴻巣市役所出張所

春日部市

鴻巣市吹上支所出張所

春日部支店

春日部市粕壁2-8-8
048(752)3111

深谷市

深谷支店

武里支店

深谷市西島町2-19-6
048(571)4111

春日部市大枝89
048(735)5121

岡部支店

春日部西口支店

深谷市岡2627-1
048(585)2511

春日部市中央1-51-1
048(736)2111

深谷市花園総合支所出張所

庄和支店

春日部市米島1198-3
048(746)5551

深谷上柴ショッピングセンター出張所

イオンモール春日部出張所
一ノ割駅前出張所

吹上支店

深谷市川本総合支所出張所
深谷市役所出張所

上尾支店

上尾市仲町1-6-8
048(771)6311

上尾西口支店

上尾市谷津2-1-50-4
048(772)1111

蕨支店

和光支店

和光市本町2-1
048(461)5691

イトーヨーカドー和光店出張所
和光市駅北口出張所

蕨市中央3-18-3
048(431)3801

和光市役所出張所

蕨東支店

新座市

いなげや上尾沼南駅前店出張所

蕨市塚越1-1-17
048(442)3866

上尾駅東口出張所

蕨駅西口出張所

上尾市役所出張所

蕨市役所出張所

新座市役所出張所

上尾ショッピングアヴェニュー出張所

イトーヨーカドー錦町店出張所

フードガーデン新座店出張所

アリコベール上尾出張所

戸田市

桶川市

新座支店

新座市東北2-36-27
048(472)5151

戸田支店

桶川支店

戸田市本町1-4-1
048(441)5251

桶川市東1-1-18
048(773)1481

アリオ上尾出張所

イオンモール北戸田出張所

桶川支店
桶川西口出張所

北上尾駅西口出張所

戸田駅西口出張所

西上尾出張所

戸田競艇場出張所

バリュープラザ上尾愛宕店出張所
上尾中央総合病院出張所

草加市

松原支店

草加市松原1-1-6
048(942)5141

草加支店

草加市高砂2-21-11
048(922)3301

戸田公園駅前出張所
戸田市役所出張所
戸田中央総合病院出張所

入間市

入間支店

イトーヨーカドー新田店出張所

入間市向陽台1-160-12
04(2964)2121

草加駅西口出張所

武蔵藤沢支店

草加市役所出張所
谷塚駅西口出張所

越谷市

南越谷支店

越谷市南越谷1-17-2
048(985)9211

せんげん台支店

越谷市千間台西1-5-17
048(976)5111

越谷支店

越谷市越ヶ谷2-2-40
048(962)5111

北越谷支店

越谷市大沢3-8-5
048(975)5111

入間市大字下藤沢332-10
04(2964)2111

入間市駅前出張所
入間市役所出張所
入間リバーパーク出張所
サイオス出張所
仏子駅前出張所
丸広百貨店入間店出張所
グリーンガーデン武蔵藤沢出張所
ヨークマート入間店出張所

朝霞市

朝霞支店

蒲生出張所

朝霞市本町1-9-3
048(464)2111

蒲生駅東口出張所

北朝霞駅前出張所

サンシティ出張所

東武東上線朝霞駅東口出張所

新越谷駅西口出張所

マルエツ朝霞店出張所

大袋駅前出張所

志木市

イオンレイクタウンKAZE出張所
イオンレイクタウンMORI出張所

志木支店

志木市本町5-17-3
048(471)3551

越谷市役所出張所

志木市役所出張所

越谷市立病院出張所

マミーマート上宗岡店出張所
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柳瀬川駅前出張所

桶川市若宮1-4-56
048(787)6686

桶川市役所出張所
おけがわマイン出張所
ベニバナウォーク桶川出張所

久喜市

久喜支店

久喜市久喜中央2-10-25
0480(21)2211

栗橋支店

久喜市栗橋東2-2-1
0480(52)1221

菖蒲支店

久喜市菖蒲町菖蒲179-1
0480(85)2211

鷲宮支店

久喜市鷲宮中央2-1-27
0480(58)8111

イトーヨーカドー久喜店出張所
久喜駅東口出張所
久喜工業団地出張所
久喜市役所出張所
久喜市栗橋総合支所出張所
済生会栗橋病院出張所
久喜市菖蒲総合支所出張所
モラージュ菖蒲出張所
アリオ鷲宮出張所
久喜市鷲宮総合支所出張所
東鷲宮出張所

北本市

北本支店

北本市北本1-36
048(591)3131

いなげや北本駅前店出張所
北本駅ビル出張所

北本市役所出張所

幸手市

北本南団地前出張所
コープみらい北本店出張所

幸手支店

幸手市中3-3-4
0480(42)1221

エムズタウン幸手出張所

八潮市

幸手市役所出張所

八潮支店

八潮市大字鶴ケ曽根1377-2
048(995)8101

鶴ヶ島市

鶴ヶ島支店

八潮駅出張所

鶴ヶ島市大字上広谷18-10
049(285)1181

富士見市
鶴瀬支店

富士見市大字鶴馬2602-3
049(251)2351

ふじみ野支店

富士見市ふじみ野西1-2-1
049(263)8881

若葉駅前出張所

日高市

比企郡滑川町

滑川町役場出張所

埼玉医科大学国際医療センター出張所

ふじみ野駅東口出張所

吉川市

吉川支店

吉川市保1-2-15
048(982)1111

ウニクス吉川出張所
吉川北出張所
吉川市役所出張所

三郷市彦成3-7-15
048(957)4132

ふじみ野市

イトーヨーカドー三郷店出張所

ふじみ野市亀久保1239-69
049(266)3711

大井支店

上福岡支店

ふじみ野市上福岡5-3-19
049(261)2251

ふじみ野市大井総合支所出張所

蓮田市

イトーヨーカドー上福岡東店出張所
イトーヨーカドー埼玉大井店出張所

蓮田支店

上福岡東口出張所

蓮田市本町4-1
048(768)2111

バースデイ蓮田店出張所
蓮田市役所出張所

ふじみ野市役所出張所

白岡市

白岡支店

蓮田スカイランス出張所

白岡市小久喜1112-1
0480(92)1234

坂戸市

カスミ白岡店出張所

坂戸支店

白岡市役所出張所

坂戸市日の出町1-26
049(283)2121

新白岡駅東口出張所

北坂戸出張所

北足立郡伊奈町

坂戸市役所出張所

伊奈支店

北足立郡伊奈町本町1-110
048(722)4411

東坂戸出張所
マミーマート坂戸入西店出張所
薬師町出張所

入間郡越生町

越生町役場出張所

ららぽーと富士見出張所

ららぽーと新三郷出張所

南埼玉郡宮代町
宮代支店

北葛飾郡杉戸町

鶴ヶ島市役所出張所

ヤオコー高麗川店出張所

三郷中央駅出張所

入間郡毛呂山町中央2-26-1
049(294)7611

寄居町役場出張所

武州長瀬駅前出張所

富士見市役所出張所

三郷市役所出張所

越生毛呂山支店

鶴ヶ島駅西口出張所

東武東上線鶴瀬駅前出張所

三郷駅北口出張所

入間郡毛呂山町

宮代町役場前出張所

日高市役所出張所

三郷支店
みさと団地出張所

大里郡寄居町大字寄居989-1
048(581)1771

埼玉医科大学病院出張所

日高市大字高萩639-11
042(985)1011

三郷市三郷1-4-4
048(953)5111

三芳町役場出張所

寄居支店

いなげや鶴ヶ島店出張所

日高支店

三郷支店

大里郡寄居町

アクロスプラザ三芳出張所

いなげや毛呂店出張所

富士見市東みずほ台1-1-5
049(253)1311

三郷市

入間郡三芳町

南埼玉郡宮代町中央3-8-18
0480(34)7711

みずほ台支店

西みずほ台出張所

上里町役場出張所

伊奈町役場出張所
ウニクス伊奈出張所

森林公園駅南口出張所

比企郡嵐山町
東松山支店
嵐山出張所

比企郡嵐山町大字菅谷134
0493(62)2424

杉戸支店

北葛飾郡杉戸町杉戸2-12-26
0480(34)1221

杉戸高野台駅前出張所
杉戸町役場出張所

北葛飾郡松伏町
越谷支店
松伏出張所

北葛飾郡松伏町松葉1-5-3
(松伏ニュータウンショッピングセンター内)
048(992)2111

松伏町役場出張所

比企郡小川町
小川支店

比企郡小川町大字大塚1173-6
0493(72)2211

ヤオコーみどりが丘店出張所

比企郡川島町

川島町役場出張所

比企郡吉見町

吉見町役場出張所

東京都
文京区

東京支店

文京区後楽2-5-1
03(6704)1000

セブンデイズプラザ
埼玉県

セブンデイズプラザおおみや
さいたま市大宮区大門町3-72
大宮支店内
保険・家計の見直し・運用相談
048(641)3361
住宅ローン相談
048(648)4482

セブンデイズプラザほんかわごえ
川越市新富町1-20-2
本川越支店内
保険・家計の見直し・運用相談
049(223)6081
住宅ローン相談
049(223)8871

セブンデイズプラザかわぐち

川口市栄町3-5-1
川口住宅ローンご相談プラザ内
保険・家計の見直し・運用相談※
048(254)1310
住宅ローン相談
048(259)1411
※平日は川口支店内でご相談を
承ります。

埼玉りそな銀行

八潮市役所出張所

県立がんセンター出張所

セブンデイズプラザみなみこしがや
越谷市南越谷1-17-2
南越谷支店内
保険・家計の見直し・運用相談
048(966)1106
住宅ローン相談
048(988)8831
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比企郡鳩山町

鳩山ニュータウン出張所
鳩山町役場出張所

比企郡ときがわ町

ときがわ町役場出張所
ときがわ町役場第二庁舎出張所

秩父郡皆野町
皆野支店

秩父郡皆野町大字皆野1407
0494(62)2121

秩父郡長瀞町

長瀞町役場出張所

秩父郡小鹿野町
小鹿野支店

秩父郡小鹿野町小鹿野360-1
0494(75)1255

児玉郡美里町

美里町役場出張所

児玉郡神川町

神川町役場出張所

児玉郡上里町
上里出張所
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住宅ローン
ご相談プラザ
埼玉県

南浦和住宅ローンご相談プラザ
さいたま市南区南浦和2-36-15
南浦和支店内
048(885)4801

大宮住宅ローンご相談プラザ
さいたま市大宮区大門町3-72
大宮支店内
048(648)4482

埼玉りそな銀行

大宮西住宅ローンご相談プラザ
さいたま市大宮区桜木町2-315
大宮西支店内
048(649)7901

川越住宅ローンご相談プラザ
川越市新富町1-20-2
本川越支店内
049(223)8871

埼玉県

浦和プレミアオフィス

さいたま市浦和区高砂2-9-15
浦和中央支店内
048(824)9087

大宮プレミアオフィス

さいたま市大宮区大門町3-72
大宮支店内
048(643)7571

本川越プレミアオフィス
川越市新富町1-20-2
本川越支店内
049(226)5311

熊谷プレミアオフィス
熊谷市本町1-101
熊谷支店内
048(525)1195

川口プレミアオフィス

熊谷駅前住宅ローンご相談プラザ
熊谷市筑波2-48-1
熊谷駅前支店入居ビル2階
048(526)4471

川口住宅ローンご相談プラザ
川口市栄町3-5-1
川口そごう1階
048(259)1411

川口市栄町3-5-1
川口住宅ローンご相談プラザ内
048(259)2781

所沢プレミアオフィス
所沢市御幸町1-16
所沢支店内
04(2939)2981

春日部プレミアオフィス

所沢住宅ローンご相談プラザ
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プレミアオフィス

所沢市御幸町1-16
所沢支店内
04(2939)2411

春日部市中央1-51-1
春日部西口支店内
048(733)3195

上尾プレミアオフィス

本庄住宅ローンご相談プラザ
本庄市中央1-6-25
本庄支店内
0495(24)5900

上尾市谷津2-1-50-4
上尾西口支店内
048(772)9926

草加プレミアオフィス

春日部西口住宅ローンご相談プラザ
春日部市中央1-51-1
春日部西口支店内
048(738)3315

草加市高砂2-21-11
草加支店内
048(922)0808

越谷プレミアオフィス

上尾西口住宅ローンご相談プラザ
上尾市谷津2-1-50-4
上尾西口支店内
048(776)1700

銀行代理業者に関する事項

1. 銀行代理業者の商号、名称又は氏名
株式会社りそな銀行
株式会社近畿大阪銀行
株式会社セブン銀行
2. 上記銀行代理業者が当該銀行の
ために銀行代理業を営む営業所
又は事務所の名称
(1)株式会社りそな銀行
りそな銀行の本支店、有人出
張所、ローンプラザ(出張所)、
グループカスタマーセンター
(大阪)、グループカスタマー
センター(島根)およびグルー
プクレジットセンター(浅草
橋)において当銀行の銀行代
理業を行っております。
ただし、東京エイティエム支
店、振込集中第一支店、サン
ライズ支店、平成第一支店、
口振第一支店、ローンサポー
ト支店、外国為替業務室、証
券信託業務支店、年金管理サ
ービス支店、不動産営業部、
東京営業部信託サポートオフ
ィス出張所、東京営業部信託
SRオフィス出張所および東
京営業部信託KOオフィス出
張所、アルファ支店、ベータ
支店を除きます。
各営業所等の名称については、
りそな銀行のネットワーク
（144 〜 148ページ）に掲載
しております。
（グループカ
スタマーセンター (大阪)、グ
ループカスタマーセンター
(島根)およびグループクレジ
ットセンター (浅草橋)を除く）
(2)株式会社近畿大阪銀行
近畿大阪銀行の本支店および
有人出張所において当銀行の
銀行代理業を行っております。
各営業所等の名称については、
近畿大阪銀行のネットワーク
（299 〜 300ページ）に掲載
しております。
(3)株式会社セブン銀行
セブン銀行本店イトーヨーカ
ドー川口店出張所

越谷市越ヶ谷2-2-40
越谷支店内
048(963)2777

朝霞プレミアオフィス

松原住宅ローンご相談プラザ
草加市松原1-1-6
松原支店内
048(942)3101

朝霞市本町1-9-3
朝霞支店内
048(462)2811

久喜プレミアオフィス

南越谷住宅ローンご相談プラザ
越谷市南越谷1-17-2
南越谷支店内
048(988)8831

久喜市久喜中央2-10-25
久喜支店内
0480(21)8611

上福岡プレミアオフィス

入間住宅ローンご相談プラザ
入間市向陽台1-160-12
入間支店内
04(2966)3551

新座住宅ローンご相談プラザ
新座市東北2-36-27
新座支店内
048(472)3335

久喜住宅ローンご相談プラザ
久喜市久喜中央2-10-25
久喜支店内
0480(24)3051

ふじみ野市上福岡5-3-19
上福岡支店内
049(261)7201

個人資産ご相談
プラザ
埼玉県

個人資産ご相談プラザ

さいたま市大宮区吉敷町4-262-16
さいたま新都心支店内
048(601)0501

八潮住宅ローンご相談プラザ
八潮市大瀬1-6-9
048(997)6020

ふじみ野住宅ローンご相談プラザ
富士見市ふじみ野西1-2-1
ふじみ野支店内
049(263)9411

坂戸住宅ローンご相談プラザ
坂戸市日の出町1-26
坂戸支店内
049(281)9141
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