
ネットワーク（店舗一覧）
県北部地区

県南部地区

県中部地区

本店営業部
熊谷市本町1-130-1
☎（048）523-2101

宮原支店
さいたま市北区日進町3-542-1
☎（048）667-5151

鴻巣支店・鴻巣西口支店
鴻巣市本町4-9-16
☎（048）541-1251

籠原支店
熊谷市新堀723-1
☎（048）532-7381

大宮支店
さいたま市大宮区仲町1-63
☎（048）641-4521

吹上支店
鴻巣市吹上本町3-2-6
☎（048）548-7311

江南支店
熊谷市江南中央3-8-9
☎（048）536-4321

三橋支店
さいたま市大宮区三橋2-546-2
☎（048）623-5511

北本西口支店
北本市本町1-7
☎（048）592-1120

上之支店
熊谷市中西3-14-5
☎（048）525-1111

宮原東支店
さいたま市北区宮原町1-723-1
☎（048）651-2611

籠原南支店
熊谷市美土里町1-147-1
☎（048）532-6911

大宮西支店
さいたま市大宮区桜木町2-369
☎（048）663-5561

北本支店
北本市北本2-1
☎（048）591-3221

彩りプラザ熊谷・
熊谷ローンセンター
熊谷市本町1-130-1
（さいしん熊谷本町ビル2F）
☎（048）522-3000

北浦和ローンセンター
さいたま市浦和区北浦和1-3-1
（北浦和支店2F）
☎（048）832-7511

大宮ローンセンター
さいたま市大宮区仲町1-47
大宮SGビル1F
☎（048）643-2181

彩りプラザ鴻巣・
鴻巣ローンセンター
鴻巣市本町4-9-16（鴻巣支店2F）
☎（048）541-7831

彩りプラザ上尾・
上尾ローンセンター
上尾市宮本町10-31（上尾支店2F）
☎（048）774-5001

熊谷本部
熊谷市久下4-141
☎（048）526-1111（代）

浦和常盤ビル（業務センター）
さいたま市浦和区常盤5-15-15
☎（048）824-6031

戸田法人事務所
戸田市大字新曽2196-1
（ミラージュガーデン2F）
☎（048）433-2811

熊谷東支店
熊谷市久下4-141
☎（048）526-3361

東大宮支店
さいたま市見沼区東大宮4-59-3
☎（048）666-9811

桶川支店
桶川市寿2-1-7
☎（048）772-2111

加須支店・花崎支店
加須市本町13-26
☎（0480）61-1221

浦和支店・戸田支店
さいたま市浦和区仲町1-10-9
☎（048）829-2411

大東支店
さいたま市緑区道祖土2-12-28
☎（048）886-1311

川口朝日支店
川口市朝日4-20-25
☎（048）225-1250

白岡支店
白岡市小久喜1083-3
☎（0480）92-6511

深谷支店
深谷市西島町2-19-1
☎（048）571-4171

大和田支店
さいたま市見沼区大和田町2-1278-1
☎（048）684-4821

上尾支店・原市支店
上尾市宮本町10-31
☎（048）771-6621

騎西支店
加須市騎西1375-1
☎（0480）73-4881

大久保支店
さいたま市桜区大字上大久保284-7
☎（048）852-8211

浦和東支店
さいたま市浦和区東高砂町20-2
☎（048）886-3911

伊奈支店
伊奈町寿3-272-1
☎（048）723-2222

行田支店
行田市行田5-13
☎（048）556-2148

北浦和支店
さいたま市浦和区北浦和1-3-1
☎（048）831-4029

久喜支店
久喜市久喜東1-16-36
☎（0480）23-1151

秩父支店
秩父市本町3-4
☎（0494）22-2550

南浦和支店
さいたま市南区南浦和2-40-5
☎（048）881-2336

東岩槻支店
さいたま市岩槻区東岩槻2-5-4
☎（048）794-2931

本庄支店
本庄市中央1-1-5
☎（0495）21-6511

七里支店
さいたま市見沼区大字風渡野672-11
☎（048）685-1011

桶川西口支店
桶川市泉1-7-6
☎（048）787-4050

与野支店
さいたま市中央区本町西2-2-22
☎（048）852-2525

大間木支店
さいたま市緑区東浦和9-2-1
☎（048）874-4411

蓮田支店
蓮田市東3-2-20
☎（048）768-2161

羽生支店
羽生市中央2-2-24
☎（048）561-3121

片柳支店
さいたま市見沼区大字南中野464-6
☎（048）685-6631

上尾西支店
上尾市浅間台2-4-2
☎（048）773-7611

寄居支店
寄居町大字寄居874-3
☎（048）581-1621

西堀支店
さいたま市桜区西堀6-7-52
☎（048）866-2711

岩槻支店
さいたま市岩槻区本町2-1-35
☎（048）757-0181

県東部地区
幸手支店
幸手市東2-22-1
☎（0480）44-0111

豊春支店
春日部市上蛭田533-1
☎（048）761-1351

杉戸支店・宮代支店
杉戸町杉戸2-15-21
☎（0480）34-4141

春日部支店
春日部市粕壁2-8-1
☎（048）754-5231

春日部西口ローンセンター
春日部市谷原2-9-9
（春日部西口支店2F）
☎（048）754-0361

草加ローンセンター
草加市高砂1-7-1
（草加支店2F）
☎（048）924-0404

春日部西口支店
春日部市谷原2-9-9
☎（048）754-0089

西草加支店
草加市花栗4-1-14
☎（048）944-1211

三郷支店
三郷市中央2-3-3
☎（048）954-1571

八潮支店
八潮市中央1-15-11
☎（048）996-4811

草加支店
草加市高砂1-7-1
☎（048）924-1171

東八潮支店
八潮市大字2-1065-1
☎（048）995-7310

越谷支店
越谷市越ヶ谷3-5-1
☎（048）962-5151

北草加支店
草加市八幡町757-1
☎（048）936-0771�

越谷市大字袋山1217-5
☎（048）974-4161

大袋支店・越谷平方支店

八潮南支店
八潮市大字大曽根863-2
☎（048）996-1101

県西部地区

東松山市松葉町1-5-2
☎（0493）24-6501

東松山支店・高坂支店嵐山支店
嵐山町大字菅谷427
☎（0493）62-2200

森林公園支店
滑川町みなみ野2-5-1
☎（0493）56-6511

吉見支店
吉見町大字下細谷686-6
☎（0493）54-5011

鶴ヶ島北支店
鶴ヶ島市脚折町3-22-2
☎（049）286-3311

新河岸支店
川越市大字砂新田114-31
☎（049）245-5391

南古谷支店
川越市並木新町1-4
☎（049）235-5811

上福岡支店
ふじみ野市上福岡2-3-3
☎（049）261-3350

朝霞支店
朝霞市仲町1-3-35
☎（048）463-3131

川島支店
川島町大字上伊草1688-12
☎（049）297-5711

川越南支店
川越市旭町3-2-15
☎（049）245-7211

長瀬支店
毛呂山町南台5-1-5
☎（049）295-9011

鶴瀬支店
富士見市鶴瀬東2-15-17
☎（049）251-3350

所沢東支店
所沢市東所沢和田1-3-6
☎（04）2944-9361

越生支店
越生町大字越生387-9
☎（049）292-2050

川越支店
川越市脇田町103（仮）
川越市脇田本町22-1※
☎（049）244-3880

川越西支店
川越市喜多町4-9
☎（049）225-4311

狭山支店
狭山市中央4-3-3
☎（04）2959-2511

三芳支店
三芳町大字藤久保275-18
☎（049）259-2311

新座支店
新座市東北2-13-17
☎（048）471-4337

小川支店
小川町大字大塚34-10
☎（0493）72-1311

都幾川支店
ときがわ町大字桃木9-1
☎（0493）65-3133

鶴ヶ島支店
鶴ヶ島市大字上広谷40-12
☎（049）285-2811

霞ヶ関支店
川越市霞ヶ関東1-14-6
☎（049）233-3221

毛呂山支店
毛呂山町大字毛呂本郷1576
☎（049）294-2121

ふじみ野支店
富士見市ふじみ野西1-18-2
☎（049）266-2711

武蔵藤沢支店
入間市大字下藤沢51-11
☎（04）2964-3151

坂戸支店
坂戸市本町1-1
☎（049）284-2261

※川越支店：2019年度開店予定・仮店舗にて営業中

川越駅前ローンプラザ
川越市脇田町103
☎（049）226-8841

彩りプラザふじみ野・
ふじみ野ローンセンター
富士見市ふじみ野西1-18-1�
齊藤ビル1F
☎（049）263-0731

高坂ローンセンター
東松山市大字高坂1207-2
☎（0493）35-1135

当金庫へのご意見・ご要望につきましてはホームページ上のフォームから受け付けております。
※スマートフォンの場合、右のQRコードからアクセスできます。
※パソコンの場合、以下のURLからアクセスしてください。
　《URL》http://www.saishin.co.jp/message

詳細な店舗情報はホームページでご確認いただけます。
http://shop-atm.saishin.co.jp
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