お客さまの安全性と利便性のために
本部事務棟および電算センターの建設
創立７０周年記念事業の一環として、本部事務棟および電算センターを建設します。大規模災害に備えた
高度な安全性を確保するとともに環境にも配慮し、一般財団法人建築環境・省エネルギー機構の建築環境総
合性能評価システム
「キャスビー」
において最上級の Ｓランク の取得を目指します。

本部事務棟・電算センター完成予想図

新設・移転・建替店舗
新設・移転・建替店舗一覧
お客さまの安全性と利便性に加え、太陽光発電システムの設置・LED照明の採用等により、環境に配慮した
店舗づくりを行っています。
新設・移転・建替

店舗名

オープン年月

新設・移転・建替

新船橋支店

平成23年4月

移転

成田支店

平成２４年５月

建替

北小金支店

〃

５月

移転

保田支店

〃

７月

移転

白井支店

〃

6月

建替

みどり台支店

〃

7月

移転

東金支店

〃

8月

移転

印西牧の原支店

〃

9月

新設

印西牧の原支店
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年度以降

年度

オープン年月

平成

平成
23

店舗名

流山支店

〃 １０月予定

建替

八千代支店

〃 １２月予定

移転

市川支店

平成２５年度以降予定

建替

八千代緑ヶ丘支店（仮称）

〃

新設

北小金支店
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「成田支店」平成24年5月建替

「保田支店」平成24年7月移転

みどり台支店「建築部門優秀賞」
を受賞・柏の葉キャンパス支店「都市景観賞」
を受賞
平成23年7月に移転した「みどり台支店」は、都市景観および建築文化の向上等に貢献している優れた
建築物として千葉市より表彰されました。
また、
「柏の葉キャンパス支店」
は、柏の葉キャンパスエリアの景観と調和し環境に配慮している優れた建築物
として柏市より表彰されました。

みどり台支店

柏の葉キャンパス支店

緊急時の業務継続体制の充実
東日本大震災の経験を踏まえて、非常用発電装置設置店舗
を平成24年6月30日現在で77店舗に拡大しました。

非常用発電装置
（北小金支店）
お客さまの安全性と利便性のために
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お客さまの安全性と利便性のために
お客さまに便利でやさしいお店づくり
5つのコンセプト
当行では、
「お客さまに便利でやさしいお店づくり」
をテーマに、
『 5つのコンセプト』
に基づいた安全性と利便性
に配慮した店舗展開を行っています。

5つのコンセプト

1

「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

貸金庫ブースはゆったりとした個室仕様

3

「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

2

「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

貸金庫専用ラウンジ

4

「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

5

「ひろびろ、ゆったり、安心」
な店舗前面の駐車場

AED（自動体外式除細動器）
を全営業店に設置
来店されるお客さまの万一の事態に備えて、全営業店にAEDを
設置しています。
また、迅速かつ適切な対応が図れるよう、普通救命
講習Ⅰの修了者を全営業店に配置しています。

AED
（自動体外式除細動器）
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目のご不自由な方等に配慮した取組み
当行では、
目のご不自由なお客さまや、
お身体のご不自由なお客さまの利便性向上への配慮を常に意識し、
適切な対応を行うよう努めています。
■主な取組み状況

ハンドセット付ATMを全営業店に設置

音声誘導システムの設置

電話機と同一のキー配置を施したハンドセッ
ト付ATMを全営業店に
設置しています。
また、
新築、
リニューアル店舗を中心に、
店舗入口
の段差を排除するとともに、入口からハンドセット付ATMまで
点字ブロックの敷設を行っています。

平成23年1月以降に新設、
建替した各営業店に音声誘導システムを
設置しています。今後、
目のご不自由なお客さまの安全性、
利便性の
一層の向上に努めていくため、
設置店舗を拡大していく予定です。

窓口での振込手数料の優遇

平成23年7月より、希望されるお客さまに、点字による流動性
預金明細および全科目月末残高通知を発行するサービスを開始
しました。

目のご不自由な方が窓口で振込を行う際の手数料は、ATM
振込手数料と同額にしています。

点字明細の発行

視覚障がい者体験講習会の開催

杖ホルダーの設置

店頭カウンターや記帳台、ATMコーナーに「杖ホルダー」
を設置
しています。同ホルダーは、当行オリジナルのデザインで、体に当
たっても痛くない柔らかいゴム素材を使用しています。
また、
フッ
ク部分は遠くからでも目立つオレンジ色の配色とし、点字も採
用することで目のご不自由なお客さまにも配慮しています。

杖ホルダー

平 成 2 4 年 3月に当 行みどり台 支 店で「 視 覚 障がい者 体 験
講習会」
を開催しました。当日は、公益社団法人千葉県視覚
障害者福祉協会より講師をお招きし、実際にアイマスクをした
行員をお客さまに見立て、講師の指導のもと応対を学びました。

ハンドセット付ATM

視覚障がい者体験講習会

「ちばバリアフリーマップ」
に掲載
子育て中の方や高齢者、お身体のご不自由な方に安心して外出
いただけるよう、千葉県が県内のバリアフリー施設を紹介する「ちば
バリアフリーマップ」に当行の営業店が掲載されています。

千葉県健康福祉部「ちばバリアフリーマップ」http://wwwp.pref.chiba.lg.jp/pbbfmap/

※掲載営業店については、61ページからの店舗・店舗外キャッシュサービスコーナー一覧をご覧ください。
お客さまの安全性と利便性のために
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お客さまの安全性と利便性のために
ATMサービスのご案内
県内金融機関初! 指静脈認証ICキャッシュカードの店頭即時発行
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。このICキャッシュカードを当行では、店頭
で即時に発行しています。なお、指静脈認証機能付ATMを全営業店に原則2台設置しています。

指静脈認証機能付ATM

■その他のキャッシュカードセキュリティ対策

お客さまにキャッシュカードを安全にご利用いただくためその他にもさまざまな対策を講じています。
カードご利用限度額設定サービス
１日当りのＡＴＭご利用限度額をお客さま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。

ＡＴＭ取引等における総合口座貸越停止
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実施しており、
ＡＴＭでお手続きいた
だけます。

ＡＴＭにおける暗証番号変更
暗証番号の変更ができるサービスを実施しており、
ＡＴＭでお手続きいただけます。

多機能ＡＴＭ
日々の入出金から個人向け国債、外貨預金のお取引まで多彩な
便利 をお届けしています。
個人向け国債のお取引
外貨預金のお取引
米ドル

ユーロ

豪ドル

英ポンド カナダドル

住宅ローンの一部繰上返済のご予約
定期預金・貯蓄預金のお取引
を押してください。
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インターネットバンキングのご案内
豊富な商品ラインナップ
平成24年4月にお客さまの多様なご要望にお応えするため、
「インターネット専用投資信託」の取り扱い
ファンドを拡充しました。
また、住宅ローンや教育ローン等全ての個人ローンがインターネットでお申込みできます。

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
お客さま本人の確認を行っています。

2 お客さま情報の保護

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）」およ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。

お客さまの安全性と利便性のために
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お客さまの安全性と利便性のために
金融犯罪防止への取組み
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さま情報
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

受付時間

お問い合わせ

8：45〜18：00

口座開設店

上記以外

土・日・祝日

終日24時間

12/31〜1/3

自動機サービスセンター
043-242-3380

（注）21：00〜翌朝7：30および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。
振り込め詐欺被害者受付窓口

0120-8789-56

受付時間：月〜金 9：00〜21：00（祝日および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
預金者保護法および「全国銀行協会の申し合わせ」の趣旨に則り、
お客さま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
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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
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ご相談・ご意見受付窓口の設置
お客様相談室

お客さまからの銀 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（祝日および12月31日〜1月3日は除きます）

金融ADR制度
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、
お客さまが、
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、
お客さま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）
」
を利用することにより苦情およ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）
」
（当行ホームページおよ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

お客さまの安全性と利便性のために
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