
2014年 12月 15日

各 位

株式会社 埼玉りそな銀行

「埼玉りそな円安対策支援融資」の取扱い開始と「円安対策支援窓口」の設置について

りそなグループの埼玉りそな銀行（社長 池田 一義）は、近時の急激な円安への対応を検討されてい

る中小企業のお取引先への支援策として、本日より、「埼玉りそな円安対策支援融資」の取扱いを開始し、

併せて「円安対策支援窓口」を設置いたします。

急激な円安進行に伴う仕入れコストや原材料の高騰などを踏まえ、埼玉りそな銀行では中小企業のお

取引先の資金繰りや為替リスクヘッジ等のご相談に積極的に対応し、経営課題解決のお手伝いをしてま

いります。

＜取組みのポイント＞

 円安対策支援融資の創設

円安対策に特化した融資パッケージを組成することで、スムーズ且つスピーディにお取引先の資金

ニーズにお応えしてまいります。

 支援窓口の設置

埼玉県内57ヶ店および東京支店に専用窓口を設置し、中小企業のお取引先の円安対策に関する様々

なご相談に積極的に対応し、サポートしてまいります。

＜円安対策支援融資の概要＞

商品名 埼玉りそな円安対策支援融資

取扱期間 2014年 12月 15日(月)～2015年 3月 31日(火)

対象先 円安による影響を受けている法人及び個人事業主のお客さま

資金使途 運転資金・設備資金

融資種別 手形貸付・証書貸付

融資金額 1億円以内

融資期間 ［運転資金］7年以内   [設備資金] 10年以内

融資利率 当社所定（変動金利）

返済方法 元金均等返済、期日一括返済（据置期間の設定も可）

担保・保証 一般融資に準じます

※ 上記以外の商品のご相談につきましても承りますので、埼玉りそな銀行の各営業店窓口または担当者まで、お気軽
にお問い合わせください。

※ ご融資のお申込みに際しては当社所定の審査をいたします。結果によってはご希望に沿いかねる場合もございます
のでご了承ください。

＜円安対策支援窓口の概要＞

設置期間 2014年 12月 15日(月)～2015年 3月 31日(火)

受付時間 平日 9:00～17:00

設置場所 埼玉県内57ヶ店および東京支店（詳細は別紙をご参照ください）

対象先 円安の影響を受けている法人及び個人事業主のお客さま

内容 今回の円安により影響を受けている法人・個人事業主のお客さま向けに為替リスク

ヘッジ対策などの経営面・資金繰り面のご相談を承ります

以 上



【別 紙】

「円安対策支援窓口」の設置店一覧

※所在地は五十音順です。

店名 住所 電話番号

上尾市 上尾支店 上尾市仲町１－６－８ 048-771-6311

朝霞市 朝霞支店 朝霞市本町１－９－３ 048-464-2111

入間市 入間支店 入間市向陽台１－１６０－１２ 04-2964-2121

小川町 小川支店 比企郡小川町大字大塚１１７３－６ 0493-72-2211

桶川市 桶川支店 桶川市東１－１－１８ 048-773-1481

春日部市 春日部支店 春日部市粕壁２－８－８ 048-752-3111

加須市 加須支店 加須市中央１－１２－３４ 0480-61-1201

川口支店 川口市栄町３－７－１ 048-253-3111

鳩ケ谷支店 川口市鳩ケ谷本町１－１５－１９ 048-281-0031

川越支店 川越市幸町４－１ 049-222-2251

川越南支店 川越市脇田本町１６－１４ 049-242-2121

本川越支店 川越市新富町１－２０－２ 049-222-3770

北本市 北本支店 北本市北本１－３６ 048-591-3131

行田市 行田支店 行田市行田５－１６ 048-556-1131

久喜支店 久喜市久喜中央２－１０－２５ 0480-21-2211

菖蒲支店 久喜市菖蒲町菖蒲１７９－１ 0480-85-2211

栗橋支店 久喜市栗橋東２－２－１ 0480-52-1221

熊谷市 熊谷支店 熊谷市本町１－１０１ 048-521-1511

鴻巣市 鴻巣支店 鴻巣市本町４－２－３ 048-541-1411

越谷市 越谷支店 越谷市越ヶ谷２－２－４０ 048-962-5111

さいたま営業部 さいたま市浦和区常盤７－４－１ 048-824-2411

大宮支店 さいたま市大宮区大門町３－７２ 048-641-3361

大宮西支店 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

宮原支店 さいたま市北区宮原町２－１７－２ 048-665-5241

浦和中央支店 さいたま市浦和区高砂２－９－１５ 048-829-2111

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

坂戸市 坂戸支店 坂戸市日の出町１－２６ 049-283-2121

幸手市 幸手支店 幸手市中３－３－４ 0480-42-1221

狭山市 狭山支店 狭山市入間川１－３－２ 04-2953-2121

志木市 志木支店 志木市本町５－１７－３ 048-471-3551

杉戸町 杉戸支店 北葛飾郡杉戸町杉戸２－１２－２６ 0480-34-1221

草加市 草加支店 草加市高砂２－２１－１１ 048-922-3301

秩父市 秩父支店 秩父市本町４－６ 0494-22-3850

鶴ヶ島市 鶴ヶ島支店 鶴ヶ島市大字上広谷１８－１０ 049-285-1181

所沢市 所沢支店 所沢市御幸町１－１６ 04-2922-2141

戸田市 戸田支店 戸田市本町１－４－１ 048-441-5251

新座市 新座支店 新座市東北２－３６－２７ 048-472-5151

蓮田市 蓮田支店 蓮田市本町４－１ 048-768-2111

羽生市 羽生支店 羽生市中央３－２－１７ 048-561-3111

飯能市 飯能支店 飯能市柳町２２－１０ 042-972-3111

東松山市 東松山支店 東松山市箭弓町３－４－３ 0493-24-1211

日高市 日高支店 日高市大字高萩６３９－１１ 042-985-1011

深谷支店 深谷市西島町２－１９－６ 048-571-4111

岡部支店 深谷市岡２６２７－１ 048-585-2511

富士見市 鶴瀬支店 富士見市大字鶴馬２６０２－３ 049-251-2351

ふじみ野市 上福岡支店 ふじみ野市上福岡５－３－１９ 049-261-2251

本庄支店 本庄市中央１－６－２５ 0495-22-2121

児玉支店 本庄市児玉町児玉１６－４ 0495-72-1221

三郷市 三郷支店 三郷市三郷１－４－４ 048-953-5111

毛呂山町 越生毛呂山支店 入間郡毛呂山町中央２－２６－１ 049-294-7611

八潮市 八潮支店 八潮市大字鶴ヶ曽根１３７７－２ 048-995-8101

吉川市 吉川支店 吉川市保１－２－１５ 048-982-1111

寄居町 寄居支店 大里郡寄居町大字寄居９８９－１ 048-581-1771

和光市 和光支店 和光市本町２－１ 048-461-5691

蕨市 蕨支店 蕨市中央３－１８－３ 048-431-3801

東京支店 東京都文京区後楽２－５－１(飯田橋ファーストビル７階) 03-6704-1000
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