
埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度

企業名

株式会社埼玉りそな銀行

施設名 区分 住所

県庁支店 屋内禁煙(テナント等) さいたま市浦和区高砂3-15-1
浦和中央支店 屋内禁煙 さいたま市浦和区高砂2-9-15
浦和東口支店 屋内禁煙 さいたま市浦和区東高砂町2-5
北浦和支店 屋内禁煙 さいたま市浦和区北浦和1-1-5
南越谷支店 屋内禁煙 越谷市南越谷1-17-2
日高支店 屋内禁煙 日高市大字高萩639-11
伊奈支店 屋内禁煙 北足立郡伊奈町本町1-110
川口南平支店 屋内禁煙 川口市領家1-11-6
与野支店 屋内禁煙 さいたま市中央区大字下落合1039-3
土呂出張所
（母店：大宮支店）

屋内禁煙 さいたま市北区土呂町1-19-5

せんげん台支店 屋内禁煙 越谷市千間台西1-5-17
大井支店 屋内禁煙 ふじみ野市上福岡5-3-19
新河岸出張所
（母店：川越支店）

屋内禁煙 川越市大字砂917-1

南浦和支店 屋内禁煙 さいたま市南区南浦和2-36-15
北浦和西口支店 屋内禁煙 さいたま市浦和区北浦和4-5-5
武蔵浦和支店 屋内禁煙 さいたま市南区沼影1-10-1

嵐山出張所
（母店：東松山支店）

屋内禁煙 比企郡嵐山町大字菅谷134

川口支店 屋内禁煙(テナント等) 川口市栄町3-7-1
鳩ヶ谷支店 屋内禁煙 川口市鳩ヶ谷本町1-15-19

 松伏出張所
（母店：越谷支店）

屋内禁煙 越谷市越ケ谷2-2-40

蕨支店 屋内禁煙 蕨市中央3-18-3
戸田支店 屋内禁煙 戸田市本町1-4-1
西川口支店 屋内禁煙 川口市並木2-5-1
蕨東支店 屋内禁煙 蕨市塚越1-1-17
東大宮支店 屋内禁煙 さいたま市見沼区東大宮4-16-2
大宮支店 屋内禁煙 さいたま市大宮区大門町3-72
大宮西支店 屋内禁煙 さいたま市大宮区桜木町2-315
上尾支店 屋内禁煙(テナント等) 上尾市宮本町1-1
桶川支店 屋内禁煙 桶川市東1-1-18

桶川西口出張所
（母店：桶川支店）

屋内禁煙 桶川市若宮1-4-56

北本支店 屋内禁煙 北本市北本1-36
鴻巣支店 屋内禁煙 鴻巣市本町4-2-3
岩槻支店 屋内禁煙 さいたま市岩槻区本町3-11-16
蓮田支店 屋内禁煙 蓮田市本町4-1
白岡支店 屋内禁煙 白岡市小久喜1112-1
川越支店 屋内禁煙 川越市幸町4-1
川越南支店 屋内禁煙 川越市脇田本町16-14
本川越支店 屋内禁煙 川越市新富町1-20-2
上福岡支店 屋内禁煙 ふじみ野市上福岡5-3-19
志木支店 屋内禁煙 志木市本町5-17-3
朝霞支店 屋内禁煙 朝霞市本町1-9-3
坂戸支店 屋内禁煙 坂戸市日の出町1-26

浦和美園出張所
（母店：浦和中央支店）

屋内禁煙 さいたま市緑区美園4-13-13

越谷レイクタウン出張所
（母店：越谷支店）

屋内禁煙 越谷市ﾚｲｸﾀｳﾝ8-7-1

東松山支店 屋内禁煙 東松山市箭弓町3-4-3
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小川支店 屋内禁煙 比企郡小川町大字大塚1173-6

狭山支店 屋内禁煙(テナント等)
狭山市入間川1-3-2（スカイテラス商業施設棟１
階）

所沢支店 屋内禁煙(テナント等) 所沢市御幸町1-16
新所沢支店 屋内禁煙 所沢市緑町1-4-11
鶴瀬支店 屋内禁煙 富士見市大字鶴馬2597-2
和光支店 屋内禁煙 和光市本町2-1
日進支店 屋内禁煙 さいたま市北区日進町2-854-1
霞ヶ関支店 屋内禁煙 川越市霞ヶ関北2-1-4
新座支店 屋内禁煙 新座市東北2-36-27
宮原支店 屋内禁煙 さいたま市北区宮原町2-17-2
上尾西口支店 屋内禁煙 上尾市谷津2-1-50-4
飯能支店 屋内禁煙 飯能市柳町22-10
入間支店 屋内禁煙 入間市向陽台1-160-12
鶴ヶ島支店 屋内禁煙 鶴ヶ島市大字上広谷18-10
さいたま営業部 屋内禁煙 さいたま市浦和区常盤7-4-1

アトレ浦和出張所（母
店：さいたま営業部）
＜プレミアサロン＞

屋内禁煙(テナント等) さいたま市浦和区高砂1-16-12

新狭山支店 屋内禁煙 狭山市新狭山3-11-1
松原支店 屋内禁煙 草加市松原1-1-6
春日部支店 屋内禁煙 春日部市粕壁2-8-8
草加支店 屋内禁煙 草加市高砂2-21-11
越谷支店 屋内禁煙 越谷市越ケ谷2-2-40
吉川支店 屋内禁煙 吉川市保1-2-15
杉戸支店 屋内禁煙 北葛飾郡杉戸町杉戸2-12-26
幸手支店 屋内禁煙 幸手市中3-3-4
久喜支店 屋内禁煙 久喜市久喜中央2-10-25
栗橋支店 屋内禁煙 久喜市栗橋東2-2-1
菖蒲支店 屋内禁煙 久喜市菖蒲町菖蒲179-1
武里支店 屋内禁煙 春日部市大枝89
行田支店 屋内禁煙 行田市行田5-16
羽生支店 屋内禁煙 羽生市中央3-2-17
加須支店 屋内禁煙 加須市中央1-12-34
騎西支店 屋内禁煙 加須市騎西1254-1
吹上支店 屋内禁煙 鴻巣市吹上本町1-4-2
東岩槻支店 屋内禁煙 さいたま市岩槻区東岩槻1-6-1
三郷支店 屋内禁煙 三郷市三郷1-4-4

みさと団地出張所
（母店：三郷支店）

屋内禁煙 三郷市彦成3-7-15

春日部西口支店 屋内禁煙 春日部市中央1-51-1
熊谷支店 屋内禁煙 熊谷市本町1-96
熊谷駅前支店 屋内禁煙 熊谷市本町1-96
妻沼支店 屋内禁煙 熊谷市妻沼1451
寄居支店 屋内禁煙 大里郡寄居町大字寄居989-1
児玉支店 屋内禁煙 本庄市児玉町児玉16-4
深谷支店 屋内禁煙 深谷市西島町2-19-6
岡部支店 屋内禁煙 深谷市岡2627-1
本庄支店 屋内禁煙 本庄市中央1-6-25
武蔵藤沢支店 屋内禁煙 入間市大字下藤沢332-10
秩父支店 屋内禁煙 秩父市本町4-6
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皆野支店 屋内禁煙 秩父郡皆野町大字皆野1407
小鹿野支店 屋内禁煙 秩父郡小鹿野町小鹿野360-1
越生毛呂山支店 屋内禁煙 入間郡毛呂山町中央2-26-1
八潮支店 屋内禁煙 八潮市大字鶴ヶ曽根1377-2
北越谷支店 屋内禁煙 越谷市大沢3-8-5
所沢東口支店 屋内禁煙 所沢市くすのき台1-10-8
東浦和支店 屋内禁煙 さいたま市緑区東浦和5-10-6
ふじみ野支店 屋内禁煙 富士見市ふじみ野西1-2-1
さいたま新都心支店 屋内禁煙(テナント等) さいたま市大宮区吉敷町4-262-16
東川口支店 屋内禁煙 川口市東川口3-1-1
指扇支店 屋内禁煙 さいたま市西区プラザ43-1
庄和支店 屋内禁煙 春日部市米島1198-3
宮代支店 屋内禁煙 南埼玉郡宮代町中央3-8-18
みずほ台支店 屋内禁煙 富士見市東みずほ台1-1-5
七里支店 屋内禁煙 さいたま市見沼区大字風渡野610-4
鷲宮支店 屋内禁煙 久喜市鷲宮（わしのみや）中央2-1-27
籠原支店 屋内禁煙 熊谷市新堀779-1
小手指支店 屋内禁煙 所沢市小手指町3-17


