
お客さまの声をぜひ、お聞かせください。
本誌に関するアンケートを実施しています。
お手数ですが、下記URLおよびQRコードより
アンケートの送信をお願いします。
https://www2.resona-gr.co.jp/seminar/saitamaresona/seq180009/index.html

地元埼玉と
埼玉りそなの魅力を

ご紹介！

発行　2018年7月　株式会社 埼玉りそな銀行
〒330-9088　埼玉県さいたま市浦和区常盤七丁目4番1号　TEL（048）824-2411(代)

埼玉りそな銀行のホームページもご覧ください 埼玉りそな銀行 検索

銀行を持ち歩く！
りそなスマート口座

アプリのサービス開
始！銀行を持ち歩く！

りそなスマート口座
アプリのサービス開

始！

S A I T A M A  R E S O N A

T O D A Y 2018年

3月期

SDGs推進室を
設置しました。

当社は、従来のCSR活動を深化させた新たな基軸と
してSDGsを掲げ、全社的な推進体制を構築するた
め、CSR推進室をSDGs推進室に組織改編しました。

SDGs（Sustainable Development Goals＝持続可
能な開発目標）は、2015年9月に国連持続可能な開発
サミットにおいて採択された国際目標です。持続可
能な社会の実現に向けて2030年までに達成すべき
17のゴールと169のターゲットを定められています。

SDGsとは？

特 集特 集

PICK UP 1

PICK UP 2
埼玉りそな銀行単独の連（れん）で参加！

「第34回南越谷阿波踊り」

PICK UP 3
クールジャパンの総本山を目指して

「ところざわサクラタウン」

PICK UP 4
当社7店舗目の年中無休のご相談窓口

「セブンデイズプラザくまがや」オープン！

埼玉りそな銀行TODAYで
もっと知りたいことを、
送ってみましょうか。

浦和駅に隣接
「プレミアサロンうらわ」オープン！

知らないは
もったいない！

埼玉県のお知らせ

埼玉県中小企業制度融資のお知らせ

お 問 合 せ 先：埼 玉 県 金 融 課▶ T E L：0 4 8 - 8 3 0 - 3 8 0 1  又 は 、地 元 商 工 会 議 所・商 工 会

埼玉県では、県が金融機関に利子補給を行うことにより、中小企業の皆さまが県の定める低い利率で、
金融機関から融資を受けることができるさまざまな制度を用意しています。ぜひ、ご活用ください。

・埼玉県 県民生活部 ラグビーワールドカップ2019大会課 048-830-6870　・熊谷市 総合政策部 ラグビーワールドカップ2019推進室 048-524-1111（内341）

埼玉県のマスコット
「コバトン＆さいたまっち」
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トップメッセージ
「埼玉県の皆さまに信頼され、地元埼玉とともに発展する銀行」を目指し、
「守るべきを守り」「変えるべきを変え」、社員全員で質の高い 地域金融機関No.1へ

経営方針

「守るべきを守り」「変えるべきを変え」、
社員全員で質の高い地域金融機関No.1へ

次世代リテール
金融サービスモデルの構築

ビジネス成長拠点
「ビジネスプラザさいたま」オープン！

「プレミアサロンうらわ」オープン！「プレミアサロンうらわ」オープン！ りそなスマート口座アプリの
サービス開始！
りそなスマート口座アプリの
サービス開始！

C O N T E N T S

「埼玉県の皆さまに信頼され、

地元埼玉とともに発展する銀行」

【表紙】
埼玉県大里郡寄居町

「埼玉県立 川の博物館」
①地域金融機関の使命を忘れず、継続的に
本質的な使命を果たす
②更なる創造性に富んだ、新しい金融サー
ビス企業へ進化する
③地域・お客さまの立場に立ち、その期待
に沿う「真に選ばれる銀行」を目指す

グループ基本戦略 目指す姿

●「オムニ・チャネル」の進化

●「オムニ・アドバイザー」の育成

●「オムニ・リージョナル」体制の確立

ごあいさつ

　皆さまには、日頃より埼玉りそな銀行をご愛顧いただきまして、誠に
ありがとうございます。

　2017年度の埼玉県経済については、企業の生産活動や住宅投資などに
伸び悩む動きがみられましたが、雇用環境の着実な改善や、個人消費の持ち
直しにより、総じて緩やかな景気回復が続きました。海外情勢に留意する
必要はありますが、引き続き、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策
の効果により、着実に景気が回復していくことが期待されます。

　このような環境下、当社を含むりそなグループは、お客さまのライフ
スタイルにあわせた最適なサービスを最適な手段でご提供するべく、「オムニ・
チャネル」戦略への取組みを加速させております。具体的には本年2月に

「いつでも」・「どこでも」銀行を持ち歩いているような感覚でお使いいただける
スマートフォンアプリ「りそなスマート口座アプリ」の提供を開始いたしました。
お客さまにご来店いただくことなく、スマートフォンでのお振込みや定期預金
等のスムーズな銀行取引を実現いたしました。

　一方、当社ではお客さまの多様なニーズにお応えするべく、本年3月に
相続・信託・事業承継等の相談特化型店舗「プレミアサロンうらわ」、本年4月に
埼玉県内の金融機関としては初の法人向けビジネス拠点「ビジネスプラザ

さいたま」を開設いたしました。りそなグループの強みである信託・不動産
機能や国内外の情報ネットワークを活かした他社とは差別化された
ソリューションを提供してまいります。また、店舗網の充実や店頭サービス
の向上にも努めており、7月9日には熊谷支店の新築移転とともに

「セブンデイズプラザくまがや」としてリニューアルオープンしているほか、
本年10月には越谷レイクタウン地区への進出も計画しております。

　対面でも非対面でも、お客さまお一人おひとりのニーズにお応えする
べく「埼玉りそな」ならではのサービスをご提供することで、これまで
以上に地域やお客さまとのリレーションを深め、地元埼玉における存在
感をより一層発揮してまいります。

　当社は、本年3月に開業15周年を迎えました。改めて、地域の皆さまに
心より感謝申し上げますとともに、引き続き、開業以来の目指す姿である

「埼玉県の皆さまに信頼され、地元埼玉とともに発展する銀行」の実現に
向けて、役職員一丸となって取り組んでまいります。今後とも、一層の
ご支援、ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

2018年7月

社長　池田 一義

ビジネス成長拠点
「ビジネスプラザさいたま」オープン！
「産・学・官・金」の連携や「交流サロン」の開放
を通じて、ビジネスマッチングや人材ソリュー
ションなどのサービスをご提供し、地域経済
の活性化に貢献してまいります。

「産・学・官・金」の連携や「交流サロン」の開放
を通じて、ビジネスマッチングや人材ソリュー
ションなどのサービスをご提供し、地域経済
の活性化に貢献してまいります。

荒川を中心とする河川や水と人々のくらしとのかか
わりを「楽しみながら学べる体験型博物館」として、
誰でも水に親しみながら憩い、楽しく学べる博物館
です。

トップメッセージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

特集　りそなスマート口座アプリ・・・・・・・

店舗ネットワーク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

AREA PICK UP　埼玉中央地域・・・・・・・・・・

AREA PICK UP　埼玉東地域・・・・・・・・・・・・

AREA PICK UP　埼玉西地域・・・・・・・・・・・・

AREA PICK UP　埼玉県央・北地域・・・・・・・

情報ディスクローズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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17
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銀行を持ち歩く！ 
りそなスマート口座アプリの サービス開始！

スマホがあなたの銀行に
「スマート口座専用のスマホアプリ」を使うと、いつでもどこでも口座残高や

入出金明細の確認はもちろん、振込をはじめとするさまざまなお取引を

スマホで完結することができます。

「銀行っぽくないアプリ」をチームラボとコラボで開発

振込・振替をはじめ、さまざまな銀行取引をご利
用いただけます。よく使われるお取引はワンタップ
ですぐに対応します。

さまざまな銀行取引が カンタンに

あなたの口座状況や銀行取引を分析し、出費や
貯蓄についてアドバイス。ファイナンシャルライフを
サポートします。

お客さまお一人おひとりに
ぴったりの アドバイスを

特 集

簡 単

便 利

りそなグループと最新のテクノロジーを活用したシステムやデジタルコンテンツの開発に強みを持つチームラボは、カスタマー・エクス
ペリエンスに立脚した“次世代の金融サービス”を実現するために協業し、スマート口座アプリを開発しました。

アプリの使い方から商品内容まで、わからないこと
があればぜひお気軽にご相談ください。ご来店は
もちろん、チャットやメール、電話もアプリからワン
タップでご相談いただけます。

わからないことがあれば
いつでも ご相談ください

生体認証やキャッシュカードロック機能など、アプ
リでより安全にあなたの口座を守ります。

セキュリティは アプリで
より安心・安全に

安 心

安 全

りそなスマート口座に標準セットされるりそなデビット
カード。ショッピングではもちろん、日常生活の何気
ないお取引でも《埼玉りそなクラブポイント》が
たまります。

おトク

りそなスマート口座アプリがお客さまに提供する ５ つのバリュー

パスコードロック 
生体認証

セキュリティ
パスワード

アプリでカード
機能をロック

入出金時の
プッシュ通知

詳細は
6ページへ
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銀行を持ち歩く！ りそなスマート口座アプリのサービス開始！ 現金レス。りそなデビットカード

りそなデビットカード
スマート口座アプリの
お申込みは簡単３ステップ

時間を選ばないオンラインショッピングでもりそなデビット
カードをご利用いただけます。 第三者による不正利用を防ぐ
VISA認証サービスが登録済みのカードだから安心です。

ネットショッピングにも

りそなデビットカード
へのお申込み

マイゲートへのご登録

チャージ不要の電子マネー感覚、
ご利用と同時に口座から引き落と
しだから現金不要。

現金の「面倒くさい」を
変えていきます。

お申込みにあたり、以下3点にご同意いただく
必要があります。

特 集

普通預金口座（りそなスマート口座）を開設

店頭で即時
口座開設

STEP
1

年会費
無料

いつものスーパーでちょっとしたお買い物。両手がふさがって、
小銭が取り出しにくい・・なんてときも、りそなデビットカード
が大活躍します。使った金額はアプリやWEBで確認できる
から家計の管理にも便利です。

これ１枚で国内も海外も簡単・便利な
お支払い

りそなデビットカードなら渡航前に両替で
きなくても、現地ATMですぐに現地通貨を
引き出せます。
Visa payWave対応だからカードを端末に
かざすだけで「ピッ」と決済。お買い物が
スマートにできて快適です。

海外で

月間の累計でのショッピングご利用金額1,000円（税込）毎に
5ポイント（0.5％相当還元）がたまります。また、りそなデビット
カードのご利用代金引き落としでも月間10ポイントがたまります。

お買い物でたまるポイント

お持ちのスマートフォンで、アプリをダウンロード

下記手順にそって設定を進めてください。
①セキュリティコードとキャッシュカード暗証番号を入力
②パスコード設定
③カードの利用設定
④プッシュ通知の利用設定

カード情報登録と利用設定

STEP
2

資料

資料請求で
口座開設

お手持ちのキャッシュカードを準備し、認証情報を入力

こちらからアプリのダウンロードを
お願いします

STEP
3

6

埼玉りそなクラブへのご登録



埼玉県央・北地域

埼玉西地域

埼玉東地域

さいたま市内の店舗

埼玉中央地域

池袋

東京

川口南平
川口
西川口

東川口

鳩ヶ谷 松原

南越谷

越谷

吉川

草加
八潮

三郷

みさと
団地（出）

蕨東

和光

朝霞
新座

みずほ台
志木鶴瀬

上福岡・大井

ふじみ野

所沢東口
所沢

新所沢

小手指

武蔵藤沢

入間
狭山

日高飯能

越生毛呂山

新狭山

霞ヶ関

鶴ヶ島

坂戸

東松山

川越

上尾西口
上尾桶川西口（出）

桶川

北本

鴻巣

吹上

騎西

加須
行田

熊谷駅前

熊谷※
籠原

深谷

妻沼

羽生

栗橋

幸手

杉戸

宮代

春日部

春日部西口
庄和

武里
松伏（出）

せんげん台

北越谷

嵐山（出）
小川

寄居

皆野

小鹿野
秩父

児玉

本庄

岡部

菖蒲 久喜

鷲宮

伊奈
蓮田

白岡

本川越

川越南
新河岸（出）

蕨

戸田

太田高崎

東大宮

大宮大宮西指扇

与野

北浦和
東浦和

浦和東口
浦和中央

南浦和
武蔵浦和

北浦和西口
さいたま営業部

県庁

土呂（出）

東岩槻

岩槻

七里

宮原

日進

浦和美園（出）
さいたま新都心
　ビジネスプラザさいたま

プレミアサロンうらわ
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皆さまと寄り添い、魅力ある埼玉を目指して！ネット
ワーク

地域のお客さまのニーズにきめ細かくお応えしていく
ことを目的に、2018年4月1日より、営業店を地域経済圏
等に基づき新たな「4地域」に再編成いたしました。
すべての地域を統括する「地域営業統括」として、これまで
以上にお客さまのニーズに丁寧、且つスピーディーに
お応えしてまいります。

地域営業統括　藤田 正幸

北海道・東北

北関東・甲信越

中部・東海

中国・四国

九州 521
関西圏

店
1店

5店

8店
8店

3店

294
首都圏

店

埼玉りそな銀行 店舗のご案内 検索各店舗の詳細は当社HPをご覧ください。　 http://www.saitamaresona.co.jp/kojin/tenpo_atm/

埼玉りそな銀行
有人店舗数
132店

（うち県内128店）
2018年4月1日現在

※熊谷駅前住宅ローンご相談プラザ
は2018年7月9日に熊谷住宅ローン
ご相談プラザとして移転し、熊谷
支店とあわせて「セブンデイズ
プラザくまがや」としてリニュー
アルオープン

（2018年6月末現在）

おおた
ビジネスオフィス

たかさき
ビジネスオフィス

セブンデイズプラザ
ほんかわごえ

セブンデイズプラザ
かわぐち

セブンデイズプラザ
いけぶくろ

セブンデイズ
プラザ 
みなみこしがや

セブンデイズプラザ 
おおみや

住宅ローンご相談プラザ 
近接・併設店18拠点

新幹線

支店
ビジネスオフィス

プレミアサロン

主な高速道路
JR
その他の鉄道

凡例

りそなグループ

2018年4月1日現在

【有人店舗数】
合計：840

セブンデイズプラザ 
くまがや

埼玉りそな銀行の「地域運営」は132拠点にのぼる店舗 網を
新4地域本部がとりまとめ、きめ細かなサービスをご提 供してまいります。

国内・県内ネットワーク

●香港駐在員事務所　◆【香港】東亜銀行　◆香港上海銀行
●上海駐在員事務所　◆【中国】東亜銀行　◆香港上海銀行
◆中国銀行　◆中国建設銀行　◆中国工商銀行　◆交通銀行
◆KEBハナ銀行
◆兆豊国際商業銀行
◆リサール商業銀行　
●ホーチミン駐在員事務所　◆バンコック銀行　◆サコム銀行
◆ベトナム投資開発銀行　

中国

韓国
台湾
フィリピン
ベトナム

ラオス
タイ

海外ネットワーク

◆パブリック銀行
●バンコック駐在員事務所　◆バンコック銀行　

●りそなマーチャントバンクアジア

●りそなプルダニア銀行　
●りそなインドネシアファイナンス

◆東亜銀行
◆ユナイテッド・オーバーシーズ銀行

◆パブリック銀行
◆パブリック銀行
◆ミャンマーアペックス銀行
◆アクシス銀行　◆イエス銀行　◆インドステイト銀行
◆バンク・オブ・ザ・ウェスト

海外拠点および海外提携銀行が所在している国　　　　　海外提携銀行が所在している国

（2018年7月時点）

ピンク みどりりそなグループの 海外拠点 と 主な海外提携銀行

シンガポール

インドネシア

カンボジア
マレーシア
ミャンマー
インド
アメリカ

海外14の
国と地域に
展開！

NEW

NEW

NEW



AREA 
PICK
UP

埼玉中央地域
駅前再開発事業等で、“人・物・不動産”が活発に動いている地域です。
地域の更なる経済発展と皆さまの夢の実現に向け、質の高い金融サービスを
ご提供してまいります。

駅前再開発事業等で、“人・物・不動産”が活発に動いている地域です。
地域の更なる経済発展と皆さまの夢の実現に向け、質の高い金融サービスを
ご提供してまいります。

究極の「プライベート空間」

2018年3月16日オープン

浦和駅に隣接「プレミアサロンうらわ」オープン！
ファイナンシャルプランナーの資格を持った経験豊富なコンサルタントが、相続、遺言信託、
事業承継、資産活用等について落ちついてゆっくりとご相談いただけるよう、ラグ
ジュアリー感あふれる個室をご用意してご来店をお待ちしております。

営業本部長
小林 義信

2018年3月、蕨支店、蕨東支店の若手社員が中心となって制作
した蕨市地域情報誌「ふらっとわらナビ」を発行しました。
同誌は、蕨市にお住いの方々に地元の魅力を再発見していた

だくとともに、市外の方にも観光に訪れて
いただくことを目的に、蕨市や蕨商工会議
所の皆さまの協力を得ながら、約1年を
かけてさまざまな場所を取材し、出来上がった
冊子です。3月27日（火）には、蕨市役所で
同誌贈呈式を催しました。

2018年5月14日（月）、「鳩ヶ谷支店」を新築移転オープンしました。
鳩ヶ谷は江戸時代からの街道「日光御成道」の宿場町として栄え、
現在も歴史ある建造物が多く残っており、新店舗は周辺の景観
に合わせた「和モダン」な外観としました。
新店舗は従来以上に安心、快適にご利用いただけるよう、相談
窓口を増設したほか、授乳室や多目的トイレを設置しております。
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専任のコンサルタントが常駐し、いつでも質の高い
ソリューションを提供します
高齢化の進展で増加している相続や事業承継、資産活用等に関
するご相談に、専門知識の豊かなコンサルタントがお客さま
お一人おひとりに合わせた質の高いソリューションを提供します。

年中無休※、平日は夜9時まで営業いたします
ＪＲ浦和駅西口に隣接するアトレ浦和West Area内に開設。平日
の日中にご来店が難しいお客さまにもゆっくりとご相談いただけ
るよう、事前予約制にて原則、年中無休※、平日は夜9時まで営業
いたします。
営業時間　平日11：00～21：00　土・日曜日、祝日11：00～19：00
TEL：048-886-8011
※年末年始、アトレ浦和の休業日は除きます。
※各種預金業務およびATMのお取扱いはございません。

さいたま市浦和区は、商業施設や行政機能が集積し、浦和駅付近では再開発が進むなど、埼玉県の中心部として発展
しています。私は支店長として、部下社員に「地域の情勢をよく把握し、お客さまをよく知ることが営業の原点である」と
伝えています。お客さまをよく知った上でのスピード感ある踏み込んだ提案こそがお客さまとの深い信頼関係に繋がり、
お客さまの真のニーズにお応えできると考えているからです。浦和中央支店が位置する場所に、当社の前身となる武州
銀行が設立されてから、今年で100周年を迎えます。地元埼玉に根差す地域金融機関として、長きに亘りご支援いただ
いたお客さまへの感謝を忘れずに、これからも地域の皆さまとともに埼玉の発展に貢献してまいります。

２０１７年１２月７日（木）、当社さいたま営業部にて、「診療・介護報酬
同時改定セミナー」を開催しました。当日は、6年に一度の同時改定の
方向性をテーマにセミナーを実施し、多くの医療・介護関係者にご好評
をいただきました。
当社本部には、ヘルスケアビジネス推進デスクを設置しており、医療・
介護事業者の皆さまが抱える経営課題解決のお手伝いをいたします。

埼玉中央地域　浦和中央支店　支店長

井古田 晃伸（いこた あきのぶ）

Biz  News

Biz  News

Area Voice

「鳩ヶ谷支店」新築移転オープン

蕨市地域情報誌
「ふらっとわらナビ」の発行

診療・介護報酬同時改定セミナーの開催
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私が紹介！

JR 浦和駅

東口
至大宮至赤羽

西口

atré
North Area

atré 
South Area

atré
West Area

４階にてお待ちしております

さいたま市浦和区高砂一丁目16番12号
アトレ浦和West Area 4階

所在地

UR AWA
P r e m i e r  S a l o n

Biz  News

私のモットー　「地域を知る、お客さまを知る」
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埼玉東地域
河川や葛西用水などの用水路が縦横に走る水と緑に恵まれた地域です。
スピード感あふれる行動を通じてお客さまとのリレーションを深めながら、
創造性に富んだ最良の金融サービスをご提供してまいります。

埼玉東地域
河川や葛西用水などの用水路が縦横に走る水と緑に恵まれた地域です。
スピード感あふれる行動を通じてお客さまとのリレーションを深めながら、
創造性に富んだ最良の金融サービスをご提供してまいります。

週末にゆっくり
ご相談

いただけます。

各種
住宅ローンの

ご相談

お借入
申込みの受付

駅
喜
久

西口 東口

通宕
愛

り P

久喜支店 ３F

タイムズ
久喜中央

P

SPS
久喜駐車場

TEL:0480-24-3051
平日　9：00～17：00
土曜 10：00～17：00  

営業時間

※日曜日・祝日、年末年始、ゴールデンウィーク
　は休業日とさせていただきます。

紙の契約書へのご署名やご捺印に代わり、電子署名が付
与可能な電子契約書ファイルをご利用いただくことに
より、ご自宅のパソコン等から住宅ローンのご契約ができ
るようになりました。

別途電子契約サービスご利用手数料として5,400円（消費税等
込み）を申し受けます。

ご契約のための来店が不要
契約書への記入も不要

契 約

印紙税が不要で
コスト削減に

O  K

電子契約サービスは
24 時間365日ご利用可能

セキュリティ面も
安心・安全

契約書への印紙貼付は
不要となります

契約

契約書

DATA
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第34回南越谷阿波踊り
本場徳島・東京高円寺と併せて日本三大阿波踊りと称され、越谷の夏の風物詩と
呼ばれる南越谷阿波踊りに埼玉りそな銀行単独の連（れん）として参加します。

営業本部長
内田 政美

埼玉りそな銀行単独の連（れん）として参加
南越谷阿波踊りは1985年に第1回を開催して
から、今年で34回目となる越谷市の一大イベント
です。
年々、祭りの規模は拡大の一途を辿り、近年では
約70万人の観客が訪れます。
当社は、地域貢献活動の一環として8月24日（金）～
26日（日）に開催される「第34回南越谷阿波踊り」
に当社単独の連として参加します。当社社員約50名
が、南越谷阿波踊り振興会の方々のご協力の下、
祭り当日に向けて毎週練習を実施しています。

「連（れん）」とは
阿波踊りでは一つの踊りのグループの事を「連（れん）」と
いいます。
連は同好会・企業・大学といった団体等を単位に結成され、
踊り子と鳴物（三味線・鉦・太鼓・横笛等）で構成されます。
連の規模は、数十名で構成されるものから100名を超える
大規模なものまで存在します。

春日部市は、江戸時代には日光街道の宿場町として栄えたことでも知られ、国の特別天然記念物に指定
されている藤棚「牛島の藤」や毎年５月に行われる日本最大級の大凧あげ祭りが有名です。私は、営業課
のチームリーダーとして、お客さまのさまざまなご要望にスムーズにお応えするため、日頃より上司や
後輩・パートナー社員と連携することを心掛けています。クイックナビでのスピーディーなお手続き、
ローカウンターでのゆったりしたご相談など、チーム一丸となってお客さまのさまざまなニーズに的確に
お応えし、質の高いサービスをご提供していきたいと考えています。これからも、お客さまに当社をご支持
いただけるように、チーム一丸となって親身な対応に努めてまいります。

2018年1月17日（水）、春日部支店の社員
3名により、卒業後に社会人として給与を受
け取るようになってから困らないようにとい
う学校の要請を受け、春日部特別支援学校
の生徒たちに向けて、お金について勉強する
「お金の学校」を開催しました。当日は、当社
社員がお小遣い帳の付け方の授業等、お金
に関する講義を実施しました。

埼玉東地域　春日部西口支店　営業課　

竹内 千秋（たけうち ちあき） 

私のモットー　「お客さまの目線に立った丁寧な対応、的確なご提案を」
Area Voice

久喜住宅ローンご相談プラザが
土曜営業を開始しました！

私が紹介！

インターネット経由で
住宅ローンのご契約が可能に！

埼玉県立春日部特別支援学校「お金の学校」の開催
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埼玉西地域
自然と商工業が調和する地域です。
当社の豊富な店舗網を活かし、地域のお客さまとのリレーションを
大切にしながら、新しい金融サービスをご提供してまいります。

埼玉西地域
自然と商工業が調和する地域です。
当社の豊富な店舗網を活かし、地域のお客さまとのリレーションを
大切にしながら、新しい金融サービスをご提供してまいります。

ところざわサクラタウン

「COOL JAPAN FOREST構想」
所沢市と株式会社KADOKAWAが共同プロジェクトとして取り組んでいる、文化と自然が共生した、誰もが「住んでみたい」

「訪れてみたい」地域づくりを進める構想です。
本構想では、拠点施設「ところざわサクラタウン（2020年春竣工予定）」を中心とした重点推進エリア「COOL JAPAN FOREST」
において、市が周辺環境を整備し、双方が協力して文化事業や企業誘致、統一的な空間演出等を行い、「みどり・文化・産業が調
和した地域づくり」を目指しています。当社は、魅力ある地域づくりを目指す本構想に賛同し、地域金融機関として積極的に
サポートしてまいります。

2018年5月26日（土）、飯能支店の有志社員21名は第16回
「飯能新緑ツーデーマーチ」に参加しました。同イベントは、
第1回大会から1万人以上の参加者数を誇る、全国トップ
クラスの規模で催されるツーデーマーチの大会です。当日は
ウォーキングを通じて、飯能の自然の豊かさを改めて感じる
ことができました。

東所沢の旧所沢浄化センター跡地に、書籍の製造・物流工場やミュージアム、ライブラリー、イベント
開催が可能なパビリオン、ホテル、レストラン、また株式会社KADOKAWAの新オフィス等を建設し、
クールジャパンの総本山とも言える、文化コンプレックスと街づくりの実現を目指しています。

営業本部長
山嵜 浩一
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ライブラリー内観予定図

KENGO KUMA ＆ ASSOCIATES
KAJIMA CORPORATION

KENGO KUMA ＆ ASSOCIATES
KAJIMA CORPORATION

2018年5月15日（火）、川越支店の前身となる第八十五国立銀行の
設立認可日（1878年5月15日）から140年と、現在の店舗が完成
（1918年3月31日）して100年を迎えたことを記念して、式典を開催
しました。
川越ゆかりの皆さまにご出席いただき、これまでの長きに亘る当社への
ご支援・ご協力に対する感謝とともに、盛大にお祝いしました。

川越支店創立140年・築100年記念
式典開催

旧黒須銀行跡地内の草刈・
清掃ボランティア活動の実施

第16回「飯能新緑ツーデーマーチ」

私が担当する川越エリアは、「美しい日本の歴史的風土100選」にも選定された小江戸川越と呼ばれる「蔵造りの街並み」
が有名です。高齢化の進展により事業承継や相続といった世代を超えたお客さまのお悩みは年々増加しています。
このようなお悩みに対し、私は、お客さまのご事情を踏まえ、しっかりと寄り添い、一緒に最適な解決策（ソリューション）を
考えていくことを心掛けています。お客さまのお悩みには一つとして同じものはありません。りそなのグループ機能を
活かしたオーダーメイドの提案により、プレミアコンサルタントとして、すべてのお客さまに安心して次世代への想いを
形にしていただけるよう、これからも精一杯努力してまいります。

埼玉西地域　本川越プレミアオフィス　担当マネージャー　（プライベートバンキング部プレミアコンサルタント）

可児 正志（かに まさし）

私のモットー　「ベストのタイミングに、ベストのソリューションを」
Area Voice

2017年11月5日（日）、入間支店および入間住宅ローンご相談プラザの社員21名は当社
の前身となる法人の一つである「旧黒須銀行」の跡地内で草刈り・清掃等のボランティア
活動を行いました。当日は、入間市の職員の皆さまとともに一丸となって活動したほか、
入間市長や教育長、埼玉県議会議員の皆さまに激励していただいたことで、地域とのつながり
を感じることができました。

私が紹介！

第八十五銀行本店全景（大正7年） 第八十五国立銀行承諾書写
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保険 家計の見直し 資産運用

教育資金 住宅ローン NISA

こんなご相談にお応えします

AREA 
PICK
UP JR 熊谷駅

秩父鉄道
上熊谷駅

裁判所裁判所

高城神社高城神社

八木橋
百貨店
八木橋
百貨店

熊谷市役所熊谷市役所

国道17号線
国道17号線

北大通り
北大通り

熊谷市役所
入口交差点

筑波交差点

埼玉県央・北地域埼玉県央・北地域
農商工業地域がバランスよく広がり、近年は地域開発も進展している地域です。
地域とお客さまの多様なニーズにきめ細かくお応えするために、
ご満足いただける金融サービスをスピーディーにご提供いたします。

農商工業地域がバランスよく広がり、近年は地域開発も進展している地域です。
地域とお客さまの多様なニーズにきめ細かくお応えするために、
ご満足いただける金融サービスをスピーディーにご提供いたします。

2018年7月9日（月）、熊谷支店の新築移転にあわせて、熊谷駅前
住宅ローンご相談プラザ出張所を熊谷支店内へ移転し、当社7店舗
目の年中無休のご相談窓口「セブンデイズプラザくまがや」として
リニューアルオープンしました。

土・日・祝日にはなにができるの？
個人のお客さまの資産運用、住宅資金、教育資金、保険、家計の
見直しのご相談、ご契約等を承ります。

当社グループは、コンビニ納付可能な税公金等の納付
書を、お手元のスマートフォンのカメラ機能で読み取り、
銀行口座から即時引き落としでお支払いいただけるサー
ビス「りそなPayB」を2018年2月より開始しています。
秩父、長瀞、深谷など県内７市４町※の他、一部の携帯電話
料金や大手通販会社へのお支払いでも取扱いが開始
され、スマホ決済機能のご利用が広まり始めています。

※2018年5月末時点でお支払可能な埼玉県内の地方公共団体
入間市、桶川市、白岡市、秩父市、飯能市、深谷市、三郷市、
伊奈町、川島町、長瀞町、宮代町
お支払可能な税目等、詳しくは当社HPをご覧ください。
http://www.saitamaresona.co.jp/kojin/kessai_
nozei/payb/index.html
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熊谷市は、来年9月のラグビーワールドカップ2019の試合会場にも決定しており、地域全体で盛り上がりを見せている
他、毎年7月に行われる「熊谷うちわ祭り」でも有名です。私は、渉外課の担当者として、主に群馬県太田市等、埼玉県経済
とも密接な関係を持つ隣接県の法人のお客さまへの提案活動を行っています。お客さまとのリレーションを高め、信頼
していただくために、さまざまな経営課題に対する解決策を積極的にご提案していくことを日ごろより心掛けています。
これからも幅広い経験を積極的に積んでいくことでご融資の相談だけではなく、人事管理や販路拡大等、多岐にわたる
経営課題のご相談に対して、りそなグループのネットワーク機能を活かしたソリューションを提供する等、お客さまの
頼れるパートナーを目指してまいります。

埼玉県央・北地域　熊谷支店　渉外課

國見 優太（くにみ ゆうた）

私のモットー　「お客さまの期待以上を目指して」
Area Voice
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「吹上支店」を新築移転オープン

長瀞町「フォトジェニックツアー」
2018年4月14日（土）、当社は長瀞町の観光名所をＰＲするため、PR写真の
撮影を同町の観光名所で行う「フォトジェニックツアー」を開催しました。
当日は、長瀞町役場の方々や当社社員ら約100名が参加し、町内の観光
スポットを撮影しました。2018年2月13日（火）、お客さまの利便性向上とゆっくり

とご相談いただける空間の提供に向け「吹上支店」を新築
移転オープンいたしました。
すべてのお客さまが快適にご利用いただけるよう、車いすで
の移動に配慮した相談窓口やセミナールーム、多目的トイレ
等を設置しています。

〒360-0042
埼玉県熊谷市本町1-96
営業時間：
平日 9:00～17:00 ／
土・日曜日、祝日 9:00
～17:00

「セブンデイズプラザくまがや」オープン！
熊谷支店の新築移転にあわせて、休日にゆっくりとご相談いただける店舗として平日
営業に加え、土・日・祝日の営業を開始しました。

営業本部長
広瀬 克之

スマートフォン決済アプリ
「りそなPayB」稼働開始し、

取扱い拡大中！

私が紹介！

PayB

◯◯◯

◯◯◯

◯◯◯

◯◯◯

◯◯◯

◯◯◯

◯◯◯

※土・日・祝日は現金お取扱い等の窓口業務は行っておりませんので、
　ご了承ください。

※年末年始、ゴールデンウィークは除きます。

年 中 無 休 の ご 相 談 窓 口

セブンデイズプラザ く ま が や

埼玉りそな銀行
熊谷支店3階

JR熊谷駅北口徒歩12分
本町バス停前

2017
201811月 November 12月 December 2月 February

3月 March
4月 April

5月 May 6月 June

1月 January

8月 August
7月 July
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ご預金・ご融資は順調に拡大し、
圧倒的な県内シェアを確保！

県内トップの地域金融機関として、
安定的な収益力と十分な健全性を維持！

情報
ディスク
ローズ

13兆3,321億円

金融資産のお預かり状況 貸出金の状況 収益について 健全性について

開業当初より約7割増加

そのうち個人のお客さまは74.1％

13兆2,596億円

そのうち個人や中小企業のお客さまは86.4％

安定した収益を維持

2018年3月末のご預金残高は？

43.4％

そのうち県内シェアは？

11兆3,473億円

2018年3月末の個人お預かり金融資産残高は？ 2018年3月末の住宅ローン残高は？

他金融機関（国内銀行 銀行勘定ベース）

埼玉
りそな銀行

県内預金シェア

7兆2,102億円

2018年3月末のご融資残高は？

401億円そのうち県内シェアは？

2017年度の当期純利益は？

安定した収益を維持1,171億円

2017年度の業務粗利益は？

低位安定1％台
2018年3月末の不良債権比率の状況は？

十分な水準を維持11.37％

2018年3月末の自己資本比率は？

4兆1,977億円

他金融機関

埼玉
りそな銀行

＊

＊譲渡性預金含む

開業当初より約8割増加

（埼玉県全体のご預金残高総額30兆5,119億円）
7兆730億円

44.5％
（国内銀行 銀行勘定ベース）

県内貸出金シェア

（埼玉県全体の貸出金残高総額15兆8,882億円）

会社概要

http://www.resona-gr.co.jp/holdings/investors/ir/index.html りそなグループ 財務情報･IRライブラリー 検 索

詳しくは、りそなグループホームページの「財務情報・IRライブラリー」をご覧ください。

□設　　　立：2002年8月（2003年3月営業開始） 
□本店所在地：埼玉県さいたま市浦和区常盤七丁目4番1号
□代　表　者：社長　池田一義
□資　本　金：700億円
□株主（持株比率）：（株）りそなホールディングス（100％）
□従　業　員　数：3,193人（嘱託・臨時雇用を除く）
□格　　付（長期）：Moody's（A2）・R&I（A+）・JCR（A+）
※計数は2018年3月末時点および2018年3月期

（全国展開）銀行業務、信託業務

（埼玉を中心とした）銀行業務

中間持株会社

持株会社

りそなグループの構成図

（株）関西みらい
フィナンシャルグループ

（株）関西アーバン銀行

（株）近畿大阪銀行

（株）みなと銀行

（株）りそな銀行

（株）りそな
ホールディングス

（株）埼玉りそな銀行

（2018年4月1日現在）


