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お客さまの安全性と利便性のために
千葉みなと本部の建設・店舗の新築移転等
千葉みなと本部の建設と次世代勘定系システムの構築

現在当行は、平成２７年２月の竣工を目指して、
「 千葉みなと本部」
を建設中です。また、平成３０年の稼働に
向け、銀行の基幹システムである
「次世代勘定系システム」の開発に着手しており、
「 千葉みなと本部」
と
「次世代勘定系システム」
を中核に、決済機能という重要な社会インフラを担う地域金融機関として、将来の
金融環境の変化にも適切に対応してまいります。
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平成２６年１月に
「古和釜支店」を八千代市内に
移転し、
「 八千代緑が丘支店」
としてオープンしま
した。新店舗は、
「安心・安全な室内環境」
をテーマに
産学連携による研究成果を取り入れ、シックハウス
対策に対応した内装材を使用しております。
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八千代緑が丘支店の新築移転

JR京葉線
千葉中央
警察署

千葉港

津田沼支店の新築移転

平成２６年7月に
「津田沼支店」
を新築移転
（習志野市
奏の杜1-3-5）
しました。新店舗は、新しい街という
地域性に配慮し、
お子さま連れのお客さまが安心して
ご来店いただけるようキッズスペース等をご用意
しています。また、大型ディスプレイを設置し、地域
の皆さまへ、
さまざまな情報を提供していきます。
千葉みなと本部完成予想図
（平成27年2月竣工予定）

千葉みなと本部建設の様子
（平成26年4月現在）

佐倉支店のリニューアル

新設・新築移転・新築建替・リニューアル店舗

「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
に配慮した店舗を積極的に展開しています。

オープン年月

店舗名
酒々井プレミアム・
アウトレット外貨両替所

新設・移転・建替

4月

市川支店

新築建替

〃 10月

高根支店

リニューアル

八千代緑が丘支店

新築移転

平成25年 4月
〃

平成26年 1月
〃

3月

横芝支店

新築建替

〃

7月

津田沼支店

新築移転

佐倉支店

リニューアル

平成26年冬予定
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新設

平成２６年冬に
「佐倉支店」
がリニューアルオープン
します。お客さまの安全性と利便性の向上に配慮し、
先進の
「指静脈認証システム全自動貸金庫」
を新たに
設置するほか、
１階にはセミナールーム、
バリアフリー
設計の多目的トイレも設置する予定です。
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お客さまの安全性と利便性のために
5つのコンセプト

お客さま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り組んでいます。
「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AT Mコーナー

指静脈認証システム全自動貸金庫のご案内
手の指の静脈パターンを高度に照合する
「指静脈認証システム」
は、
ご利用者が特定されるためセキュリティ
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ボックスが自動でお手元に
届くので、お席に座ったままご利用いただけます。
（ご本人以外のご親族の方・法人代表者さま以外のご担当者さまがご利用になる場合は、代理人登録ができます。）

ご利用時間は

夜9時

まで

から

朝8時

ご利用方法は

A

土・日・祝日

も
ご利用いただけます。

A

※元日は除きます。

指静脈認証リーダー
に指をかざします。

お仕事帰りやお買い物の途中など、
お気軽にご利用いただけます。
※入室は夜8時40分までです。

いただける、通路・トイレの

バリアフリー 対応

サイズとご利用料金は

認証が終了すると、
貸金庫ボックスが
自動で届きます。
鍵を開けてご利用
ください。

店舗前面 の 駐車場

奥行 345〜409mm

C

ご利用が
終わりましたら、
ボックスの鍵を閉め、
画面の「返却」ボタン
を押し退出します。

営業時間中に来店されることが困難なお客さまは、
当行ホーム
ページより
「24時間いつでも」
貸金庫についてご相談のお申し
込みができます。

京葉銀行 貸金庫

「ひろびろ、ゆったり、安心」な

個別ブース の 相談コーナー

B

ご相談のお申し込みは

す。
例：小型の場合 中型・大型のご用意もございます。

「気軽に、ゆっくり、ご相談」いただける、

C

9

8

「どなたでも、どこでも、むりなく」
ご来店

B

検索

高さ
57〜
77mm

幅 255〜287mm

月額2,430円〜（消費税含む）
※サイズによりご利用金額が異なります。
※ポイントサービスでご利用料金の割引があります。くわしくは
ポイントサービスのパンフレットまたは当行ホームページをご覧
ください。
（平成26年4月1日現在）
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お客さまの安全性と利便性のために
ＡＴＭのご案内

インターネットバンキングのご案内

どなたでも使いやすく
「安全で便利」なＡＴＭサービスをご提供するため、各店舗に
「新型ＡＴＭ」の設置
を進めています。

1 さまざまなお客さまへの配慮

平成26年2月より、個人のお客さま向けインターネットバンキングおよびモバイルバンキングをより
便利により使いやすくご利用いただくため、画面デザインの一新、操作性の見直し、サービスの拡充等全面
リニューアルを実施しています。

1 障がい者のお客さまの

操作をサポートする
「アーチ型ガイドフレーム」

2 文字の見やすさ、ボタンの

押しやすさに配慮した画面
レイアウトを採用

1

5

4

2

3

4 足元のスペースを拡大し、
車いすのお客さまも
使いやすいデザイン

3 車いすのお客さまも
使いやすい
「ツイングリップ」

5 視覚障がい者のお客さまも
使いやすい
「新ハンドセット」

2 安心と安全の確保

3 利便性の向上

1 セキュリティの強化

2 機能の拡充

1 紙幣、硬貨の取り忘れ防止音量を拡大

1 住宅ローンの一部繰上返済予約

1 ログオン時の追加認証数字の桁数増加

1 入出金明細の照会期間の拡大

2 背後が見やすい「ワイドミラーパネル」を採用

2 個人向け国債のお取引

2 登録ブラウザ以外からのアクセスには合言葉が必要

2 振込振替予約機能の追加

3 指静脈認証システムを設置

3 外貨預金（米ドル・ユーロ・豪ドル・英ポンド・

3 スパイウェア対策に有効なソフトウェアキーボードの採用

3 サービス時間の拡大

カナダドル）のお取引

5月20日より、

3 画面デザインの一新

一部繰上返済予約

1 見やすく操作しやすい画面構成

なっています。

2 ご希望の取引画面へ簡単に遷移

住宅ローンの

手数料は全て無料と

お忘れ物にご注意ください
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3 スマートフォン用画面も一新
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お客さまの安全性と利便性のために
ライフステージに応じた商品・サービスのご案内

金融犯罪防止への取り組み

お客さまのライフステージや人生のライフイベントに合わせ、
さまざまなニーズに幅広くお応えできるように
便利な商品・サービスを提供しています。
20代

就職

ライフ
イベント

30代

40代

子供の誕生

進学

50代

60代〜

退職

相続

金融不正取引被害抑制への取り組み

平成22年10月より不正利用口座検知システムが稼働しています。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
結婚

セカンドライフ

曜日
月〜金

マイホーム購入

土・日・祝日
12/31〜1/3

お問い合わせ
口座開設店

受付時間
8：45〜18：00
上記以外

ATMセンター
043-242-3380

終日24時間

（注）

（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。

万一被害に遭われたときの補償制度

商品・サービスの一例
資産形成層のお客さまへ
ジャンボ宝くじ付定期預金

ジャンボ宝くじの販売にあわせて、
「ジャンボ宝くじ定期預金」
を取り扱って
います。お一人３千万円を上限に１００万円のお預け入れに対し、ジャンボ
宝くじを３年間にわたり毎年５枚贈呈する定期預金です。

＊本定期預金を基準日以前に解約した場合、解約日以降訪れる宝くじをお受け取りになる権利は消滅します。

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、個人の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

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

「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。
右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）

アルファバンクの 選べる資産運用応援プラン

平成２６年7月から9月まで、
「アルファバンクの選べる資産運用応援プラン」
を取り扱っています。株式投資信託またはアルファ外貨預金を５０万円
相当額以上新たにご成約いただいたお客さまに
「金利応援コース」
または
｢セレクトグッズコース｣をお選びいただけます。

シニア層のお客さまへ
アルファバンクの 教育資金贈与専用口 座

「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」
を受けるための専用
口座である
「アルファバンクの教育資金贈与専用口座」
をご用意しており
ます。

＊上記について、
くわしくはお近くの京葉銀行、もしくはホームページにてご確認いただけます。 （平成26年7月1日現在）
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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
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 16

