
10

貸金庫設備について 

専用カードにより入室チェックを
行います。 

　手の指の静脈パターンを高度に照合する「指静脈認証」は、偽造が困難なため、
なりすましを防ぐなどセキュリティに優れています。さらに、センサーに指をかざすだけ
の簡単な操作で貸金庫が全自動で手元に届くので、お席に座ったままご利用いた
だけます。高いセキュリティと、スピーディな認証、簡単操作で、より安全に、より快適に、
そしてより安心してご利用いただけます。 
※ご本人以外にご親族の方がご利用になる場合は、代理人登録ができます。 

貸金庫専用ラウンジ 

貸金庫室 

毎日8：00～21：00（入室は20：40迄） 
土・日・祝日もご利用いただけます。（※元日は除きます） 

上記ご利用時間内は何度でもご利用いただけます。 

（全自動貸金庫を指静脈認証方式でご利用いただいているお客様に限ります） 

指静脈認証システム全自動貸金庫のご利用時間 

指静脈認証システム全自動貸金庫のサイズおよびご利用料金 

全自動貸金庫のご利用方法 

1 入室チェック 
指静脈認証または専用カードと
暗証番号入力によりご本人確認
を行います。 

2 ご本人確認 
 貸金庫ボックスが現れたら、ボックス

の鍵をあけて利用します。 
 

3 貸金庫利用 
案内パネル表示にしたがって、
返却ボタンを押します。 

4 返却 

※座ったままご利用いただけます。 

ご利用料金（1ヵ月当たり） 

アルファバンクのポイントサービスでご利用料金が割引になります。（500P以上で25%割引、1000P以上で35%割引） 

※割引率は、「毎年2月末のお取引内容をもとに3月15日に確定するポイント数による4月1日のお引き落とし」および「毎年8月末のお取引内容をもとに9月15日に確定するポイント数による
10月1日のお引き落とし」に適用されます。　※アルファバンクのポイントサービスは個人のお客様向けのサービスです。したがって、法人等のお客様は対象とはなりませんのでご注意ください。
詳しくは、ポイントサービスのパンフレットをご覧ください。 

●貸金庫の数量には限りがございます。　●ご利用にあたっては、当行所定の基準がございます。なお、お申し込み当日にはご利用いただけませんのであらかじめ
ご了承ください。　●店舗によって、設置された貸金庫の種類が異なります。したがって、ご希望される貸金庫をお申し込みいただけない場合がございますので、
詳しくは窓口でおたずねください。　●お届け印・ご本人確認のできる書類など、必要な書類がございます。　●お申し込みは必ずご本人がご来店のうえ、窓口で
お手続きください。　●ご利用料金は、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）　●上記ご利用料金には消費税が含まれています。 

（平成21年9月30日現在） 

ポイントお取引例 
（該当ポイント数に達するお取引例） 

500
ポイント 

1000
ポイント 

●定期預金500万円 
●給与振込+住宅ローン 
　+定期預金400万円+貸金庫 など 

●定期預金1,000万円 
●給与振込+住宅ローン 
　+定期預金900万円+貸金庫 など 

サイズ 

小型 

中型 

大型 

規定料金 

2,362円 

3,045円 

3,780円 

1,771円 

2,283円 

2,835円 

1,535円 

1,979円 

2,457円 

ポイントサービス 
500P以上（25%割引） 

ポイントサービス 
1000P以上（35%割引） 

お申し込みの 
際のご注意 

お客様から信頼される銀行を目指して 

お客様から信頼される銀行を目指して 
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5つのコンセプト 

「先進技術で、大きな安心」を提供する 

「指静脈認証システム」を利用した 
 全自動貸金庫 

「より気持ちよく、より安心して」 

ご利用いただけるATMコーナー 
 

「ひろびろ、ゆったり、安心」な店舗前面の駐車場 5

1 2

実籾支店 多古支店 

お客様の安全性と利便性に配慮した「5つのコンセプト」に基づく店舗づくりに取組んでいます。 

お客様から信頼される銀行を目指して 

お客様から信頼される銀行を目指して 
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新 設 店 舗  　平成21年7月13日に新鎌ヶ谷支店を、東武野田線、新京成線、北総鉄道の3線が乗り入れる新鎌ヶ谷駅前に開設しました。 

新鎌ヶ谷支店　全景 

支店名称 

所在地 

新鎌ヶ谷支店 

鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷2-8-10

電話番号 047-441-0100

貸金庫 
（指静脈認証システムを 
 利用した全自動貸金庫） 

1,018箱 

16台（含障害者用1台） 

ATM

駐車場 

※専用ブース2室と貸金庫室前に専用ラウンジを設置 
　（うち1室は車いすの方にもご利用いただけます） 

3台 
うち2台は、目のご不自由な方に配慮した電話機と 
同一のキー配置を施したハンドセット付ATM

「どなたでも、どこでも、むりなく」ご来店いただける、通路・トイレのバリアフリー対応 

ATMコーナーには新型インフルエンザ対策として、 

空間清浄システムを設置 
「気軽に、ゆっくり、ご相談」いただける、 

個別ブースの相談コーナー 
 

3

4

小さなお子様のためのおむつ交換台 

詳しくはP19へ 

お客様から信頼される銀行を目指して 
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当行ホームページのご案内  

　個人、法人、株主・投資家の皆様に当行の最新の情報をお伝えするだけでなく、便利でわかりやすいホーム
ページにしています。 

京葉銀行ホームページアドレス 

▲
 

「法人・事業者向けインターネットバンキング」ページ 
「アルファビジネスダイレクト」 7法人のお客様 1

7

1 2

5

3

4

6

http://www.keiyobank.co.jp

トップページ／個人のお客様 
セキュリティ対策ツールを導入！ 

「スパイウェア」「フィッシング詐欺」対策

としてセキュリティ対策ツール「エヌプロ

テクト：ネチズン」のご提供をしています。 

フィッシング対策ソフトをご利用ください 

当行のホームページとインターネット

バンキングは、フィッシング対策ソフト

「Phish Wall（フィッシュ ウォール）」に

対応しています。 

・当日扱いでの「都度指定振込」も実現! 
・総合振込や、給与・賞与振込もOK!

お客様から信頼される銀行を目指して 

お客様から信頼される銀行を目指して 
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株主・投資家の皆様 2

「個人向けインターネットバンキング」ページ 
「アルファダイレクトバンキング」 3

「相談会・セミナーのご案内」ページ 4 「ローンお申込み」ページ 6

「みんなの住宅ローン講座」ページ 5

インターネットで投資信託!
インターネットバンキングでは、投資信託の購入・

募集申込や解約申込の他、お申込状況、取引履歴、

直近損益など各種照会もできます。 

・年金や資産運用のご相談、各種ローン 
　に関するご相談のご案内をしています。 

・詳しくは、18ページをご参照ください。 

・各種ローンのお申込みができます。 

お客様から信頼される銀行を目指して 
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企業再生支援の継続的取組み【企業経営サポートグループ】 

　地域経済活性化の観点から、お取引先企業のサポート体制の更なる強化を目指し、平成21年2月に「企業経営
相談室」から「企業経営サポートグループ」に名称を変更しました。 
　急激な経済変動により、純資産がマイナスになるなど財務内容の悪化や資金繰りにお困りのお取引先企業の
相談に応じています。 
　業績不振の原因が一過性か構造的なのか事業内容や将来性を分析し、今後の対応について一緒に検討する
など、お取引先企業の目線に合わせ親身に対応しています。 

個人ローンサポートグループの新設【個人ローンサポートグループ】 

　経済環境や所得環境の悪化による住宅資金の返済相談業務へのニーズ増加に対応するため、平成21年2月
に「個人ローンサポートグループ」を新設しました。 
　「個人ローンサポートグループ」は返済相談会を随時行い、返済期間の延長や一時的な元金支払いの据置等、
お客様の生活実態に合った返済条件変更のご相談を受け付けています。 
　今後もお客様目線に立ったきめ細かな相談業務を行い、地域金融機関としてより多くのお客様のお役に立てるよう
努めていきます。 

中小企業金融円滑化法への対応 

　既に平成21年2月より、上記の「企業経営サポートグループ」、「個人ローンサポートグループ」を立ち上げ相談
業務を行っていましたが、平成21年11月30日に中小企業金融円滑化法が国会で成立したことを受け、12月1日に
「金融円滑化管理委員会」を設置し、より一層金融円滑化をサポートする態勢としました。 
　今後も住宅ローンの返済相談や、中小企業のお客様の経営相談、ビジネスマッチング等に積極的に取組んで
いきます。 

農業ビジネスへの取組み 

　農地法の改正により、農業ビジネスモデルが所有から利用へと変化していく中、当行では、地場産業育成の一環
として農業ビジネスへのサポートを通じた地域社会への貢献を実現していくため、平成21年4月に「アグリビジネス
支援室」を新設しました。 
　「川上」の農業生産者、「川中」の加工業者、「川下」の物流・外食を含めたビジネスマッチングに積極的に
取組んでいます。 
　平成21年12月末現在、紹介により20先が成約に至っており、お客様との共存・共栄に力を入れています。 

お客様から信頼される銀行を目指して 

お客様から信頼される銀行を目指して 
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お客様のご預金の安全性について 

　「振り込め詐欺被害者救済法」の趣旨を踏まえ、振り込め詐欺対応チームを設置して、振り込め詐欺被害者に対する
迅速な対応をしています。振り込め詐欺被害発生防止に向け、不正利用口座に対する監視体制を強化しています。
下記のフリーダイヤルで振り込め詐欺等の被害に遭われた方からのご照会を受け付けています。 

「振り込め詐欺」対策について 

■平成21年度上期開催の「相続と遺言」・「事業承継」に関する講演会 

年金相談会の開催について【お客様サポートグループ】 

までお気軽にご連絡ください。 

　社会保険労務士による個別年金相談会を県内各営業店・柏コンサルティングプラザにて開催し、複雑な年金
制度の説明や年金請求手続きのお手伝いをしています。平成21年度上期には、395回開催しました。また、仕事等の
都合で平日の年金相談会にご参加いただけない方のために、休日に当行ローンプラザ・柏コンサルティングプラザ、
一部の営業店ならびにデパート等において個別年金相談会を60回開催しました。さらに「退職前後の手続き」や
「年金問題」など一般的なテーマを題材にした休日年金セミナーを県内公共施設などで6回開催しました。 
　相談会・セミナーともに、当行とお取引のない方にも気軽にご参加いただいています。 

相続・事業承継への取組みについて【お客様サポートグループ】 

　高齢化社会の進展に伴い、次世代へのスムーズな財産の承継に対するお客様のニーズは高まっています。 
　相続関連業務については、平成18年1月に信託代理店として参入して以来、遺言信託および遺産整理業務等を通じて、
数多くのお客様のお手伝いをさせていただいています。また、お客様とのきっかけ作りの一つとして開始した「相続と遺言
に関する講演会」は、定期的な開催が定着し、平成21年度上期には3回開催し、72名のお客様にご参加をいただき、
支店で開催されたミニセミナー（36回開催）の参加者430名も加えると、500名を超えるお客様にご参加をいただきました。 
　事業承継については、主に日本経済の発展の原動力となってきた中小企業オーナーの皆様を対象に、講演会を平成
21年度上期に1回開催し、25名のお客様にご参加いただきました。更に、お客様のご要望によっては、専門的かつ高度
な相談ニーズについても対応できるようコンサルティング会社への紹介業務も行っています。 
　今後も、地域金融機関として、お客様目線にたったサービスの提供に努めていきます。 

年金相談会・セミナーへお申し込み、お問合せはお近くの営業店もしくは 

年金相談会・セミナーの主な内容 

● 各制度（厚生年金・国民年金・共済年金）の概要について 
● 公的年金の受給資格について 
● 年金受取方法について（繰上げ・繰下げ制度） 
● 年金見込額の算出（概算） 
● 年金手続き関係（年金請求書の作成のアドバイス、添付書類の説明） 
● 在職老齢年金について 

● 公的年金受給後の手続き等について 
● 遺族年金について 
● 年金問題（ねんきん定期便等）について 
● 年金制度の改正について 
● 退職後の医療保険について 
● 雇用保険について（基本手当、高年齢雇用継続給付） 

「相続と遺言」 千葉、船橋、松戸、各1回　計3回 

「相続と遺言ミニセミナー」 支店等にて累計36回 

「事業承継」 千葉1回 

お客様から信頼される銀行を目指して 

0120-46-0852 受付時間 月～金9：00～17：00
（祝日および12月31日～1月3日は除きます） 京葉銀行ダイレクトサービスセンター 

0120-8789-56 受付時間 9：00～21：00
（土・日・祝日および12月31日～1月3日は除きます） 振り込め詐欺被害者受付窓口 
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〈ポイント連動型〉キャッシュプレゼント付定期預金 
　平成21年4月から平成21年7月まで、5年もののスーパー定期預金に“当行の
ポイントサービスのポイント数に応じて、キャッシュプレゼントが受け取れる”「〈ポイント
連動型〉キャッシュプレゼント付定期預金」をお取扱いしました。 
　お客様からご好評をいただき、平成21年10月より平成22年1月まで再度お取扱い
をしました。 

預入期間 

預入金額 
 

キャッシュプレゼントについて 
 

その他 

 

5年 

100万円以上500万円以内（100万円単位） 
※本定期預金残高は合計で500万円が限度となります。 

京葉銀行ポイントサービスのポイント数に応じて、 
年間2回6ヵ月ごとにキャッシュをプレゼントします。 

預入期間中にポイントが増減することにより、キャッシュ
プレゼントの入金金額が毎回異なる場合があります。 

アルファダイレクトバンキングの利便性向上 
　銀行に行かなくても手軽に銀行取引がご利用いただけるダイレクトチャネル。
京葉銀行では、お客様のニーズにお応えすべく、アルファダイレクトバンキングの
機能強化を随時実施しています。 
　今後もお客様の利便性・安全性を第一にサービスの向上を図っていきます。 

平成21年4月 

平成21年7月 

・投資信託の取扱い開始 

・定期預金作成メニューにおける取扱い   
定期預金種類の拡大 
・入出金照会メニューの追加 

インターネットバンキング 

テレフォンバンキング 

アルファ外貨定期預金・株式投資信託初回購入キャンペーン 
 　平成21年10月から平成22年3月まで、アルファ外貨定期預金または 

株式投資信託のお取引口座をご新規で開設し、対象商品を50万円相当 
額以上ご成約いただいた個人のお客様に、1,000円分のVISAギフトカード
をプレゼントします。 

※アルファダイレクトバンキングは、インターネットバンキング、テレフォンバンキング、モバイルバンキングの3つのサービス
の総称です。 

インターネットバンキングについては13、14ページをご参照ください。 

期間 

対象者 

対象商品 

条件 
 

プレゼント 

平成21年10月1日から平成22年3月31日まで 

個人 

アルファ外貨定期預金（全5通貨）・株式投資信託 

1,000円分のVISAギフトカード 

期間中に「アルファ外貨預金口座」・「投資信託取引口座」を開設し
同時に対象商品を50万円相当額以上成約 

■主な機能追加 

お客様から信頼される銀行を目指して 

お客様から信頼される銀行を目指して 
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ホームページについては14ページをご参照ください。 

「みんなの住宅ローン講座」当行ホームページに開設 
 　平成21年8月24日より住宅ローンをお考えのお客様に、住宅ローン

について分かりやすく学んでいただき、お客様個々のライフプランに合った
住宅ローンのプラン作りに役立てていただくことを目的とした、ホームページ
コンテンツ「みんなの住宅ローン講座」を開設いたしました。 

住宅ローンの「ATM一部繰上返済予約サービス」 
　平成21年9月7日よりATMのご利用時間（元日を除く毎日
朝8時から夜9時）内であれば、窓口に来店せず一部繰上返済
のご予約ができる、住宅ローンの「ATM一部繰上返済予約
サービス」のお取扱いを開始いたしました。 

住宅ローンの「こつこつ繰上返済サービス」 
　お客様ごとのライフプランに応じた返済計画に対応する為、
平成21年3月より「こつこつ繰上返済サービス」のお取扱い
を開始しました。返済に余裕のある時期に返済額を多めに
設定することにより、将来の返済額を少なくできるサービスです。
　今後もお客様とともに、変化・ニーズに対応した住宅ローン
づくりに取組んでいきます。 

お客様から信頼される銀行を目指して 
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指静脈認証ICキャッシュカード（発行手数料無料） 

新型インフルエンザ対策 

　平成21年9月より、来店されるお客様の安全を第一に考え、新型インフルエンザウイルスの感染を防ぐため、全国
の銀行で初めて、ATMコーナーのある全営業店に空間清浄システムを導入しました。 
　このシステムは空間を浄化する「ウイルスウォッシャー機能」を搭載しており、新型インフルエンザウイルスの感染力を
99%以上抑制することができます。 
　また手指消毒アルコールを営業店内に設置するとともに、お客様用トイレにうがい薬を設置しました。 

従来の磁気ストライプのキャッシュカードに指の
静脈パターンの情報（指静脈情報）を登録した
ICチップが搭載されたカードです。 
ICチップ内の指静脈認証はご本人を確認する、
セキュリティの高いシステムです。 

ICチップは非常に精密な部品でつくられ、従来
の磁気ストライプのみのキャッシュカードに比べ
偽造されにくい構造となっています。 

指静脈情報により、ご本人確認をした場合は、ご
本人様以外による利用、いわゆるなりすまし取引が
極めて困難なため、安全となります。 

ATMコーナーに空間清浄システムを設置 

※紛失・再発行の場合は、手数料として1枚につき1,050円かかります。 

空間清浄システム 

最大100m2の広い空間を浄化する「ウイルスウォッシャー

機能」を搭載。「ウイルスウォッシャー機能」を司る電解水

技術は、新型インフルエンザウイルスの感染力を99%
以上抑制できることが実証されています。 

　指静脈認証ICキャッシュカードは、従来の暗証番号
による本人確認に加え、指静脈情報による厳格な本人
確認（指静脈認証）を行いますので、安全性が強化
されます。また、指静脈認証のできないATM取引の
ご利用限度額を引下げることにより、偽造や盗難など
による不正な引出しのリスクをより軽減することができ
ます。 

お客様から信頼される銀行を目指して 

お客様から信頼される銀行を目指して 
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配当金について 

■常務取締役 

■取締役 

　佐久間　武彦　　鶴岡　茂樹　　露崎　忠夫　　石原　康有　 

　飯高　弘史郎　　山下　禎三　　熊谷　俊行　　君塚　英治 

■常勤監査役　　　　　　　　　 ■監査役 

　三股　幸雄　　森　謙二　　　　勝又　基夫　　　小野　功　　　磯貝　正尚 

（役員構成は平成21年9月30日現在） 

渡部　茂樹　　福田　紀夫　　上村　進　　相原　薫 

監査役　勝又基夫、小野功および磯貝正尚は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。 
なお、監査役　勝又基夫は平成21年12月20日、逝去により退任しました。 

取締役頭取（代表取締役） 

小島　信夫 
専務取締役（代表取締役） 

藤坂　政美 
取締役会長（代表取締役） 

綿貫　弘一 

 

　当行では、銀行業としての公共性に鑑み、お客様や
地域社会への信頼にお応えするために、健全経営と
内部留保の充実に努めますとともに、ステークホルダー
への適切な配分を行うことを基本方針としています。 
　中間配当金につきましては、収益状況および今後の
事業展開などを総合的に勘案し、前期と同様に1株
当たり4円とさせていただきました。 
　内部留保金につきましては、効果的な店舗投資やIT
投資を継続して行い、お客様へのサービス向上を図ると
ともに、経営基盤の拡充や経営体質の強化のため、
有効に活用していきたいと考えています。 

中間配当金の推移（1株当たり） 

4

0
H17/9

3円 

H18/9

3.5円 

H19/9

4円 

H20/9

4円 

H21/9

4円 

（円） 
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