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お金を使う 便利に暮らす お金を貯める・増やす 

あなたのホームバンクに 

● スーパー定期 
● 自由引出型定期預金 
　「スーパーアルファ」 
● 貯蓄預金 
● アルファ積立定期預金 
　「積蔵」「αReady」 
● 年金受給者向け金利優遇定期預金 
　「うれし定期」 
● 元金分割受取型定期預金 
　「ふたつのひきだし」 
● 変動金利定期預金 
● 大口定期預金 
● 外貨預金 
● 投資信託 
● 個人年金保険 
● 国債、個人向け国債 

● 住宅ローン 
● 目的型ローン 
　「目的ローンアルファ2000」 
　「リフォームローン」 
　「マイカーローン」 
　「教育ローン」 
● 自由型ローン 
　「フリーローンモア」 
　「モアセレクトフリーローン」 
　「フリーローンかいけつくん」 
● カードローン 
　「アルファ2000」 
　「EE500」 

● スーパー総合口座 
● 給与振込 
● 年金振込 
● 年金相談会 
● 税務相談 
● 公共料金自動支払 
● アルファメールサービス 
● ATMサービス 
● 貯蓄預金スウィングサービス 
● アルファダイレクトバンキング 
テレフォンバンキング、インターネット 
バンキング、モバイルバンキング (                 　　  )

項　目 内　容 

預金業務 
預金 当座預金、普通預金、決済用普通預金、貯蓄預金、通知預金、定期預金、別段預金、納税準備預金、外貨預金等を 

取り扱っています。 

譲渡性預金 譲渡可能な定期預金を取り扱っています。 

貸出業務 
貸付 

商品有価証券売買業務 国債等公共債の売買業務を行っています。 

有価証券投資業務 預金の支払準備及び資金運用のため国債、地方債、社債、株式、その他の証券に投資しています。 

内国為替業務 為替及び代金取立等を取り扱っています。 

外国為替業務 外貨両替、外国送金、輸出、輸入その他外国為替に関する各種業務を行っています。 

社債等の受託業務 債券の受託業務、公社債の募集受託等に関する業務を行っています。 

確定拠出年金業務 運営管理機関として、運用商品の選定や提示、情報の提供等を行っています。 

附帯業務 

代理業務 

保護預り及び貸金庫業務 

有価証券の貸付 

債務の保証（支払承諾） 

公共債の引受 

国債等公共債及び投資信託の窓口販売 

コマーシャル・ペーパー等の取扱い 

①日本銀行代理店、日本銀行歳入代理店及び国債代理店業務 

②地方公共団体の公金取扱業務 

③勤労者退職金共済機構等の代理店業務 

④株式払込金の受入代理業務及び株式配当金、公社債元利金の支払代理業務 

⑤日本政策金融公庫等の代理貸付業務 

⑥信託代理店業務 

⑦保険代理店業務 

手形貸付、証書貸付及び当座貸越を取り扱っています。 

手形の割引 銀行引受手形、商業手形及び荷付為替手形の割引を取り扱っています。 

◎業務内容 

商品・サービスのご案内 

お客様のニーズにあった商品・サービス 
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（平成21年3月31日現在） 

（平成21年3月31日現在） 

外貨預金通帳1冊で外貨普通預金と外貨定期預金のお取引ができます。 
米ドル・ユーロ・豪ドル・英ポンド・カナダドルの5種類の通貨をご用意。全通貨、ATMでお預入れ・
お引出しができます。お預入れ・お引出しとも以下の為替手数料でご利用いただけます。 

毎月、円貨で利息が受け取れる、新しいカタチの外貨定期預金。米ドルと豪ドルをご用意しています。 

（注1）：〈窓口の場合〉1通貨単位以上、1補助通貨単位 
　　　〈ATMの場合〉円指定の場合：1,000円以上500万円以内、1円単位　外貨指定の場合：1通貨単位以上5万通貨単位以内（英ポンドは2万5千ポンド以内）、1通貨単位 
（注2）：〈窓口の場合〉100通貨単位以上、1補助通貨単位 
　　　〈ATMの場合〉円指定の場合：1万円以上500万円以内、1円単位　外貨指定の場合：100通貨単位以上5万通貨単位以内（英ポンドは2万5千ポンド以内）、1通貨単位 

預金種類 

外貨普通預金 

外貨定期預金 

出し入れ自由 （注1）参照 

（注2）参照 
1ヵ月・3ヵ月・ 
6ヵ月・1年 

＜窓口のみ＞ 
1万通貨単位以上 1年 

取扱通貨 

外貨預金為替手数料
（片道・1通貨当たり） 

米ドル 

50銭 75銭 1円25銭 2円 80銭 

ユーロ 豪ドル 英ポンド カナダドル 

毎月利息受取型外貨定期預金 

「毎利子さん」 
 ま りこ 

項　目 内　容 

内　容 

期　間 お預入額 

期　間 お預入額 

普通預金 

貯蓄預金 

自由引出型定期預金 
「スーパーアルファ」 
期日指定定期預金 
スーパー定期 
大口定期預金 
変動金利定期預金 

ス
ー
パ
ー
総
合
口
座 

普通預金と貯蓄預金と定期預金、それにいざというときの定期預金を担保とした自動融資を1冊の通帳にセット。公共料金、
クレジットの自動支払、給与、年金、配当金の自動受取、貯蓄預金とのスウィングサービス、積立定期への自動積立など、いくつもの
機能を1冊にまとめた便利な家計口座です。ご融資額は、総合口座にお預入れの定期預金の90%以内（千円未満切り捨て）、
最高200万円です。スーパーカードがあれば、ATMで簡単に普通預金、貯蓄預金のお預入れ、お引出し、定期預金のお預入れ、
ご解約ができて大変便利です。（貯蓄預金・定期預金のお取引については通帳が必要です。） 

お勤めの方の貯蓄、マイホームなど、財産づくりに有利な預金です。給与、ボーナスから天引きですので、手間がかからずにまとまっ
た「資金づくり」ができます。財形年金預金、財形住宅預金は、合わせて550万円まで非課税の適用が受けられます。 

財形預金 

通知預金 まとまったお金の短期間の運用に有利です。 7日以上 5万円以上 

期日指定定期預金 
個人のお客様に限定した自由金利型定期預金。1年据置後は、1ヵ月前に通知いただければ、満期日
（引出し日）を指定でき、お預入れ金額の一部引出しもできます。 

3年 100円以上 
（1円単位） 

スーパー定期 自由金利型定期預金。満期日を待たずにお利息を受け取れる利息分割受取型もご用意しています。 
1ヵ月以上 
5年以内 

100円以上 
（1円単位） 

アルファ積立定期預金「積蔵」 
エンドレス型、自動継続型、満期確定型の3タイプがありますので、お客様の目的に合わせてお選び
ください。 

1年以上・3年以内 
または期間の定めなし 

1,000円以上 
（1,000円単位） 

うれし定期 当行で年金をお受け取りいただいているお客様を対象とした金利上乗せ商品です。 1年 
1万円以上 
（1円単位） 

（お一人様300万円以内） 

6ヵ月ごとに利率が変わる定期預金です。 変動金利定期預金 1年以上 
3年以内 

100円以上 
（1円単位） 

元金分割受取型定期預金 
「ふたつのひきだし」 

元金の半分とそのお利息は、毎月または2ヵ月ごとに一定額ずつお支払いし、残りの元金半分とその
お利息は、満期時にまとめてお支払いする新しいタイプの定期預金です。 

5年 300万円以上 
（1万円単位） 

通帳に抗菌加工を施し、プランニングページをセットした女性用の積立定期預金です。 女性向け積立定期預金 
「αReady」 1年 1,000円以上 

（1,000円単位） 

第三者に譲渡することができる預金で、まとまったお金の短期間の運用に有利です。 譲渡性預金 
（NCD） 

1日以上 
5年以内 

5,000万円以上 
（1円単位） 

お客様との相対契約で金利を決めさせていただく自由金利商品で、大口資金の運用に最適です。 大口定期預金 1ヵ月以上 
5年以内 

 1,000万円以上 
（1円単位） 

貯蓄預金 10万円から残高に応じた段階金利方式で、とりあえず使わないお金を有利に運用します。 出し入れ自由 1円以上 

※スーパー総合口座の普通預金はお客様のご要望により、預金保険制度で全額保護の対象となる無利息の決済用普通預金へ切替が可能です。 

普通預金 いつでも出し入れ自由な預金です。公共料金、クレジットカードのお支払いや給与、年金、配当金などの
自動受取もできます。 

出し入れ自由 1円以上 
※お客様のご要望により、預金保険制度で全額保護の対象となる無利息の決済用普通預金へ切替が可能です。 

当座預金 ご商売や事業をなさる方の代金決済口座。京葉銀行の小切手は、お客様の信用を高めます。 出し入れ自由 1円以上 

納税準備預金 納税のために日頃から準備しておく預金です。お利息は非課税扱いになっています。 
納税の際 
引出し 1円以上 

自由引出型定期預金 
「スーパーアルファ」 

お預入れから1ヵ月たてばお引出しができて、しかもお預入れ期間が長ければ長いほど金利がステップ
アップします。さらに、お利息は1ヵ月の複利計算ですのでとてもお得です。一部引出しもできます。 

5年 1万円以上 
（1円単位） 

K E I Y O  B A N K  D I S C L O S U R E  2 0 0 9

預金商品  
　多様化するお客様の資金運用ニーズにお応えするため様々な預金商品の開発やATMの機能アップなどの各種
サービスの充実に努めています。 

アルファ外貨預金  
　お客様の資産運用の多様化や金利選好ニーズの高まりにお応えするため、5種類の通貨をご用意。ATMでの
対応などサービスの向上に努めています。 
　平成21年4月より、アルファ外貨普通預金から外貨現金を引き出す際の手数料を、一定の条件のもとに割引する
サービスを開始し、お客様よりご好評をいただいています。 
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運転資金・設備資金等、事業資金としてご利用いただけるご融資です。手形貸付、証書貸付、当座貸越、及び商業手形等の割引を取
扱っています。 

お使いみち ご融資金額 ご融資期間 担保 

一般ご融資・割引 

事業者ローン 事業資金 100万円以上 

ダッシュ5,000 事業資金 5,000万円以内 5年以内 信用保証協会 

無保証人融資制度 事業資金 100万円以上 5年以内 ※一括返済の場合1年以内 無担保無保証人 

財務制限条項付融資 事業資金 100万円以上 5年以内 ※一括返済の場合1年以内 原則無担保 

スパート3,000 事業資金 3,000万円以内 5年以内 信用保証協会 

バックアップ1,000 事業資金 1,000万円以内 5年以内 信用保証協会 

当貸マックス 事業資金 3,000万円以内 1年または2年 信用保証協会 

代理貸付業務 日本政策金融公庫、福祉医療機構 

事業者カードローン 事業資金 100万円以上2,000万円 1年または2年以内（更新可） 

アパート事業者 
ローン 

賃貸住宅の 
新築・増改築資金等 100万円以上 

αBANK
ビジネスローン 

αBANK
ビジネスクイックローン 

事業資金 100万円以上5,000万円 3年または5年以内 原則無担保 

事業資金 100万円以上3,000万円 5年以内 原則無担保 

αBANKビジネス 
サポートローン 

事業資金 100万円以上3,000万円 3年または5年以内 原則無担保 

TKC戦略経営者 
ローン 事業資金 100万円以上3,000万円 3年または5年以内 無担保 

αBANK新規事業 
支援ローン 

事業資金 100万円以上3,000万円 6ヵ月以上5年以内 原則無担保　不動産 

運転資金：15年以内 
設備資金：設備内容により 
　　　　　30年以内 

不動産 
有価証券 
信用保証協会 

千 葉 県  
市 町 村  
諸 団 体  
提 携  

中小企業振興資金各種、環境保全施設整備資金、農業近代化資金等 
市町村制度融資 
千葉県医師会斡旋融資、千葉県歯科医師会斡旋融資等 
各種諸団体との提携当座貸越制度等 

： 
： 
： 
： 

制度融資 

◎企業向け主要融資商品一覧 

（平成21年4月30日現在） ※各種融資商品のご利用にあたりましては、当行所定の審査が必要となります。 

商品・サービスのご案内 

融資業務のご案内  
　地元企業、個人事業主のお客様の多様な資金ニーズに的確にお応えするために、当行では様々な融資商品を
取りそろえ、事業発展のお手伝いをしています。 
　決算・賞与資金や仕入増加などの短期運転資金には、手形割引、手形貸付、当座貸越を、機械・機器の導入、
店舗・工場の新築・改装などの長期資金には「事業者ローン」をご用意しています。 
　取扱い商品のラインナップでは、中長期（無担保又は有担保）のスピード重視型商品「αBANKビジネスローン」、
地域経済活性化のための中小企業と起業家向け融資「αBANK新規事業支援ローン」、担保・保証人に過度に
依存しない「無保証人融資制度」「財務制限条項付融資」に加え、平成19年4月には迅速な回答が可能な
「αBANKビジネスクイックローン」を発売し、地元の資金ニーズに一層お応えできるように致しました。 
　また、千葉県ならびに各市町村の制度融資、保証協会の保証付き融資も多くのお客様にご利用いただいています。
さらに、日本政策金融公庫や福祉医療機構などの各種代理貸付の取扱いにより、政府系金融機関からの資金
調達のご要望にもお応えしています。 
　お客様のご要望に対して迅速できめ細やかに対応できるよう、事業発展のための事業資金のご相談や、資金
繰りなど中小企業金融円滑化に向けた各種ご相談などを本店及び各支店でお受けしています。 

融資業務 

手形割引、手形貸付、証書貸付、当座貸越、事業者ローン、アパート事業者ローン、事業者カードローン、αBANK
ビジネスローン、αBANKビジネスサポートローン、αBANKビジネスクイックローン、αBANK新規事業支援ローン、
TKC戦略経営者ローン、無保証人融資制度、財務制限条項付融資、インパクトローン、ダッシュ5,000、スパート3,000、
バックアップ1,000、当貸マックス、代理貸付、各種制度融資 
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アルファバンク 
リフォームローン 
（無担保） 

住宅の増改築資金 
中古購入時のリフォーム資金 
門扉・造園・上下水道工事資金 
リフォームに伴う家具購入や 
設備資金等 

不要です 

名　　　称 お使いみち ご融資金額 ご融資期間 担保 保証人（保証会社） 受付方法 

住宅ローン 
固定金利指定型 
（2年・3年・5年・10年・15年・20年） 
変動金利型 

お
住
ま
い
に 

お
使
い
み
ち
自
由
に 

教
育
に 

お
車
購
入
に 

1年～10年 
※住宅ローン利用先 
は最長35年 

土地・住宅の購入 
住宅の新築・増改築 
借換え・住替え 

6,000万円以内 1年～35年 
購入する 
土地・建物 

購入する 
土地・建物 

保証会社を利用の 
場合原則として 
不要です 

店　　頭 

アルファバンク 
長期固定金利型住宅ローン 
（フラット35） 

住宅の購入 
住宅の新築 

100万円～ 
8,000万円 

10万円～ 
700万円 

原則として 
不要です 

（かんそうしん） 

原則として 
不要です 

（かんそうしん） 

原則として 
不要です 

（かんそうしん） 

15年～35年 
（住宅金融支援機構が 
担保設定します） 

不要です 店　　頭 

購入する 
建物 

（マンションのみ） 

女性専用住宅ローン 
「αReady（アルファレディ）」 

自己居住用マンション 
（新築・中古）購入資金 

100万円～ 
3,000万円 

1年～35年 不要です 店　　頭 

原則として 
購入する 
土地・建物 

リゾート応援ローン 
別荘の建築・購入・増改築 
別荘建築用の土地取得 
別荘取得資金の借換え・諸費用等 

100万円～ 
5,000万円 

1年～35年 
配偶者を含め 
1名以上 

店　　頭 

無担保住宅ローン 
住宅金融支援機構等の公的住宅 
資金及び他行住宅ローンの借換え 

100万円～ 
700万円 1年～15年 不要です 店　　頭 

新車・中古車・自動二輪車 
購入資金、車検費用等 

10万円～ 
500万円 8年以内 

原則として 
不要です 

（オリエントコーポレーション） 
不要です 店頭・FAX・ 

インターネット 

10万円～ 
500万円 8年以内 

10万円～ 
200万円 5年以内 

原則として 
不要です 

（オリエントコーポレーション） 
不要です 店頭・FAX・ 

インターネット 

店　頭・F A X

店　頭・F A X

マイカーローン 

新車・中古車・自動二輪車 
購入資金、車検費用等 

新車・中古車・自動二輪車 
購入資金、車検費用等 

エコマイカーローン 

ご自由（事業資金・他の借入金 
返済資金を除く） 

10万円～200万円 
（主婦・パートは30万円） 7年以内 

原則として 
不要です 

（オリエントコーポレーション） 
不要です フリーローンモア 

ご自由（事業資金を除く） 
10万円～ 
300万円 7年以内 

不要です 
（三洋信販） 不要です フリーローンかいけつくん 

女性専用マイカーローン 
「αReady（アルファレディ）」 

店　　頭 
ライフステージに合った 
生活必要資金 

50万円～ 
2,000万円 1年～30年 配偶者を含め 

1名以上 
不動産又は 
有価証券 

目的ローンアルファ2000

高校・大学等に納付する学費等 
10万円～ 
300万円 14年以内 不要です 店　　頭 アルファバンク 

教育ローン　一般型 

アルファバンク 
エコリフォームローン 
（無担保） 

省エネ改修促進税制対象のリフォーム工事 
バリアフリー改修促進税制対象の 
リフォーム工事 
太陽光発電システム、オール電化設備導入等 
エコリフォーム資金 
年末残高証明書を自動発行する。 
（融資実行後5年間） 

不要です 
1年～10年 

※住宅ローン利用先 
は最長35年 

10万円～ 
700万円 

原則として 
不要です 

（かんそうしん） 

モアセレクト 
リフォームローン 
（無担保） 

住宅の増改築資金 
中古購入時のリフォーム資金 
門扉・造園・上下水道工事資金等 

不要です 10年以内 
10万円～ 
700万円 

原則として 
不要です 

店　　頭 
新車・中古車・自動二輪車 
購入資金、車検費用等 

10万円～ 
500万円 8年以内 不要です モアセレクトマイカーローン 原則として 

不要です 

店　　頭 
大学・大学院等に納付する 
学費等 

200万円～ 
1,000万円 

14年以内 不要です モアセレクト教育ローン 原則として 
不要です 

店　　頭 ご自由（事業資金を除く） 
10万円～ 
200万円 5年以内 不要です モアセレクトフリーローン 

原則として 
不要です 

店 頭  

原則として 
不要です 

（オリエントコーポレーション） 
不要です 店頭・FAX・ 

インターネット 

店頭・FAX・ 
インターネット 

店頭・FAX・ 
インターネット 

店　　頭 
50万円～ 
1,000万円 ご自由（事業資金を除く） 

2年 
（審査のうえ更新） 

配偶者または 
同居親族1名 
以上 

自宅以外 
の不動産 カードローンアルファ2000

店　　頭 
100万円～ 
200万円 カードローンEE500 ご自由（事業資金を除く） 1年 

（自動更新） 
不要です 

（かんそうしん） 不要です 

◎個人のお客様がご利用いただける主なローン一覧 

※各種のローン・カードローン等のご利用にあたりましては、当行指定の保証会社及び当行所定の審査が必要となります。 
　また、ローン・カードローン等のご契約にあたりましては、ご契約上の規定、ご返済方法（返済日、返済額など）、ご利用限度額、金利変動ルール等に、十分にご注意ください。 

（平成21年4月30日現在） 
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豊かな生活をサポートするローン 
　お客様のニーズにお応えできるよう様々なローンを取りそろえ、お客様のご来店をお待ちしています。お客様の
ニーズに合わせてご利用ください。 
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取引業務 内　容 

投資信託業務 

商品有価証券売買業務 

有価証券投資業務 

社債等の受託業務 

 

お客様の資産運用プランに応じて19種類の投資信託をお取扱いしています。（お取り扱い商品については、下記投資信託商品一覧をご覧ください）。 

国債等公共債の売買業務を行っています。 

預金の支払準備及び資金運用のため国債、地方債、社債、株式、その他の証券に投資しています。 

お客様からの債券発行のご相談を受け、発行から償還までの事務手続きを代行します。また、公社債の募集受託等に関する業務を行っています。 

ファンド名 定時定額 
購入サービス 

― 

― 

● 

― 

毎月決算型 

1年決算型 

安定コース 

分配コース 

成長コース 

◎投資信託商品一覧 

インターネット専用ファンド 

（注）お申込みは、すべて1万円以上1円単位となります。必ず最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」をお読みください。 （平成21年7月1日現在） 

ダイワMMFMMF型 

グローバル・ 
ソブリン・ 
オープン 

海外債券型 

高金利先進国債券オープン 
〈愛称：月桂樹〉 

海外債券型 

海外債券型 

海外債券型 

海外債券型 

― 世界のサイフ 

エマージング・ 
ソブリン・ 
オープン 

【毎月分配型】 

【毎月分配型】 

【債券重視型／株式重視型】 

【毎月決算型】 

【毎月決算コース】 

【3ヵ月決算型】 

― JPM新興国現地通貨 
ソブリン・ファンド 

― 

● 

－ 

● 

LM・グローバル・ 
プラス 

バランス型 

世界8資産ファンド 

〈愛称：世界組曲〉 

バランス型 

● MHAM株式インデックス 
ファンド225

インデックス型 

インデックス型 ● インデックスファンドTSP

● トヨタグループ株式ファンド 国内株式型 

― 
ダイワ好配当日本株投信 
〈愛称：季節点描〉 

国内株式型 

● 
フィデリティ・日本成長株・ 
ファンド 国内株式型 

― 
DIAM世界好配当株オープン 
〈愛称：世界配当倶楽部〉 国際株式型 

国際株式型 

国際株式型 

● 

● 

フィデリティ・スリー・ 
ベーシック・ファンド 
〈愛称：水と大地とエネルギー〉 

― JPM・BRICS5・ファンド 
〈愛称：ブリックス・ファイブ〉 

― 

設定・運用 

大和証券 
投資信託委託 

国際投信 
投資顧問 

日興アセット 
マネジメント 

日興アセットマネジメント 

国際投信 
投資顧問 

JPモルガン・ 
アセット・マネジメント 

JPモルガン・ 
アセット・マネジメント 

レッグ・メイソン・ 
アセット・マネジメント 

みずほ投信 
投資顧問 

みずほ投信 
投資顧問 

日興アセット 
マネジメント 

トヨタアセット 
マネジメント 

大和証券 
投資信託委託 

フィデリティ 
投信 

DIAMアセット 
マネジメント 

フィデリティ 
投信 

フィデリティ 
投信 

フィデリティ・世界分散・ファンド 
〈愛称：3つのチカラ〉 バランス型 

特　徴（注） 

内外の公社債を中心に投資し、安定した収益の確保を目指し安定運用を行います。分配金は毎日決
算を行い、1ヵ月分まとめて税金を差し引いた後自動的に再投資されます。正午以前にご入金があった
場合、取得日は当日になります。正午を過ぎてご入金があった場合、取得日は翌営業日になります。 

世界主要先進国の国債、政府機関債等（原則としてA格以上のもの）に分散投資し、リスク
分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。 

相対的に高利回りを享受できる先進国（原則としてAA格以上の国）のソブリン債券（国債、
政府保証債等）に分散投資を行うことで、安定した収益の獲得を目指します。 

高金利の10通貨を選定、基本的に10分の1ずつ均等分散し、高格付の短期公社債に投資します。 

エマージング・カントリー（新興国）の米ドル建ソブリン債券（国債、政府保証債等）及び準ソブ
リン債券（政府の出資比率が50%を超える企業が発行する債券）を主要投資対象とします。 

主に現地通貨建ての新興国（エマージング・カントリー）ソブリン債券（国債、政府保証債等）
に分散投資します。 

主として外国の公社債及び株式に投資を行うことにより、中長期的な信託財産の安定成長を
目指します。 

● 
日経225ノーロード 
オープン 

インデックス型 
DIAMアセット 
マネジメント 

日経平均株価に連動することを目指す運用をします。支店窓口での受付はできません。 
「インターネットバンキング」のみの申込受付となります。 

世界の8つの資産（国内外の債券、株式、リート等）を投資対象として、世界の資産及び地域
（通貨）へ広く分散投資を行い、安定した投資成果を目指します。 

日経平均株価に連動することを目指す運用をします。 

東証株価指数（TOPIX）に連動することを目指す運用をします。 

トヨタ自動車株式会社及びそのグループ会社の株式に投資し、信託財産の成長を目指して運用
を行います。 

主として日本の上場株式に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得を目指します。 

業種を問わず、また小型株から大型株まで幅広く将来高い成長が期待できる銘柄を厳選して、
国内の株式に投資し、信託財産の成長を目指します。 

日本を除く世界各国の好配当株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を
目指します。 

主として世界の取引所に上場されている、クリーン・エネルギー関連企業、ウォーター・ビジネス
関連企業、食糧ビジネス関連企業の株式に投資を行い、ベンチマークの値動きに概ね連動
する運用成果を目指します。 

主としてBRICS5（ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ）の企業の株式に投資することに
よって信託財産の成長を目指します。 

国際株式型 
三菱UFJワールド資源株 
オープン 

三菱UFJ投信 主として世界各国（日本を除く）の資源関連株式等に投資をすることにより、信託財産の中長期
的成長を目指します。 

世界債券、世界株式、世界REITにファンド・オブ・ファンズ形式で分散投資し、リスクを抑えつつ
魅力的な配当収入と運用資産の成長を目指します。 

安定コース/分配コース 
成長コース ［ ］ 

毎月決算型 

1年決算型 

毎月決算型 
（為替ヘッジあり） 

－ 

－ 

● 

証券業務  

　当行では、お客様の様々な資産運用ニーズにお応えするとともに、お客様のライフプランに合った資産形成のお役
に立てるように、19種類の投資信託商品をお取扱いしています。 
　また、このうち11本のファンドについては、定時定額購入サービスのお取扱いも行い、月々1万円から無理なく投資
信託を購入していただくことができます。 
　なお、平成21年4月22日より、インターネットバンキングによる投資信託のお取引が行えるサービスを開始いたしました。 

投資信託の販売業務 

※ご利用にあたっては、アルファダイレクトバンキングでのインターネットバンキング契約が必要となります。 
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海
外
送
金 

両

替

 

貿
易
関
連 

そ
の
他 

小
切
手 

外
貨
金
融 

外貨宅配サービス
外貨郵送買取サービス 

名　称 内　容 

米ドルの売却と米ドルを含む主要外国通貨の買取をお取扱いしています。 
また、成田空港の外貨両替所では20種類の外国通貨をお取扱いしています。 

外国通貨をご自宅やお勤め先などお客様ご指定の場所へご指定の日時にお届けします。 
インターネットからもお申し込みいただけます。また郵送による外貨の買取もお取扱いしています。 

主要外国通貨建てのご預金をお取扱いしています。特に、個人のお客様にはATMでご利用いただける 
「アルファ外貨預金」をご用意しています。また、米ドル建及び豪ドル建毎月利息受取型外貨定期預金 
「毎利子（まりこ）さん」もお取扱いしています。 

輸入信用状（L/C）の発行、輸入ユーザンス、輸入取立手形の決済、輸入代金のご送金等をお取扱いしています。 

輸出信用状の通知、輸出手形の買取・取立や輸出用製品生産のためのご融資等をお取扱いしています。 

送金 

送金受取 

送金小切手 

取立･買取 

外国通貨 

旅行小切手（T/C） 

外貨預金 

外貨融資（インパクトローン） 

先物為替予約 

輸出関係 

輸入関係 

外国為替関連保証 

貿易、投資相談 

海外のお受取人口座へのご送金をお取扱いしています。 

海外からの送金を京葉銀行のお取引口座でお受け取りいただけます。 

主要外国通貨建ての銀行小切手を発行します。 

お受け取りになった外貨小切手の取立･買取をお取扱いしています。 

米ドル建及び円建の旅行小切手（T/C）の売却と主要外国通貨建ての旅行小切手（T/C）の買取を 
お取扱いしています。また、成田空港の外貨両替所では6種類の通貨の旅行小切手（T/C）を 
お取扱いしています。 

主要外国通貨建てのご融資をお取扱いしています。 
 輸出入取引や外貨金融などに関わる外国為替の先物予約取引をお取扱いしています。 
 
 

入札保証、契約履行保証、関税納付保証等をお取扱いしています。 
 
海外市場、貿易事情調査のご相談等を承っています。 

（平成21年7月1日現在） 
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　安全で有利な資産の運用方法として、国債等公社債への関心が高まっています。当行でも、お客様の資金運用
ニーズにお応えするため国債等公共債の窓口販売を行っています。特に、個人向け国債は全国の金融機関で初めて
ATMによる販売を開始し、お客様よりご好評をいただいています。 

国債等の販売業務 

国際業務  
　外貨両替業務については、成田空港第1ターミナル北ウイング4階（出発ロビー）の外貨両替所をはじめ、 
第2ターミナル本館1階（到着ロビー）及び第2ターミナルサテライト3階の3ヵ所で皆様のご利用をお待ちしています。 
　取扱外国通貨は「米ドル」「ユーロ」をはじめ、「中国元」「韓国ウォン」など20通貨を取り揃えています。  
　また、店舗窓口及びインターネットでは、世界32通貨の「外貨宅配サービス」と「外貨郵送買取サービス」の
お申し込みを受付けています。  
　輸出入業務や外国送金業務については、海外の銀行とのネットワークを利用することで、皆様のニーズにお応え
しています。  

信託代理店業務  
　お客様のご要望に応じ、財産の管理、計算または運用を効率的に行う信託業務を当行と提携している信託
銀行へお取次ぎします。専門家としての能力・信用を最大限に発揮して信託財産を管理・運営します。 

取扱業務 
年金信託、特定贈与信託、公益信託、土地信託、動産・設備信託、証券信託、国民年金基金加入勧奨業務、 
証券代行業務、相続関連業務 

代理店契約先 
三菱UFJ信託銀行、住友信託銀行、中央三井信託銀行、中央三井アセット信託銀行 

取扱店（10ヵ所） 
本店営業部、船橋支店、市川支店、松戸支店、柏支店、成田支店、本町支店、木更津支店、 
柏コンサルティングプラザ、支店支援部 
 （上記取扱店以外でお取引のお客様でも、お近くの取扱店にお取次ぎします。） 
なお、相続関連業務については、上記10ヵ所を含む全店で（除く：成田空港出張所）取扱いを行っています。 
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確定拠出年金業務  
　運営管理機関として、運用商品の選定や提示、情報の提供などを行っています。当行では確定拠出年金「個人型」
プランとして、5種類の運用商品をご提示しています。 

商品分類 
商品名 

選定理由 

運用会社 

定期預金 

京葉銀行　確定拠出年金専用5年定期預金 京葉銀行 元
本
確
保
型 

商
品 

預
金 

主に国内株式で 

運用する投資信託 

主にわが国を含む 

世界の株式・債券で 

運用する投資信託 

三菱UFJライフセレクトファンド（安定型） 三菱UFJ投信 

三菱UFJライフセレクトファンド（安定成長型） 三菱UFJ投信 

年金積立　インデックスファンドTOPIX〈愛称：DC TOPIX〉 日興アセットマネジメント 

主に世界の株式で 

運用する投資信託 

年金積立　インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）
〈愛称：DC インデックス海外株式（ヘッジなし）〉 

日興アセットマネジメント 

元
本
確
保
型
以
外
の
商
品 

投
資
信
託 

※パッシブファンド…市場の動きに連動した投資成果を得ようとするファンド 

預入れ時に金利が確定しますので、安全性の高い資産運用が可能です。 
預金保険の対象であり、法令上の元本確保型商品として選定しています。 

国内株式・国内債券・外国株式・外国債券の代表的な指数へ連動することを目指すマザーファンド及び 
短期金融資産へ投資します。 
分散投資によりリスクの軽減に努めつつ、中長期的に着実な成長を図ることを目標としたファンドであり、 
長期投資としてふさわしい安定型パッシブファンド※として選定しています。 

国内株式・国内債券・外国株式・外国債券の代表的な指数へ連動することを目指すマザーファンド及び 
短期金融資産へ投資します。 
分散投資によりリスクの軽減に努めつつ、中長期的に着実な成長を図ることを目標としたファンドであり、 
長期投資としてふさわしい安定成長型パッシブファンド※として選定しています。 

東証株価指数（TOPIX）に連動することを目指した運用を行います。 
国内株式市場全体への分散投資が可能となり、長期投資としてふさわしいパッシブファンド※として選定 
しています。 

MSCI-KOKUSAI（円ヘッジなし・円ベース）インデックスに連動することを目指した運用を行います。 
日本を除く世界の主要国の株式市場への分散投資が可能となり、長期投資としてふさわしいパッシブ 
ファンド※として選定しています。 

（平成21年7月1日現在） 

保険窓口販売業務 

（平成21年7月1日現在） ※ドリームパスⅡは損害保険会社の商品であり、生命保険会社の個人年金保険ではありません。 

引受保険会社 商　品　名 

住友生命保険 

明治安田生命保険 

T&Dフィナンシャル生命保険 

三井住友海上メットライフ生命保険 

第一フロンティア生命保険 

日本生命保険 

日本興亜損害保険 

たのしみVA年金物語　新最低保証付変額個人年金保険（一時払い） 

年金果実　5年ごと利差配当付一時払変額個人年金保険（超過給付金型） 

ファイブテン　無配当変額個人年金保険（年金原資保証・Ⅳ型） 

百花凛 Ⅱ々　変額個人年金保険（08） 

プレミアクルーズ　年金原資保証型個人年金保険 

マイドリームプラス　ニッセイ積立利率変動型年金（固定金利型）・（変動金利型） 

ドリームパスⅡ　年金払積立傷害保険 

　生命保険代理店として、個人年金保険の窓口販売を行っています。老後への備えや資産の運用など、お客様
の様々なニーズにお応えするため、成田空港の出張所及び、ローンプラザを除く全店で、下記の商品をお取扱い
しています。 

個人年金保険の窓口販売 

変
額
年
金
保
険 

定
額 

年
金 

保
険 

年
金
払 

積
立
傷 

害
保
険 
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エレクトロニック・バンキングサービス 
　お客様のパソコンと当行のコンピュータを通信回線で接続し、お客様の事務合理化や資金管理の効率化に
お役に立てるよう各種のサービスを取りそろえています。 

　生命保険代理店として、がん保険等医療保険の窓口販売を行っています。将来のためにプラスアルファの備え
として保障性の保険商品をお取扱いしています。 

医療保険の窓口販売 

　住宅ローンをご利用のお客様を対象に、日本興亜損害保険、三井住友海上火災保険、ニッセイ同和損害保険
との代理店契約により、銀行窓口での長期火災保険の取扱いを行っています。 

長期火災保険の窓口販売 

オ
ン
ラ
イ
ン 

サ
ー
ビ
ス 

オンライン取引 

収納サービス 

総合振込 
給与振込 
口座振替 

地方税納入 

入出金 
明細照会 

外部ファイル 
送受信 

デ
ー
タ
伝
送
サ
ー
ビ
ス 

○ ○ 

○ 

○ ○ 

○ ○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

サービスの内容 

サービス種別 

アルファビジネスダイレクト 
（インターネットを介した銀行取引） 

ファームバンキング 
（専用ソフト又はFB専用端末による銀行取引） 

振込やリアルタイムに普通預金、当座預金の
残高照会、入出金明細照会等が可能です。 

総合振込、給与振込、口座振替データを一
括してあらかじめ当行に伝送していただき、
ご指定日にお振込や、口座振替により代金を
回収のうえご指定口座へ一括して入金する
サービスです。 

社員の皆様の給与から天引きした個人住民
税納付明細をデータ伝送で送付していただき、
当行がお客様に代わって納付手続きを行う
サービスです。 

会計ソフト、給与計算ソフト等により作成され
た全銀フォーマット形式の総合振込データ・
給与（賞与）振込データ・口座振替データを
そのまま送信することができます。 

普通預金、当座預金の入出金明細データを
お客様のパソコンに取り込むためのサービス
です。 

Pay-easyマーク付き納付書による税金・ 
各種料金のお支払いができます。 

（平成21年7月1日現在） 

引受保険会社 商　品　名 

日本興亜生命保険 

三井住友海上きらめき生命保険 

アメリカンファミリー生命保険 

アメリカンファミリー生命保険 

ホッとメディカル　医療保険（08）無配当 

きらめき新医療保険　新医療保険（低解約返戻金特則付）無配当 

EVERセレクトプラン　無配当〈疾病入院保険／医療保険［2005］〉 

アフラックのがん保険　f（フォルテ）　無配当〈がん保険［2000］〉 

医
療
保
険 

が
ん 

保
険 
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主な手数料一覧（平成2 1年 4月1日現在） 

－ 

105円 
210円 

無料 
無料 

無料 
無料 
無料 
無料 

無料 
無料 
無料 

105円 
315円 

315円 
420円 

3万円未満 
3万円以上 
3万円未満 
3万円以上 
3万円未満 
3万円以上 
3万円未満 
3万円以上 
3万円未満 
3万円以上 
1万円未満 

1万円以上3万円未満 
3万円以上 

3万円以上 
3万円未満 

210円 
420円 

210円 
420円 

420円 
630円 

630円 

630円 
840円 

420円 
630円 

420円 
630円 
630円 

315円 

420円 

当行キャッシュカードと 
振込カード併用 

上記以外のご利用 
ATM

テレフォンバンキング 
（都度振込） 
テレフォンバンキング（事前登録振込）、 
インターネットバンキング、 
モバイルバンキング 

アルファ 
ダイレクト 
バンキング 

窓口（注1） 

EB 
（ファームバンキング・アルファビジネスダイレクト） 

振込手数料 

送金手数料 普通扱（送金小切手） 
取扱手数料（注2） 

都度手数料 
定額自動送金
手数料 

項　目 利用区分 
京葉銀行あて 

同一店内 他 店  
他行あて 

105円 
210円 

210円 

105円 
315円 

315円 
525円 

105円 

105円 
315円 

105円 
105円 

105円 
210円 

420円 
315円 

1回につき52.5円（注2） 

315円 
840円 
840円 
1,050円 

上記以外の 
個別取立 

代金取立手数料 

東京交換・行内交換・当店券（注3） 
隔地交換（注4） 

普通扱 
至急扱 

（注1）窓口には、総合振込依頼書による振込が含まれます。 
※同一店内振込とは、受取口座のある店舗の窓口または、同店舗内に設置したATM（同店舗の店外ATMを含む）による振込を指します。ただし、アルファダイレクトバンキング、EBの場合は
　振込資金払出口座と受取口座が同一店舗の場合を指します。なお、店番号が異なる支店と出張所の間の振込は、他店あてのお取扱いとなります。 
※コンビニATM（イーネット）での京葉銀行あての振込は、全て他店あてのお取扱いとなります。 

（注2）お申込時にお取扱い契約期間の手数料をまとめてお支払いいただきます。なお、合計額に１円未満の端数が生じた場合は切り捨ていたします。 
（注3）手形期日まで銀行で保管するものに限ります。 
（注4）隔地交換の詳細は窓口でおたずねください。 

両替枚数 手数料 

1～50枚

51～500枚

501枚～ 

無料 

150円 

500枚毎に150円を加算 

両替枚数 手数料 

1～500枚 
1回につき100円 

1～50枚までは当行キャッシュカードを 
お持ちの場合のみ1日1回に限り無料 （　　　　　　　　　　） 

※両替枚数とは、ご持参された紙幣・硬貨またはお受け取りになる紙幣・硬貨のいずれか多い方の枚数をいいます。 
　ご預金のお引出しの際に金種をご指定される場合も、ご指定の紙幣・硬貨の合計枚数に応じて、窓口での両替手数料と同額の手数料をいただきます。 
※同一金種への交換（新券への交換、汚損した現金の交換等）は無料です。 

●窓口でのご両替 ●両替機でのご両替 

項　目 交付方法 手数料 

基本的な項目 
（住所、氏名、生年月日、電話番号等） 

その他の項目 

店頭 

郵送 

郵送 

840円 

1,050円 

3,150円 

（通知書1通当たり） 

◎為替手数料 

◎円貨両替手数料 

◎個人情報開示手数料 

項　目 手数料 

通帳・証書

カード 

1件 
－ 

525円 

無  料（紛失の場合は1枚につき1,050円） 

◎再発行手数料 

項　目 署名判印刷サービス 署名判印刷サービスなし 

署名判印刷サービス登録（変更）手数料

一般当座勘定用小切手1冊（50枚）当たり
約束手形1冊（50枚）当たり
為替手形1冊（50枚）当たり 
自己宛小切手1枚当たり 

－ 

630円 

1,050円 

1,050円 

5,250円 

735円 

1,155円 

1,155円 

525円 

◎手形・小切手発行手数料 
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210円 
210円 
105円 

210円 

210円 

210円 

210円 

210円 

105円 
105円 

210円 
ご利用できません 

ご利用できません 

ご利用できません 

ご利用できません 

210円 

項　目 手数料 

全額繰上返済 

繰上返済手数料 

条件変更手数料 

返済額の指定 

返済額の変更・ 
適用金利の変更・種別変更等 

一部繰上返済 

京葉銀行のキャッシュカード 

セブン銀行 

イーネット 

ゆうちょ銀行 

イオン銀行 

VIEW ALTTE

「お引出し」「お振込」 
「税金・各種料金払込み」 

ゆうちょ銀行キャッシュカード 「お引出し」 「お預入れ」 

お預入れ 
お引出し 
お預入れ 
お引出し 
お振込 

お預入れ 
お引出し 

お引出し 

お引出し 

現金でのお取引 
「お振込」 
「税金・各種料金払込み」 

8：00 8：45 9：00 14：00 17：00 21：0018：00項　目 

ご利用ATM 利用区分 

利用区分 

平　日 
土・日・祝日 
平　日 
土・日・祝日 
平　日 
土・日・祝日 
平　日 
土・日・祝日 
平　日 
土・日・祝日 

210円 
 

210円 
 

210円 
 

210円 
 

210円 

平 日  
土 曜日  
日・祝日 
平 日  
土・日・祝日 

105円 
105円 

105円 

無料 105円 

105円 無料 105円 

提携金融機関キャッシュカード 「お引出し」 「お振込」 

平 日  
土・日・祝日 
平 日  
土・日・祝日 

210円 105円 
210円 ご利用できません ご利用できません 

210円 

種　類 サイズ（高さmm×幅mm×奥行mm） 1ヵ月使用料 

全自動�
（指静脈認証あり） 

全自動�
（指静脈認証なし） 

半自動 

据置（有人型） 

小型 

中型 

大型 

小型 

中型 

大型 
小型 

中型 

大型 

57～77×255～287×345～409 

94～137×255～287×345～409 

132～197×255～287×345～409 

57～77×255～287×345～409 

94～137×255～287×345～409 

132～197×255～287×345～409

2,362円 

3,045円 

3,780円 

1,522円 

2,205円 

2,940円 

1,260円 

1,785円 

2,625円 

682円 

※ご使用料はご指定の預金口座から半年ごとの自動支払いとなります。（前払い） 
※ポイントサービスによる割引があります。　※貸金庫のサイズは店舗により若干異なります。 

固定金利指定型 

変動金利型 
旧固定金利型 

全期間固定金利型 

固定期間到来日以外（固定期間中） 

固定期間到来日 

ご融資後3年以内 

ご融資後3年超7年以内 

ご融資後7年超 

 

 

ご融資後3年以内 

ご融資後3年超7年以内 

ご融資後7年超 

31,500円 

5,250円 

3,150円 

無料 

5,250円 

3,150円 

無料 

31,500円 

固定金利指定型 

変動金利型 
旧固定金利型 

指定開始 

指定中止 

全期間固定金利型 

固定期間到来日以外（固定期間中） 

固定期間到来日 

ご返済額の変更 

最終期日の繰上 

指定1回につき 

住宅ローンお申込と同時 

ご返済額の変更 

最終期日の繰上 

21,000円 

5,250円 

3,150円 

5,250円 

3,150円 

5,250円 

無料 

5,250円 

21,000円 

5,250円 

66×251×517 

106×251×517 

186×251×517 

70×250×405

◎貸金庫手数料 
項　目 手数料 

残高証明書
融資完済証明書
利息支払額証明書
取引証明書等（注1）
監査法人向残高証明書（注2）
取引明細書 

1通 
1通 
1通 
1通 
1通 

請求1件につき 

420円 

1,050円 

1,050円 

1,050円 

3,150円 

525円 

（注1）取引証明書とは入出金取引や融資証明等、当行制定以外の書式にて発行する各種
　   証明書をいいます。 

（注2）監査法人・会計監査人の制定書式（残高確認書等）による残高証明をいいます。 

◎各種証明書発行手数料 

◎住宅ローン関連手数料 

●当行ATMご利用時の手数料 
◎ATMご利用手数料 

●提携ATMご利用時の手数料 

●1月1日はご利用いただけません。　●1月2日～3日は祝日のお取扱いとなります。　●12月31日は曜日に応じた手数料となります。　●ATMの稼働時間帯は設置場所により異なる場合があります。 
●ポイントサービスによる割引があります。 
〈お振込のお取扱いについて〉 
・ 「お振込」は別途振込手数料が必要となります。　・ 平日15：00以降と土・日・祝日及び12月31日～1月3日のお取引は翌営業日扱いとなります。 

〈ゆうちょ銀行・イオン銀行ATMのご利用について〉 
・ 12月31日のお取引は9：00～17：00となります。1月2日～3日はご利用いただけません。5月3日～5日は原則としてご利用いただけません（ただし、日曜日と重なる日はご利用いただけます）。 

〈提携金融機関のカードでの当行ATMご利用について〉 
・ 12月31日のお取引は9：00～17：00となります。1月2日～3日はご利用いただけません。5月3日～5日は原則としてご利用いただけません（ただし、日曜日と重なる日はご利用いただけます）。 
・ お取扱いできないカード、及び「お振込」のお取扱いができない金融機関があります。くわしくはお取引金融機関にお問い合わせください。　・ ゆうちょ銀行・イオン銀行カードをご利用の際の
　手数料については、ゆうちょ銀行・イオン銀行所定の料金となります。 

ご利用できません 

ご利用できません 

8：00 8：45 9：00 17：00 18：00 21：00
105円 

210円 

210円 

210円 

210円 

105円 

105円 

105円 
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各種サービス 

21：00

21：00

キャッシュサービス 

デビットカードサービス 

Pay-easy
(ペイジー)サービス 

給与振込

年金自動受取

配当金自動受取 

署名判印刷サービス 

代理業務 

投資信託の窓口販売 

投資信託定時定額購入サービス 

火災保険の窓口販売

個人年金保険の窓口販売 

国債等の窓口販売 

テレフォンバンキング

インターネットバンキング

モバイルバンキング 

アルファビジネスダイレクト 

ア
ル
フ
ァ
ダ
イ
レ
ク
ト

　
　
　
　
バ
ン
キ
ン
グ 

京葉銀行のキャッシュカードをお持ちになると、京葉銀行全店の他、全国キャッシュサービス提携 

金融機関のATMで現金が引き出せます。 

全国の「E-net」マークのあるコンビニ等に設置のATMで、 

お預入れ、お引出し、お振込、残高照会がご利用になれます。 
イーネットATM

全国のセブン-イレブンやイトーヨーカドー等に設置のセブン銀行のATMで、 

お預入れ、お引出し、残高照会がご利用になれます。 
セブン銀行ATM

全国のイオン、マックスバリュ等に設置のイオン銀行のATMで、 

お引出し、残高照会がご利用になれます。 
イオン銀行ATM

JR東日本の駅等に設置のATM「VIEW ALTTE」（ビューアルッテ）で、 

お引出し、残高照会がご利用になれます。 
VIEW ALTTE ATM

全国の郵便局等に設置のゆうちょ銀行のATMでお預入れ、お引出し、残高照会がご利用になれます。 ゆうちょ銀行ATM

京葉銀行のキャッシュカードで、お買物やご飲食等のお支払いができます。手数料、年会費は無料です。 

お申込手続きは一切不要です。 

電気、電話、水道、ガス、NHK受信料、公団、公営家賃などの公共料金の他、各種税金、 

クレジットカード利用代金などをお客様の口座から自動的にお支払いします。 

当行のATM及びインターネットバンキングで税金・公共料金などがお支払いできます。 

キャッシュカードと暗証番号により、印鑑の押印なしに各種口座振替のお申込みができます。 

毎月の給与やボーナスが会社から直接お客様の預金口座に振込まれるシステムです。 

給与やボーナスを早く、安全、確実に受け取れます。 

手続きは一度だけで簡単。あとは大切な年金が毎回きちんとお客様の預金口座に振込まれます。 

厚生年金、国民年金など年金のお受け取りは京葉銀行の預金口座をご指定ください。 

配当金が直接お客様の預金口座に振込まれます。 

配当金受領証の未着や紛失がなく、安全、確実、スピーディーに受け取れます。 

お客様のお取引項目をポイントで集計し、その合計ポイントに応じて、 

手数料やローン金利の特典が受けられるサービスです。 

有価証券、預金証書、重要書類、貴金属などの保管にご利用ください。なお、金庫の大きさ等により 

料金が異なります。 

お客様の手形・小切手の署名判を事前に印刷するサービスです。 

日本銀行・千葉県・東京都・市町村などの収納業務、及びビール券などの支払い、中小企業退職金 

共済制度等の代理業務、株式払込金の受入代理業務、株式配当金、公社債元利金の支払業務、 

信託代理店業務などを行っています。 

お客様のライフプランや投資目的にあった商品選択にお応えするため、 

バラエティ豊かな商品を取りそろえています。 

毎月一定金額の投資信託を購入するサービスです。 

住宅ローンご利用のお客様に長期火災保険をご用意しています。補償範囲が幅広く、 

保険料も割安な設定になっています。 

地域のお客様の多様化するニーズ（資産運用・相続対策・年金準備等）にお応えするため、 

個人年金保険をご用意しています。 

お客様の資産運用の一つとして、国債をはじめとする公共債の窓口販売を行っています。 

医療保険の窓口販売 将来のためプラスアルファの備えとして、保障性の保険商品をお取扱しています。 

ご自宅やオフィスにいながら、電話一本で銀行取引ができるサービスです。（個人のお客様専用） 

インターネットを利用して銀行取引ができるサービスです。（個人のお客様専用） 

携帯電話を利用して銀行取引ができるサービスです。（個人のお客様専用） 

インターネットを利用して銀行取引ができるサービスです。（法人・個人事業者のお客様専用） 

アルファメールサービス 
郵送により公共料金の自動支払、積立定期、クレジットカードなどのお申込みができます。 

お問い合わせは、ダイレクトサービスセンターへどうぞ。 

フリーダイヤル 0120-46-0852（受付時間 月～金9：00～17：00（祝日及び12月31日～1月3日は除きます）） 

公共料金等の自動支払 

ポイントサービス

貸金庫サービス 

項　目 内　容 

自
動
受
取
サ
ー
ビ
ス 

収納サービス 

口座振替受付サービス 
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3月 18年 

6月 19年 

7月 20年 

10月 26年 

10月 39年 

5月 40年 

4月 45年 

4月 48年 

2月 49年 

8月 49年 

4月 50年 

6月 50年 

6月 57年 

4月 58年 

11月 60年 

6月 61年 

7月 62年 

1月 63年 

1月 元 年  

2月 元 年  

9月 2年 

10月 3年 

5月 5年 

1月 6年 

9月 7年 

10月 8年 

12月 8年 

1月 10年 

6月 10年 

12月 10年 

3月 11年 

5月 11年 

7月 11年 

10月 11年 

昭　和 

平　成 

平　成 

千葉市に本店を置く千葉無尽株式会社、館山市に本店を置く 
大昭無尽株式会社及び山武郡東金町に本店を置く千葉共栄 
無尽株式会社の3社が合併し、千葉合同無尽株式会社を設立 
（設立日3月31日、資本金700千円、本店千葉市院内町） 

本店移転（千葉市本町3丁目） 

12月 12年 

7月 15年 

1月 16年 

11月 16年 

12月 16年 

2月 17年 

5月 17年 

6月 17年 

10月 17年 

11月 17年 

1月 18年 

6月 18年 

国民共済無尽株式会社を吸収合併 

神田支店を開設（東京都千代田区岩本町1丁目） 

東京証券取引所市場第1部に上場 

第1期オンラインシステム稼働 

日本銀行寄託制度の適用認可 

証券業務取扱認可 

国債等公共債の窓口販売業務開始 

第2期総合オンラインシステム稼働 

債券ディーリング業務開始 

海外コルレス業務開始 

第1回国内無担保転換社債150億円発行 

普通銀行への転換認可 

海外コルレス包括承認取得 

蘇我支店、日本銀行一般代理店業務取扱開始 

浜田元頭取、第二地方銀行協会会長に就任 

信託代理店業務開始 

ATMの祝日稼働開始 

ATM総合口座定期解約サービス開始 

第4次オンラインシステム開始 

融資支援システム開始 

投資信託窓口販売開始 

郵貯とのATM提携開始 

データベースマーケティングシステム開始 

船橋ローンプラザ設置 

普通銀行へ転換し、商号を株式会社京葉銀行に変更、 
コミュニケーションネームをα（アルファ）バンクとする 

ダイレクトサービスセンター設置 
新研修所完成 

テレフォンバンキング取扱開始 
ポイントサービス取扱開始 

相互銀行の営業免許を取得、商号を 
株式会社千葉相互銀行に変更 

インターネットバンキング取扱開始 
コンビニATM「E-net」取扱開始 

マルチペイメントネットワーク「Pay-easy（ペイジー）収納サービス」取扱開始 

法人・個人事業者向けインターネットバンキング 
「アルファビジネスダイレクト」サービス開始 

「モアセレクトローン」発売 
「財務制限条項付融資」発売 

本店新築移転 
（千葉市中央区富士見1丁目） 

当行株式を東京証券取引所 
市場第2部に上場 

外国為替業務取扱開始 
事務センター（千葉市美浜区幸町）を新設 

神田支店を東京支店に 
名称変更し移転 
（東京都中央区日本橋室町1丁目） 

本八幡支店新築建替 

8月 15年 「TKC戦略経営者ローン」発売 

12月 15年 

2月 16年 「αBANKスモールビジネスローン」発売 
「αBANK新規事業支援ローン」発売 

ATMによる個人向け国債の販売開始 

9月 16年 「αBANKビジネスサポートローン」発売 

本店営業部で貸金庫の休日稼働実施 

五井支店移転建替（旧市原支店） 
秋津支店名称変更し新習志野支店とする 

成田西支店全自動貸金庫に指静脈認証システム導入 

7月 17年 住宅ローン支援システム（住-Navi）が稼働 

8月 17年 

12月 17年 マルチペイメントネットワーク 
「Pay-easy（ペイジー）口座振替受付サービス」取扱開始 

総合融資支援システム 本稼働 

毎月利息受取型外貨定期預金「毎利子（まりこ）さん」発売 

5月 18年 柏コンサルティングプラザ設置 

5月 19年 女性専用住宅ローン「αReady」取扱開始 
「ドリームジャンボ宝くじ付定期預金」取扱開始 

6月 19年 全自動貸金庫取扱時間延長店舗の拡大（馬込沢、ユーカリが丘、
新浦安、成田西、八日市場、海浜幕張） 
松戸支店グランドオープン 

松ヶ丘支店、蘇我支店グランドオープン 
成田空港第一ターミナル南ウイング4階（出発ロビー）に 
外貨両替所を開設 

日曜日のATM稼働時間拡大 
セブン銀行（旧：アイワイバンク銀行）ATM取扱開始 
綿貫頭取、第二地方銀行協会副会長に就任 

「アシスト2,000」発売 
「当貸マックス」発売 
「無保証人融資制度」取扱開始 

4月 12年 ATMで取扱いのできる外貨預金「アルファ外貨預金」発売 

11月 12年 ATMでのキャッシュカード暗証番号変更取扱開始 

6月 12年 

10月 12年 

投資信託定時定額購入サービス取扱開始 

印鑑検索システム開始 

4月 13年 保険商品の銀行窓口販売業務開始 
モバイルバンキング取扱開始 

11月 18年 元金分割受取型定期預金「ふたつのひきだし」取扱開始 

12月 18年 「キャッシュカードプリントサービス」取扱開始 
千葉ニュータウン支店移転建替 

1月 19年 「リゾート応援ローン」取扱開始 

3月 19年 「年末ジャンボ宝くじ付定期預金」発売 
「セカンドライフ応援プラン」取扱開始 

4月 19年 「αBANKビジネスクイックローン」発売 
女性専用マイカーローン「αReady」取扱開始 
全自動貸金庫取扱時間延長 
※本人確認に指静脈認証方式を選択された方（うすい、松戸、千葉
ニュータウン、新習志野、松ヶ丘、蘇我） 

7月 19年 「サマージャンボ宝くじ付定期預金」取扱開始 

10月 19年 「エコ応援ローン」（住宅・マイカー）取扱開始 
我孫子支店開設 
柏の葉サポートオフィス開設 

11月 19年 木更津支店移転建替 
イオン銀行ATM取扱開始 

1月 20年 「ATM」「指静脈認証システム全自動貸金庫」の稼働日拡大 

4月 20年 「マイカーローンリピーター優遇」取扱開始 
流山おおたかの森支店開設 

8月 20年 実籾支店移転建替 

11月 20年 JR東日本の駅のATM「VIEW ALTTE」取扱開始 

12月 20年 柏の葉キャンパス支店開設 

1月 21年 「バックアップ1,000」発売 

3月 21年 多古支店移転建替 

5月 21年 小島頭取、第二地方銀行協会会長に就任 

7月 21年 新鎌ヶ谷支店開設 

5月 13年 郵貯との相互送金サービス開始 

10月 13年 

3月 14年 

4月 14年 

10月 14年 

郵貯とのATMによる入金業務開始 

ATMで通帳だけで現金引出しができるサービス開始 

確定拠出年金業務開始 

個人年金保険の窓口販売業務開始 

昭和40年までの京葉銀行の本店 

5月 15年 「αBANKビジネスローン」発売 
綿貫頭取、第二地方銀行協会会長に就任 
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