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付加価値を創造できる人財育成への取組み
当行では、
「お客様のお役に立ち、企業を支え、成果を上げる」ことのできる行員を財産と捉え 人財 と
表しています。

充実した研修制度
専門性・営業力を行員一人ひとりが習得できる実践的な教育研修と専門知識が習得できるインターネット
研修「e-ラーニング」
を導入し、常に自己啓発・育成にチャレンジできる環境を整えています。
若手行員早期育成への取組み

担当する業務にかかわらず、高い専門性を身に付け、お客様のあらゆる要望にお応えできる人財を
育成するため、階層別研修、
日常業務に直結したロールプレイングやセールストーク研修、
インストラク
ターによる個別指導研修など、実践的な教育研修システムを構築しています。特に新入行員には、2ヵ月
の宿泊研修を実施し、実務知識習得や業務に必要な資格取得を集中的に行っています。
また、休日の研修所を有効活用し、FP資格や証券外務員資格取得を目的としたホリデーセミナーを
継続的に実施しています。研修所の自習室やe-ラーニングの利用も可能であり、本部行員による補完
的な講義を開催するなど、若手行員の人財育成を全面的に支援しています。
女性行員の能力開発支援

女 性 行員の活 躍の場を広げるため、住 宅
ローン等の業務知識向上を目的とした住-Navi
（住宅ローン審査支援システム）
に関する業務
別研修や女性融資役席者養成研修を行って
います。女性行員の能力開発のみならずモチ
ベーション向 上やキャリアアップを積 極 的に
支援しています。
中高年行員の活躍支援

50歳以降の中高年行員に対し、
キャリア&
ライフプラン研修を行い、今後の人生設計を
考える機 会を設け、やりがいや働き甲斐を再
確認し今後も充実して働けるようサポートして
います。
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キャリアチャレンジ制度
当行では、
「キャリアチャレンジ制度」
（ 行内公募制度）
を導入しています。行員一人ひとりの能力を活かし、
組織の更なる活性化を図るため、行内特定部署への配属候補者の公募のほか、
お客様目線の金融サービス
創造の意識に基づいた知的サービス提供力が必要不可欠となっていることから、
プロフェッショナルな人財を
育成する一環として中小企業診断士や証券アナリスト等の公的資格取得者養成についての公募も行って
います。

ワークライフバランスに向けた取組み
当行では、仕事と家庭生活の両立を支援するため、毎週水曜日及び２月・８月の全店一斉定時退行週間を
含む早帰りの推進など、総労働時間の短縮を図り、効率的な業務推進を積極的に行っています。従業員が
趣味や生きがい、
自身のキャリアアップ等に時間を有効に活用することにより、充実した仕事に繋がるという
好循環に結びついています。
また、仕事と子育ての両立支援に必要な雇用環境の整備を図るため、保育料等の費用補助制度の導入
や各種両立支援策を周知するためのハンドブックを作成し、育児に取組む行員が働きやすい職場環境づくり
に努めています。
保育料等の費用補助制度

小 学 校 3 年 生までの 子 供 のいる行員が 、
仕 事と子 育ての 両 立 のため、保 育 所（ 園 ）
・
託 児 所・学 童 保 育 等 の 各 種 保 育・子 育て
サービスを利用した際の費用補助制度を導入
しています。

育児短時間勤務制度

小学校就学前の子供のいる行員が申し出を
すれば、勤務時間を短縮できる制度です
（1日に
つき2時間を超えない範囲、30分単位で短縮）
。
全行員がより長く安心して働ける環境作りに、
積極的に取組んでいます。

次世代認定マーク「くるみん」取得

当 行は子 育て支 援 の 環 境 整 備に優れた
企業として、次世代育成支援対策推進 法の
認 定を受け、千 葉 労 働 局 長より次 世 代 認 定
マーク「くるみん」
を取得しています。

お客様から信頼される銀行を目指して
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環境問題への取組み
アルファバンクの
「エコプロジェクト」
環境意識の高まりを受け、CSR（企業の社会的
的
エコ
責任）
の取組みの一環として、
お客様参加型のエコ
プロジェクトを実施しています。

Pay-easy利用で環境保全をサポートする

「エコプロジェクト」

概要

当行で「Pay-easy（ ペイジー）収納サービス」を利用して税金・各種料金をお支払いいただいた場合、納付
1件につき5円を、当行が「ちば環境再生基金」
に寄付させていただきます。

実施期間

平成22年10月1日〜平成23年12月31日
（1）当行ATM

ペイジーの
お取扱いチャネル

（2）インターネットバンキング
●個人のお客様：アルファダイレクトバンキング

●法人のお客様：アルファビジネスダイレクト

（3）モバイルバンキング（個人のお客様専用）

※平成23年4月よりペイジー収納サービスを追加しました。

満期案内 を 環境保全 に変える

「エコプロジェクト」

概要

現在郵送されている
「定期預金の満期案内」
について、ご案内を希望されないお客様への発行を中止させ
ていただくことで「紙資源の節約」
や「環境保全」
を図ります。
プロジェクトにご賛同いただいたお客様1名につき年間50円を当行が「ちば環境再生基金」
に寄付させて
いただきます。

寄付金の算出基準
及び寄付の
実施時期

毎年12月末日を基準日として、ご賛同いただいたお客様のうち、基準日時点で定期預金残高があるお客様
を寄付の対象人数として金額を算出のうえ、翌年3月までに寄付を行います。

寄付の実施状況
について

寄付の都度、当行ホームページにて公表させていただきます。

その他

本プロジェクトへのご賛同は個人のお客様が対象で、お申込みが必要となります。

環境に配慮した店舗
平成23年1月に新築移転したちはら台支店には、地球温暖化
の対策となるCO 2 削減に寄与すべく、太陽光パネル・LED照明・
自然光採光窓を導入しました。また、平成23年4月に新築移転
した新船橋支店には、太陽光パネル・LED照明を、6月に新築
移転した白井支店には、LED照明を導入するなど、今後も環境に
配慮した店舗作りを積極的に行っていきます。

太陽光パネル
（新船橋支店）
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テレビCM・情報誌
家族の
「きずな」
をテーマに新テレビＣＭを放映開始
本年4月より、家族の「きずな」にスポットを当てたテレビＣＭを放映しています。このＣＭは、当行ホーム
ページの「ＣＭギャラリー」並びに店頭のプラズマディスプレイ等でご覧いただけます。
また、
ＣＭ採用曲については、千葉県の若手音楽家をサポートしていく観点より、千葉を拠点に活動して
いるthe strange drama（ストレンジドラマ）
の曲「巡り逢えたこと」
を採用しています。

「親子で一緒」篇

「お兄さんの結婚式」篇

お客様向け新情報誌「きずな」
を創刊
平成22年10月、
お客様向けの新情報誌として
「きずな」
（4月・10月の年2回発行）
を創刊しました。
新情報誌「きずな」は、前情報誌の「ゆとり」で、お客様からご好評をいただいて
いた「旅と健康」
というテーマに加え、新たに人と地域の絆にスポットを当てた特集
やセカンドライフを充実させる生活情報等を紹介しています。また、見やすい書体を
選定し、
すっきりとしたゆとりあるデザインに配慮しています。

お客様向けシリーズ小冊子「鉄道で行く千葉」発刊
平成21年10月より、お客様向けのシリーズ小冊子として、
「鉄道で行く千葉」
を発刊しています。
CO 2 削減に効果が高い鉄道をテーマに、環境に配慮しながら
地 域を楽しんでいただくきっかけになればと県内の2 4 路 線を
ご紹介しています。平成24年9月までの3年間、
毎月1回計36回で、
毎月下旬に店頭に備え置き、
ご来店されたお客様にご自由に
お持ち帰りいただいています。

「新テレビCM」、
「きずな」及び「鉄道で行く千葉」の内容は、
当行ホームページでもご覧いただくことができます。

京葉銀行

検索
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文化・スポーツ活動
京葉銀行文化プラザ
平成20年4月より
「千葉市文化交流プラザ」のネーミングライツ
（命名権）
を取得し、同施設は「京葉銀行
文化プラザ」
となりました。
（ 協定期間：平成20年4月1日〜平成25年3月31日）
当プラザを利用した各種セミナー及び講演会等各種イベントの開催を実施していくとともに、千葉市との
協力により
「京葉銀行文化プラザ」が地域の皆様の文化交流の場として発展するよう努めていきます。
至 成田

至 東京

千葉

駅

京葉銀行文化プラザ
京葉
本店銀行

京

成

千
葉
駅

JR

千葉
そごう

千葉
三越

若い芽のαコンサート協賛
平成元年より、将来性のある若い演奏家の育成と
芸術文化の振興を目的として、
（ 財）千葉県文化振興
（ 毎年6月、
財団が主催する「若い芽のαコンサート」
千葉県文化会館大ホール）
に協賛しています。
これまでに、25回、72人が公演し、
その後プロとして、
世界の舞台で活躍している演奏家も輩出しています。

本店営業部ロビー展「アルファバンクアートフォーラム」開催
平成17年10月より、本店営業部ロビー展「アルファバンクアートフォーラム」
を開催し、
「 本店ショー
ウィンドーギャラリー」
とともに芸術・文化の情報発信の場として、季節感や話題性に富んだ様々な分野の
芸術作品をご紹介しています。
平成22年度に開催した作品展
上開地真雪絵画&絵本原画展
（平成22年4月19日〜6月11日）
村 田 裕 生 日 本 画 展
（平成22年7月20日〜9月10日）
近 藤 友 恵 洋 画 展
（平成22年9月21日〜11月5日）
狩 俣 公 介 日 本 画 展
（平成22年12月6日〜平成23年1月28日）
泉 東 臣 日 本 画 展
（平成23年2月14日〜4月8日）
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本店ショーウィンドーギャラリー開催
当行本店では、芸術や文化を発信する場として、平成
17年度より
「日本の伝統」
というテーマでショーウィンドー
ギャラリーの展示を行っています。
平成23年7月からは、
「がんばろう! 千葉」の趣旨に賛同
した特別企画として、千葉県で作られている伝統の品々
をご紹介しています。

カレンダーの県内若手有望画家起用
昭和49年のカレンダーより、千葉県にゆかりのある画家の作品をご紹介してい
ます。永年にわたり、東山魁夷画伯をはじめ県内にゆかりの深い有名画家の作品
をご紹介してきましたが、平成14年からは、今後ますます活躍が期待される若手画
家を中心に紹介しています。
今年は船橋市出身の日本画家狩俣公介氏の作品をご紹介しています。

各種スポーツ大会の支援
地域のスポーツ振興の一環として、子供から高齢者まで人気があり、楽しめるスポーツの支援をしています。

1 ママさんバレーボール大会の支援

家庭婦人のスポーツとして盛んなバレーボールの大会を毎年秋に千葉県家庭婦人バレーボール連盟と共催で
行い、賞品、参加賞、
ボール等を寄贈しています。
共催の大会（平成22年度）
「第19回α杯千葉県家庭婦人バレーボールシニア大会」 50歳以上の61チーム
（約800名）参加
「第15回京葉銀行杯千葉県家庭婦人バレーボール大会」 50歳未満の32チーム
（約500名）参加

2 少年軟式野球大会の支援

子供たちの大好きな野球の大会へ賞品を寄贈しています。

平成22年度「第34回千葉市少年軟式野球協会秋季中央大会」
152チーム約3,000名の小学生が参加

3 グラウンドゴルフ大会の後援

最近、高齢者スポーツとして、特に人気のあるグラウンド
ゴルフの大会へ賞品等を寄贈し後援しています。
平成22年度
「第14回千葉県グラウンドゴルフ大会」春 約1,500名参加
「第22回千葉県グラウンドゴルフ大会」秋 約1,500名参加

お客様から信頼される銀行を目指して
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地域貢献・社会福祉活動
千葉駅前オフィス町内会
平成4年2月に、JR千葉駅前にオフィスを置く事業所が企業の
社会的責任を自覚し、環境問題である千葉駅前地区の環境美化
活 動と、会員企 業 6 0 社より出される古 紙のリサイクル活 動を
行っており、当行はその代表幹事、事務局を務めています。
環境美化活動として、毎月、第一水曜日に約200名の参加
のもと千葉駅前地区の清掃活動と、年間376トンの古紙回収を
行い、地域社会に貢献をしています。

金融教育の取組み
金融教育取組みの一環として「 αバンク探検ツアー」
を開催
しています。小学生の子供たちに対し、銀行業務の基本を説明
するだけでなく、実際に大人が働く職場を体験することで、子供
たちの就業観・就労観を少しでも育成できるよう努めています。

就業体験（インターンシップ）
の受入
地域金融機関の役割として、学生が実社会において必要な
能力やスキルへの理解を深める機会を提供するため、職場体験の
実習受入を行っています。住宅ローン、企業融資審査に関する
講義やグループディスカッションを通して、銀行業務に関する理解
はもちろん、働く意義や社会における仕事の役割等を意識できる
よう努めています。
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財団法人千葉県肢体不自由児協会への寄付
平成22年10月に小島頭取が金融専門誌「月刊金融ジャー
ナル」より、取引先及び地域の発展に貢献した優れた金融機関
の経営者に贈られるベストバンカー賞を受賞しました。
その副賞を企業の社会的責任（CSR）の一環として、車椅子
などの機器購入等にご利用いただくよう財団法人千葉県肢体
不自由児協会に寄付しました。

献血の実施
千葉県赤十字血液センターへ年2回本店、本部の行員を主に献血を実施しています。
平成22年度は128名、47,200ccを採血し協力しました。

小さな親切運動
京葉銀行の役職員、約2,000名の募金を、毎年寄付活動等により、地域社会に役立てています。
平成22年度は、肢体不自由児100名をディズニーリゾートへ、福祉施設入所者528名を9回のコンサート
へ招待しました。
また、東日本大震災の義援金等、11団体へ2,495万円の寄付を行いました。

京葉銀行ホームヘルパー助成基金
平成5年2月に、高齢社会における在宅福祉サービスの担い手であるホームヘルパーを支援するため、
公益信託「京葉銀行ホームヘルパー助成基金」
を設立し、毎年千葉県内のホームヘルパー事業に携わる
団体へ助成金を贈呈しています。
これまで18年間、223団体、3,464万円を助成しホームヘルパー団体の研修事業や、施設、機器等の
整備に役立てられています。

千葉県の皆様を中心とした雇用への取組み
地域金融機関として地域の雇用創出に寄与したいと考えて
います。
平 成 2 3 年 3月末 現 在 、当 行 役 職 員として2 , 0 1 6 名 、
嘱託・パートとして339名、他社からの派遣・出向1名、当行
グループ会社429名、合計2,785名の千葉県の皆様の雇
用を実現しています。

うち千葉県在住者

2,785名

京葉銀行及び
グループ会社の
総就労人員数

（98.03%）

2,841名

お客様から信頼される銀行を
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金融犯罪防止への取組み
キャッシュカードセキュリティ対策
お客様にキャッシュカードを安全にご利用いただくために次のような対策を講じています。

1 指静脈認証ICキャッシュカードの発行

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。
なお、
指静脈認証機能付ATMを各店に原則2台設置
しています。

指静脈認証対応ATM

平成23年3月現在の当初設定されている1日のATMにおけるご利用限度額は下記の通りです。

2 1日当たりのATM支払限度額

お引出し 100万円
お振込み 100万円
お振替え 500万円
磁気ストライプの
キャッシュカード （他行ATM利用の場合は
「お引出し」
と
「お振込み」の合算で50万円）
お引出し 100万円
お振込み 100万円
お振替え 500万円
指静脈認証IC
キャッシュカード （他行ATM利用の場合は
「お引出し」
と
「お振込み」
で、
それぞれ100万円）

※指静脈認証ICキャッシュカードをご使用の場合であっても、指静脈認証機能の無いATMをご利用の
場合は、磁気ストライプのキャッシュカードを使用した場合の限度額が適用されます。

1日当たりのATMご利用限度額をお客様のご希望額に応じて1万円単位で設定できるサービス
を実施しています。平成23年3月現在の変更可能額は以下の通りです。

3 カードご利用限度額設定サービス

磁気ストライプの
キャッシュカード

0円〜100万円

お引出し

お振込み

0円〜100万円

お振替え

0円〜500万円

お引出し 0円〜200万円 お振込み 0円〜500万円 お振替え 0円〜500万円
指静脈認証IC
キャッシュカード （他行ATM利用の場合は
「お引出し」
と
「お振込み」の合算で0円〜200万円）

※限度額の引下げはATM・窓口で手続きができますが、限度額の引上げはATMではお取扱いできません。

4 総合口座貸越限度額設定サービス

ATMご利用時の貸越限度額をお客様のご希望に応じて1万円単位で設定できるサービスを
実施しています。手続きは窓口で受付けています。
設定できる貸越限度額の範囲

0円〜200万円

5 ATM取引等における総合口座貸越停止

平成20年3月よりATM取引やデビットカードとしての利用の際に、総合口座貸越を行わない
ようにするサービスを開始しました。ATMでお手続きいただけます。

6 ATMにおける暗証番号変更

ATMで暗証番号の変更ができるサービスを実施しています。

類推され易い暗証番号利用者への
7 注意メッセージ

生年月日、電話番号等の類推され易い暗証番号を使用しているお客様が当行ATMをご利用
になった際に、暗証番号変更をお勧めする注意メッセージを表示しています。
また、
キャッシュカード発行や暗証番号変更を行う際に、類推され易い暗証番号を設定する
ことはできないようにしています。

8 ATM覗き見防止対策
9 盗撮による偽造カード対策

1

全ATM画面に覗き見防止
フィルタを設置しています。

2

ATMブース間への覗き見防止
パネルを設置しています。

3

全ATMブースに後方確認用
ミラーを設置しています。

カードに刻印されている番号だけではカードの偽造ができないようにするため、
カードに刻印されていない
数字を照合することにより真正カードであることの判定をホストコンピュータで行う取扱いを実施しています。

10 暗証番号通信電文の暗号化

ATM取引時に入力した暗証番号をホストコンピュータに送信する際に、暗号化して送信する
取扱いを実施しています。
なお、
これまでに通信電文の傍受によるカード不正使用の被害は報
告されていませんが、予防的な対策として実施しています。

11 ATMでの暗証番号入力時の

ATMでお引出し等を行う際に表示する暗証番号入力用テンキーの配列を取引の都度変更
する機能を付加しています。

ATMとホストコンピュータ間の

テンキー配列変更

インターネットバンキング、
モバイルバンキング、
テレフォンバンキングは、1日当たりのお振込限度額を100万円の範囲内
（1万円単位）
でお客様
のご希望額に設定できます。
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インターネットセキュリティ対策
1 本人確認の厳格化

お取引きの際には、契約者番号、
ご利用番号、
ログオンパスワードを使用してご利用される
お客様本人の確認を行っています。

2 お客様情報の保護

最新の暗号化技術であるSSL128Bit（Secure Socket Layer）
を導入し、高いレベル
での安全性を確保しています。

3 フィッシング詐欺・スパイウェア対策

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）」及びスパイウェア対策に有効な
「nProtect：Netizen
（エヌプロテクト：
ネチズン）」に対応しており、無償でダウンロードできます。

金融不正取引被害抑制への取組み
平成22年10月より不正利用口座検知システムが稼働しました。ATM入出金等の取引情報やお客様情報を
本システムと連携させることにより、不正利用口座の兆候を事前に検知し、振り込め詐欺、
キャッシュカードの
偽造・盗難等、金融不正取引の未然防止、被害拡大の防止を図っています。

紛失・盗難のお届けを365日24時間有人受付
お届けいただける内容

カード・通帳・証書・印鑑の紛失・盗難に関するお届出
曜日
月〜金
土・日・祝日
12/31〜1/3

受付時間

お問い合わせ

8：45〜18：00

口座開設店

上記以外

自動機サービスセンター
043-242-3380

終日24時間

（注）21：00〜翌朝7：30及び1月1日〜1月3日
〈終日〉
は、
自動機サービスセンターにいた
だいた電話が第二地方銀行協会の「カード
紛失共同受付センター」へ転送されお受付
いたします。
※ 後日、書面等による正式なお届出が必要
となります。

（注）

「振り込め詐欺被害者受付窓口」
の設置
「振り込め詐欺被害者救済法」の趣旨を踏まえ、振り込め詐欺被害者受付窓口を設置しています。
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。

0120-8789-56

振り込め詐欺被害者受付窓口

受付時間 9：00〜21：00
土・日・祝日及び12月31日〜
1月3日は除きます

万一被害に遭われたときの補償制度
預金者保護法及び「全国銀行協会の申し合わせ」の趣旨に則り、
お客様が金融犯罪の被害に遭われた
場合、次の補償制度により被害の状況に応じて被害額の補償を行っています。

1

偽造・盗難カードの
不正使用による被害補償

2

盗難通帳・証書による
不正払戻し被害補償

3

インターネットバンキング等
による不正払戻し被害補償

お客様から信頼される銀行を目指して
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ご相談・ご意見受付窓口の設置
お客様相談室
お客様からの銀行業務に関するご意見、
ご要望をお寄せいただく部署として、
「お客様相談室」
を設置しています。
お客様相談室

043-222-2121（本店代表）
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）

金融ADR制度
平成22年10月1日より金融ADR
（Alternative Dispute Resolution）
制度が開始されました。
金融ADR制度とは、金融機関の業務に関する紛争を解決するための裁判以外の紛争解決手続のことで、
お客様が、
金融機関との間で十分に話し合いをしても問題の解決がつかないような場合にご活用いただける
制度です。国の指定を受けた指定紛争解決機関が、
お客様や金融機関からの申出をうけ、中立、公正な立場
から紛争の解決を図ります。
当行では指定紛争解決機関である
「全国銀行協会相談室」
と紛争解決業務に関する
「手続実施基本契約」
を締結しており、加えて加入協会である日本証券業協会から委託を受けた特定非営利活動法人「証券・金融
商品あっせん相談センター
（FINMAC）
」
とを利用することにより苦情及び紛争の解決を図ります。
当行にお申出のあった苦情・相談等で相当の期間を経ても解決にいたらない場合には、指定紛争解決機関
である
「全国銀行協会相談室」又は特定非営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター
（FINMAC）
」
（当行ホームページ及び店頭配置のチラシ等に記載）
を、
ご案内します。
当行利用の指定紛争解決機関のご案内

「全国銀行協会相談室」
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
TEL 0570-017109 または 03-5252-3772

特定非営利活動法人
「証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）」
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13第三証券会館
TEL 0120-64-5005
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インターネット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

http://www.keiyobank.co.jp

京葉銀行

検索

当行の決算内容や
事業内容を動画配信!
インターネット投資信託
インタ
ネット投資信託（個人
（個人のお客様限定）
人のお客様限定
人
定）が便利です
が便利です!
トで投
投資信託のご購入やご
ご
ご解
解約ができるだけでな
るだけで
でなく、保有されている
れて
てい
い ファンドの損益の照会な
なども可能です。
インターネットで投資信託のご購入やご解約がで

手数料10%
ュバック!
キャッシュバック!

（注1）

ご来店不要!
店不要!（注2）
メールオーダーで
ーダーで
お申し込みできます
みできます

インターネット専用商品
専用商品
品も

（注3）

ります
ご用意しております

インターネットバンキングで投資信託を購入すると、お申し込み （注2）
ご郵送に
郵送により
り
「投資信託 座 開設」「
タ ネットバン
トバン （注3）
インターネット投資信託では、窓口で取り扱う商品はもちろん、
口で取り扱う商品はもちろん
ご郵送により
「投資信託口座の開設」
と
「インターネッ
（注1）
（注
（注
注2）
）
手数料（税抜）
の10%相当額をキャッシュバックいたします。
。
インターネット専用商品も多数ご用意しております。
キング」のお申し込みができますので、
ご来店不要です。

手数料10%キャッシュバックの概要
手
手数料
キ
シ バ ク
対象となる
お 客 様
対象商品
対象となる
お 取 引

いつでも・どこでも・らくらく
投資信託の
ご購入や解約、照会ができます!

キャッシュ
バック金 額

インター
ネ ッ ト
投資信託の
ご 注 意

「操作体験版」をご用意!

※取扱商品は57〜58ページをご参照ください。

個人のお客様に限ります。
当行で取り扱う全ての投資信託

※窓口でご購入いただいた投資信託はキャッシュバックの対象とはなりません。投資信託積立サービス
（定時定額購入サービス）
によるご購入及びお申し込み手数料がゼロの投資信託はキャッシュ
バックの対象とはなりません。

インターネットバンキングで、投資信託をご購入いただいた場合。

※インターネットバンキングによる投資信託のご購入は、1日あたり合計1,000万円までとなりますので、
ご注意ください。

お申し込み手数料
（税抜）
の10%相当額をキャッシュバック金額とさせて
いただきます。

※キャッシュバック金額は、毎週末時点で取りまとめさせていただき、2週間後を目途にあらかじめ
ご指定いただいた指定預金口座へご入金いたします。

インターネット投資信託をご利用いただくには、アルファダイレクト
バンキングをご契約いただき、当契約に投資信託口座を追加する
お届けが必要となります。アルファダイレクトバンキングのご利用の
際には、
「京葉銀行アルファダイレクトバンキングご利用規定」
をよく
お読みください。
インターネット投資信託のご利用には、店頭もしくはご郵送にて投資
信託口座のご開設が必要となります。
インターネット投資信託のご利用は満20歳以上のお客様に限らせ
ていただきます。また、80歳以上のお客様
（インターネット投資信託を
ご契約後に80歳になられた方も含みます）
の投資信託ご購入取引に
つきましては、丁寧なご説明をさせていただくため、店頭でのお手続
きに限らせていただいております。
当行が取り扱いを中止させていただいた投資信託など、一部ご利用
いただけないお取引や銘柄があります。
平日14時以降及び休日のお申し込みは、翌銀行営業日扱いとなります。

※ダイワMMFについては、平日14時以降及び休日のお申し込みは翌々銀行営業日扱いとなります。

（平成23年4月30日現在）
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