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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。

13兆5,785億円

ご預金の状況

そのうち個人のお客さまは74.1％

13兆4,546億円

2018年9月末の
ご預金残高は？

県内シェアは？ 43.6％
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

他金融機関

埼玉
りそな銀行

＊

＊譲渡性預金含む

（埼玉県全体のご預金残高総額30兆8,386億円）

（個人預金残高10兆722億円） （個人や中小企業のお客さま向けご融資残高6兆2,553億円）

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！
個人のお客さまからのご預金残高は10兆円を突破！

7兆2,579億円

ご融資の状況

そのうち個人や中小企業のお客さまは86.1％

7兆1,168億円

2018年9月末の
ご融資残高は？

県内シェアは？ 44.5％
（国内銀行 銀行勘定ベース）

県内貸出金シェア

（埼玉県全体のご融資残高総額15兆9,680億円）

PICK UP 1

PICK UP 2
越谷レイクタウン出張所が
オープン

川口栄町3丁目銀座地区
第一種市街地再開発事業の始動

PICK UP 3

PICK UP 4
熊谷市でラグビーワールドカップTM

開催！

「埼玉りそなCSR私募債～理研
SDGs応援ファンド～」の取扱い開始

特集
持続可能な
社会づくりへの貢献！

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

T O D A Y

地元埼玉と埼玉りそなの知っトク情報！

2 0 1 8 年 9 月 期

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

T O D A Y

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/seq180016/index.html
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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

CONTENTS

「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】
埼玉県児玉郡神川町
「城峯公園内の冬桜」

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。

　2018年度上半期の埼玉県経済については、雇用情勢の改善などを背景
に個人消費は持ち直しているとともに、企業の設備投資も増加基調に
あるなど、総じて緩やかな景気回復が続いています。今後、通商問題の
動向や金融資本市場の変動など海外経済の不確実性が与える影響に
留意する必要はありますが、各種政策の効果により、緩やかな回復が続く
ことが期待されます。また、現在、SDGsで掲げられた気候変動問題のような
グローバルな課題をはじめ、国内の少子高齢化に起因する労働力不足や
中小企業経営者の後継問題など、さまざまな社会的課題が生じており、
国だけでなく、民間企業も継続して社会課題解決に取り組むことが求め
られています。

　このような環境下、当社を含むりそなグループは、本業を通じた社会的
課題の解決に取り組んでおります。当社としては社会的課題をビジネス
チャンスとして捉え、地元埼玉のお客さまとともに解決していくことで、
持続的な成長につなげていきたいと考えております。

　具体的には、永く住み続けられるまちづくりに貢献するとともに、
お客さまの利便性向上を図ることを目的に、多様な店舗展開や金融
サービスを提供しております。専任のコンサルタントが常駐する相続・信託・
事業承継等の相談特化型の店舗の「プレミアサロンうらわ」や、地域社会
や地元の多様な情報を仲介し、ビジネスの成長をサポートする拠点、

「ビジネスプラザさいたま」を設置することで、中小企業経営者後継問題

などの課題解決に向けて取り組んでおります。また、お客さまとの接点を拡大し、
一人ひとりに寄り添ったサービスを提供することを目指し、「スポーツ、健康、
環境・エネルギー」をコンセプトに大規模なまちづくり事業が進められている浦和
美園地区に「浦和美園出張所」を、大型ショッピングモールなどの生活空間と自然
を融合したまちづくりが進む越谷レイクタウン地区に新たに「越谷レイクタウン
出張所」を開設いたしました。

　金融サービスでは、「キャッシュレス化」の促進を通じた社会的コストの削減と
お取引先の生産性向上を図るため、「りそなキャッシュレス・プラットフォーム」の
機能提供を開始しました。法人のお客さまに、国内で利用される主要な決済ツール
に1台で対応可能な端末をご提供いたします。また、地域のお客さまとともに次
世代を担う子どもや青少年を育成することを目的に、「埼玉りそな寄贈品付CSR
私募債」を取り扱っております。お客さまが私募債の発行を通じて、地域の次世
代育成に貢献できる商品として、ご支持いただいております。

　当社は社会的課題の解決や環境変化への対応、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皆さまにご提供
することで、より一層地域やお客さまとのリレーションを深め、地元埼玉の発展に
貢献してまいります。そして、今後も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。引き続きより一層のご支援、ご愛顧を賜りますよう
お願い申し上げます。

2018年12月

城峯公園内の冬桜は、晩秋から初
冬にかけて開花し、別名十月桜とも
呼ばれている珍しい桜です。薄紅色
の小さな八重の花を咲かせ、周囲
の紅葉した樹木と共に美しい光景
を見せてくれます。
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「 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 N o . 1 へ

社長　池田 一義

越谷レイクタウン出張所は、当社発足後、埼玉県内において2店舗目の
新規出店となります。幅広い世代の人口拡大が進む越谷レイクタウン地区
で、個人のお客さまを対象にさまざまなサービスを提供してまいります。

越谷レイクタウン出張所がオープン



SAITAMA RESONA BANK TOPICS 特集　持 続 可 能 な   社 会 づ くり へ の 貢 献

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のターゲットが定められています。

りそなグループは、2030年のSDGs達成に向け、金融サービスを通じて、活力あふれる地域社会の実現に貢献していきます。
そのためのコミットメント（約束）として「Resona Sustainability Challenge 2030」を策定しました。私たちは、グループ一丸と
なって、このコミットメントの実現に取り組むことによって、環境・社会課題解決と持続的成長の両立を目指します。

SDGsとは？

Resona Sustainability Challenge 2030 ～2030年SDGs達成に向けたコミットメント～

テーマ コミットメント

従来のCSR活動を深化させ、

SDGsを新機軸とした全社的な推進体制を構築することで、

今後も持続可能な社会づくりに貢献し、

企業価値向上を図ります。

地球温暖化・気候変動への対応

環境

再生可能エネルギーの利用促進、温室効果ガス排出量の削減など、社会全体の
環境負荷低減に積極的に取り組み、低炭素・循環型社会の実現を目指します。

金融コンサルティング、金融経済教育などの金融リテラシー向上の取り組みを
通じて、将来に向けた資産の形成、承継をサポートし、生涯にわたる生活の質の
向上に貢献します。

少子高齢化に起因する将来不安の
解消

少子高齢化

ダイバーシティ&インクルージョン

人権

人権や多様性を尊重し、誰もが仕事も生活も充実させ自分らしく活躍できる
社会づくりに貢献します。

環境・社会課題をテーマとした建設的な対話などにより、お客さまとともに
持続可能な社会の実現を目指します。

企業のスタートアップ支援や成長支援、社会インフラの効率運営のサポート
などを通じて、地域経済の活性化、暮らしやすい街づくりに貢献します。

誰もがいつでもどこでも簡単に利用できる、先進的な金融サービスの提供を
通じて、社会や暮らしの利便性向上に貢献します。

地域経済の活性化

地域

43

https://www.resona-gr.co.jp/holdings/csr/about/sustainability_challenge.html 



埼玉県央・北地域

埼玉東地域

埼玉西地域
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NEW

埼玉中央地域

NETWORK 埼 玉 の 皆さまに寄り添 い 、地 域 の 課 題 解 決 　 に貢 献したい！
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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/

住宅ローンご相談プラザ 
近接・併設店18拠点

新幹線

特定店

中央地域 支店
東地域 支店
西地域 支店
県央・北地域 支店

プレミアサロン
ビジネスオフィス

主な高速道路

JR
その他の鉄道

（2018年11月末現在）

凡例

2018年4月より、地域経済圏などに

基づき、新たな「4地域」に営業エリ

アを再編し、お客さまの課題解決に

取り組んでまいりました。今後はより

一層各地域の情報共有を徹底し、

地元埼玉でさらなるシナジー効果

が生まれるよう、「地域営業統括」

としてお客さまのニーズにお応え

してまいります。

地域営業統括　藤田 正幸

埼玉りそな銀行の「地域運営」は、4地域本部のもと、132拠点（2018年9月末時点）
ある店舗網を活用し、さまざまなソリューションをご提供してまいります。

●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

国内ネットワーク

◆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　

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

●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 （2018年11月時点）

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

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：3,256人（嘱託・臨時雇用を除く）

※2019年4月を目途に合併

（全国展開）銀行業務、信託業務
100%

100%

51%

（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9月末時点）

※

※

さいたま市内の店舗
りそなグループ【有人店舗数】 合計：837

有人店舗数
埼玉りそな銀行

うち
埼玉県内

（2018年9月末時点）

  北海道・
東北

3
  北関東・

甲信越

8
  中部・

東海

8
関西圏

521
  中国・

四国

1
九州

5

首都圏

295 132店
127店



AREA PICK UP 埼玉中央地域

営業本部長 小林 義信

8

南浦和支店のあるさいたま市南区は、JR京浜東北線・武蔵野線

の乗換駅である南浦和駅があり、都心へのアクセスも良好なこと

から、マンションなどが林立する地域です。私は同駅を中心に、

さいたま市のお客さまを担当しています。

お客さまと接する際にはじっくりとお話を聴き、何気ない会話

からお客さまも気付いていないニーズを汲み取るよう心がけて

います。

今後、真にお客さまのお役に立てるパートナーとなれるように

幅広い分野で経験を積み、精進してまいります。

埼玉中央地域　南浦和支店　渉外課

戸叶 侑里（とかの ゆり）

7

交通網が充実しており、
駅周辺の開発が活発に行われている地域です。
地域経済のますますの発展と、皆さま一人ひとりの想いを
つなぐことで新たな夢の実現のお手伝いができるような
金融サービスをご提供してまいります。

地域社会や地元の中小企業が抱えるさまざまな課題の
解決に向けて多様な情報を仲介し、ビジネスの成長を
サポートする拠点として2018年4月10日（火）に「ビジネス
プラザさいたま」を開設いたしました。行政機関、大学・
研究機関等との連携強化により人材・知見を集結し、各種
情報交換会・セミナーの開催や技術コーディネーターによる
相談などを通じて、中小企業の「販路拡大」や「技術開発力
の向上」をお手伝いさせていただきます。また、りそな
グループの店舗網や東南アジアなどに展開する海外拠点、
関連会社を含めたネットワークを活用し、ビジネスマッチング、
不動産ソリューション、人材ソリューションなどのサービス
を提供してまいります。

2018年11月6日（火）、浦和中央支店やさいたま営業部
の前身となる武州銀行の設立（1918年11月6日）から100年
を迎えたことを記念して、式典を開催いたしました。
旧浦和町（現さいたま市）ゆかりの皆さまにご出席いた
だき、これまでの長きにわたる当社へのご支援・ご協力
に対する感謝とともに、お祝いいたしました。

川口栄町3丁目銀座地区
第一種市街地再開発事業の始動

ビジネスプラザさいたまの開設武州銀行100周年記念式典開催
Area Voice

私のモットー　謹厳実直

知っトク
情報！

浦和地域の6店舗で働く有志社員37名は、「小さな親切」
運動埼玉県本部とさいたま商工会議所と共催で、浦和
地域クリーンウォークを開催しました。
お互いを支えあう活動を広めることや地域への恩返し
を目的として、さいたま市南区の別所沼公園から同市
浦和区の北浦和公園までの路上を3団体で協力して清掃
しました。

浦和地域クリーンウォークの開催

営業時間　平日9：00～17：00（土日祝日休業）
TEL：048-851-3232
所在地：さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16

マルキユービル　さいたま新都心支店3階
武州銀行本店

＊本イメージは計画中のため今後変更の可能性があります。

2013年6月より市街地再開発準備組合を設立し、地権者や地域の方 と々調
整が進められてきた「川口栄町3丁目銀座地区第一種市街地再開発事業」
が2018年3月に埼玉県から認可されました。2023年3月の竣工に向けた動
きが進んでおり、低層部分を主体に商業・業務施設が配置されるとともに、
中・高層部分に約475戸の住宅建設を目指した施設となる予定です。今
後、当社も同事業の進展を積極的にサポートしてまいります。

川口駅前
郵便局

銀座通り
商店街そごう

川口店

川口駅
東口

西口

本地区栄町

＊各取組みには該当する主なSDGsアイコンを掲載しております。
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河川や葛西用水などの用水路が街にとけこみ、
人と自然が調和する地域です。お客さまのニーズに
応じたご提案を通じて、お客さまの想い描いた未来を
形にするため、お役に立てるようなソリューションを
ご提供してまいります。

2018年に、当社の栗橋支店・菖蒲支店・騎西支店は設立
から120周年を迎えました。それぞれの支店は、当社の前
身となった栗橋銀行・菖蒲銀行・騎西銀行の本店となって
いました。長きに亘り、支えていただいた地域の皆さまに
感謝を申し上げるとともに、今後も地域の皆さまのお役
に立てるようにさまざまなサービスをご提供してまいり
ます。

越谷レイクタウン出張所がオープン

2018年5月27日（日）、三郷支店の有志社員25名は、三郷
市内の江戸川河川敷で催された第38回江戸川クリーン
大作戦に参加しました。本イベントは、河川を常に美しく
保ち、正しく安全に利用する河川美化運動の一環として
催されたもので、参加した江戸川沿川の住民や各種団体
といった地域の皆さまとともに、同社員も清掃活動に取り
組みました。

第38回江戸川クリーン大作戦
への参加

2018年10月23日(火)、お客さまとの接点を拡大し、一人ひとりに寄り添った
サービスを提供するため、越谷レイクタウン出張所を開設いたしました。
1Fロビーにはタブレット端末を使いながらお客さまが気軽にご相談いただ
ける、カフェをイメージしたオープンスペースを設けたほか、セミナールーム
や授乳室・多目的トイレを備えるなど、地域の皆さまに親しみを感じていた
だける空間となっております。

営業本部長 内田 政美

知っトク
情報！

栗橋支店

菖蒲支店

騎西支店※

越谷支店越谷レイクタウン出張所
〒343-0828
埼玉県越谷市レイクタウン八丁目7番1号
営業時間：平日9：00～12：00および13：00～17：00

（12：00～13：00は窓口業務を休業いたします）

レイクタウン
見田方遺跡公園

越谷レイクタウン駅

イオン
レイク
タウン
kaze

越谷レイクタウン
住宅展示場

北口

南口

店舗所在地

武蔵野線

草加支店の営業エリアである草加市は、江戸時代、日光街道に

おける宿場町として栄え、松尾芭蕉がおくのほそ道の旅で歩み

をのこしたことから、「草加松原」が国指定の名勝となるなど、都心

近郊地域でありながら、歴史風情の残る街です。私は、主に草加市

を中心に法人のお客さまを訪問し、ご融資や事業承継、営業斡

旋など当社のもつ各種機能の提案を行っています。

お客さまと接する際には、スピードを意識し、どんな内容でも

誠意をもって対応することで、担当として信頼を得ることが重要

であると考えています。

今後は、より一層お客さまの課題解決に真摯に取り組み、お役に

立てるよう汗をかいてまいります。

埼玉東地域　草加支店　渉外課担当マネージャー 

永野 達也（ながの たつや） 

Area Voice
私のモットー　お客さまのために汗をかく

流通業（小売・飲食店）やサービス業の法人のお客
さま、およびその利用者である個人のお客さまを対象
とした"決済"をトータルにサポートするサービスの
機能提供を開始いたしました※。

「りそなキャッシュレス・
プラットフォーム」の機能提供開始！ 

栗橋・菖蒲・騎西支店
120周年記念

国内で利用されている主要な決済手段
に1台で対応可能な決済端末を導入費
用無償で提供いたします。

大手銀行として初めて、流通・サービス業向け「加盟店
サービス」の直接提供を開始

【法人のお客さま向け】

会員カードやポイントカード機能と各種決
済機能を兼ね備えた「提携ウォレットアプリ」
を、新たな決済インフラとして、流通・サービ
ス業のお客さまに導入費用無償で提供いた
します。各店舗を利用する個人のお客さまは
便利でお得にお買い物していただけます。

国内で初めて、「提携ウォレットサービス」（スマホアプリ）
を導入費用無償で提供

【法人のお客さま、その利用者である個人のお客さま向け】

＊各取組みには該当する主なSDGsアイコンを掲載しております。

詳しくはこちら

詳しくはこちら

※弊社所定の審査がございます。

※埼玉県立文書館収蔵 埼玉銀行文書
　3529（ニ）49 「忍商業銀行 騎西支店」
　（無断複製を禁ずる）



AREA PICK UP 埼玉西地域

2018年7月、国立研究開発法人理化学研究所と「業務連携に関する覚書」
を締結し、同覚書に基づく取組みの第一弾として、「埼玉りそなCSR私募債～
理研SDGs応援ファンド～」の取扱いを開始しました。

営業本部長 山嵜 浩一

1211

自然豊かで商工業が盛んな地域です。

お客さまのライフステージのあらゆる場面で

お役に立てるお手伝いができるよう、

お客さまのニーズに応じたさまざまな

金融サービスをご提供してまいります。

2018年8月25日（土）、川越エリアの社員は本川越支店で「りそなキッズマネー
アカデミー2018」を開催しました。参加した児童は、お金にまつわるクイズや
ゲームに挑戦し、盛り上がりました。毎年開催している本イベントは、今年度県
内各地で合計63回催され、約1,300人の児童が参加しました。

「埼玉りそなCSR私募債～理研SDGs
応援ファンド～」の取扱い開始

りそなキッズマネーアカデミー2018の開催

いつでも役立つ暮らしのコンサルティング拠点
セブンデイズプラザほんかわごえ

「セブンデイズプラザほんかわごえ」では年中無休※で
ご相談窓口業務を行っております。施設内の本川越セミ
ナールームでは、2018年4月に開設した「ビジネスプラザ
さいたま」の中継配信会場としての機能を拡充したことで、
行政機関、大学・研究機関などと連携して開催される
セミナーに同 ル ームでご 参 加いただけるようになり
ました。
※年末年始、ゴールデンウィークは除きます。

〒350-0043
埼玉県川越市新富町1-20-2　西武新宿線　本川越駅前 
営業時間：平日9：00-17：00　休日9：00-17：00

セブンデイズプラザ機能拡充

川越南支店がある川越市は、小江戸川越と呼ばれる「蔵造り

の町並み」が有名な街で、「美しい日本の歴史的風土100選」に

も選定された地域です。

私は、営業課のチームリーダーとして、川越南支店にご来店いた

だいたお客さまが何を求めているのか、どのようなサービスの

ご提供がお客さまのお役に立てるのかを意識してお伺いするよう

にしています。

お客さまの支店にお越しいただいた時間を少しでも価値のある

ものとし、お手続きを終えたお客さまに笑顔でお帰りいただける

よう、チーム一丸となってお客さま目線の応対に努めてまいります。

埼玉西地域　川越南支店　営業課　

鎌田 光帆（かまた みつほ）

2018年6月、当社はトラべレックスジャパン株式会社と
連携し、川越南支店での外貨両替サービスを拡充いたし
ました。今回の拡充により、取扱い通貨の種類が大幅に増
えるとともに、既に導入している外貨宅配サービス※と併せ
てご利用いただくことでお客さまの利便性が向上します。

※ご自宅などお客さまのご希望の場所に外貨を宅配する
　トラベレックスとの業務提携サービス

その他取扱い店舗については、
ＨＰをご参照ください。

川越南支店での
外貨両替サービスの拡充

Area Voice
私のモットー　お客さまに誠実に向き合うこと

知っトク
情報！

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

年 中 無 休 の ご 相 談 窓 口

セブンデイズプラザ ほ ん か わ ご え

西武本川越
ペペ

西武本川越
ペペ

川越
プリンスホテル

川越
プリンスホテル

西
武
新
宿
線

本
川
越
駅

埼玉りそな銀行
本川越支店 2階

SDGsの達成に向けた取組みを後押し
この商品は、お客さまが発行する私募債の発行額の0.2％
に相当する金額を、当社から理化学研究所に寄付するも
のです。お客さまは私募債の発行により、理化学研究所の
研究活動、および研究成果の社会還元に向けた取組みへ
の支援を通じて、SDGsの達成に貢献することができます。

＊各取組みには該当する主なSDGsアイコンを掲載しております。
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農業・商業・工業それぞれが
バランスよく広がっている地域です。
地域とお客さまのさまざまな課題の解決に
貢献できるよう、スピーディーかつ最適な
ソリューションをご提供いたします。

熊谷市でラグビーワールドカップ2019™
開催！

小鹿野町と包括連携協定を締結

ラグビーワールドカップ™※は、4年に1度開催され、夏季オリンピック、サッカー
ワールドカップに次ぐ世界三大スポーツイベントの1つと言われています。
海外からの観客は数十万人、TV放映は200以上の国と地域で約40億人が視聴
すると言われており、埼玉県の魅力を世界に向けて発信する絶好の機会です。
※ラグビーワールドカップ2019™の試合日程は裏表紙の埼玉県のお知らせをご参照
　ください。

営業本部長 広瀬 克之

知っトク
情報！

本庄支店は、本庄市を中心とする埼玉県北部から群馬県南部

までの広範囲なエリアで営業活動を行っています。

私は日々の活動の中で、部下社員に対し物事をよく考えて行動

するように指導しています。目先の利益や自分の思惑だけで

動いたり、上司に言われるがままに動いたりするのではなく、物事

を多面的に考えることで、課題の本質を捉え、適切な判断と行動

ができるようになってほしいからです。

特に、若手社員たちにとって、誰かの役に立ちたいという気持ち

は、行動を起こす強いモチベーションになります。

社員一人ひとりが、お客さまや地域のためにベストを尽くすこと

で、個人の成長を促し、地元経済の発展に貢献してまいります。

埼玉県央・北地域　本庄支店　支店長

若林 圭（わかばやし けい）

2018年8月27日（月）、小鹿野町役場において当社は
小鹿野町（森町長）との間で、町民サービスの向上と
地域活性化で協力する包括連携協定を締結しました。
今後協定に基づき、りそなグループの各種機能提供を
通して、小鹿野町の発展に努めてまいります。

Area Voice
私のモットー　ベストを尽くすこと

熊谷市内店舗での情宣活動の実施
熊谷市内の4店舗では、熊谷地域でラグビーに対する関心を高めるため、
毎週金曜日にラガーシャツを着用し、店内でお客さまをお迎えしております。

熊谷支店の様子

7月20日（金）～21日（土）にかけて熊谷支店の
有志社員36名は、熊谷市で毎年開催される
「八坂神社大祭うちわ祭り」に参加し、地域の
皆さまとともに山車を引きながら、熊谷の街
を歩きました。併せて、地域の皆さまが山車
の姿をじっくりご覧いただけるように、新しく
移転オープンした熊谷支店の4階を開放
しました。今後もこうした伝統行事に参加・
協力し、魅力あふれる街づくりに貢献できる
よう取り組んでまいります。

企業活動でもキャッシュレス！
「りそなビジネスデビットカード」

「八坂神社大祭
うちわ祭り」への参加

2018年4月にサービス提供を開始した法人および個人事業主のお客さま
向けの「りそなビジネスデビットカード」の取扱いが拡大しています。

りそなグループアプリ
グッドデザイン賞受賞

りそなグループアプリが、2018年度グッドデザイン賞（主催：公益財団法人
日本デザイン振興会）を受賞いたしました。

経費や仕入れ資金のお支払いを即時決済！
キャッシュレスと即時決済機能で精算事務や経理業務の効率化が実
現します。また、ご利用額に対して、0.6%のキャッシュバックもあります。

＊各取組みには該当する主なSDGsアイコンを掲載しております。

メリット1

幅広いビジネスシーンでご利用可能
Visaの非接触決済機能（Visaタッチ決済）を搭載し、世界200以上の国と
地域のVisaが使える店舗でご利用いただけます。

メリット2

カードごとに使い分けができる！
カードごとにご利用明細の照会やご利用限度額の変更など各種
設定が可能です。

メリット3

詳しくはこちら

詳しくは
こちら

熊谷支店の様子


