もっと近くへ～個人のお客さまへ～
ライフステージに応じた商品、サービスのご案内
お客さまのライフステージやライフイベントに応じた、多様な商品やサービスを提供しています。
ライフ
ステージ

平成29年6月、
「お客さま目線」を第一とする業務運営を一層推進し、最適な金融サービスを提供するため、

ライフ
イベント

「お客さま本位の業務運営に関する取組方針」を策定しました。
今後も、
「 お客さま本位のコンサルティングの実践」、
「 お客さまへの情報提供の充実」、
「 多様なニーズに

個人型確定拠出年金（ｉＤｅＣｏ）
原則60歳未満の現役世代の方々が加入
対象となる私的年金です。老後の生活資
金を長期に積み立てたいというお客さま
をサポートするため、ラインアップを増
やして導入しています。

20歳代

新社会人

「お客さま本位の業務運営に関する取組方針」の策定

ＷＥＢ完結型フリーローン
お申し込みから契約のお手続きまでWEB上で
完結するフリーローンです。
平日のご来店が難しい方でも、24時間365日、
手軽にお手続きいただけます。

お応えする商品ラインアップの整備」、
「お客さまの目的を実現するための態勢の構築」の４つの項目で構成
した取組方針に基づき、お客さまの安定的な資産形成の実現に向けて、より質の高いコンサルティングの提供
に努めてまいります。

ペーパーレスによる生命保険・投資信託の受付
平成29年2月から、書類への記入が煩雑な生命保険・投資
信託のお手続きが、タブレットの画面上での確認や電子サイ
ンにて完結できるサービスを開始しました。
事務手続き時間の短縮により、情報提供やご相談の時間を
充実いたします。

生命保険の見直し

30歳代

結婚・出産

専門スタッフがお客さまのライフイベントに
応じたマネープランの見直しのひとつとして、
生命
保険の見直しをご提案しています。
ご相談は、
千葉・
船橋・柏・成田の各ローンプラザで承っています。
（予約制となっておりますので、お近くの営業店までお気軽にご
連絡ください）

住宅ローン
お客さまに、
お得に、
安心して住宅ローンをご利用
いただくため、
4つのうれしい無料サービスを住宅
ローンにセットしました。
40歳代

平成29年2月から、
お客さまのご記入負担の軽減、
審査回答
の迅速化を図るため、千葉・船橋・柏・成田の4つのローンプラ
ザにて、住宅関連企業が使用するタブレット端末からの事前

マイホーム
購入

住宅ローン事前審査タブレット受付の開始

①ローン保証料が無料（※1）
②インターネット・ATMからの一部繰上返済手数料が無料
③「がん保障付き」団体信用生命保険のご加入が無料（※2）
④
「日常生活賠償責任保険付き」

くらしの安心パッケージが無料

審査申し込みの受付を開始しました。
ご記入負担等を減らすことで、お客さまのニーズに沿っ
たライフプランなどをゆっくりとご相談いただけます。

※1 原則として保証会社を利用しない住宅ローンです。
（原則、
配偶者の方を連帯保証人とさせていただきます）
※2 保険のご加入、
また保険金のお支払いには諸条件がございます。
※各種ローンのお申し込みに際しては、
当行所定の審査がございます。
※上記について、
くわしくはお近くの営業店、
もしくはホームページにてご確認いただけます。
（平成29年6月30日現在）
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もっと近くへ～個人のお客さまへ～
ライフ
ステージ

年金相談会

ライフ
イベント

投信積立サービス
「つみっと」

50歳代

資産形成

投資信託を自動的にご購入いただけるサービスです。インターネットバンキング
でお申し込みの場合、毎月1千円から、窓口では毎月5千円からご購入いただけ
ます。時間分散によりリスクを軽減できるほか、NISAを活用した資産形成にも
最適です。
（投資信託は預金ではありません。また、当行が元本を保証するものではありません）

貸金庫はじめて体験プラン

退 職

貸金庫の利便性をより多くのお客さまにご紹介
するため、はじめて貸金庫をご利用されるお客さ
まは、平成29年4月から平成29年9月までの貸金
庫使用料を半額・無料でご利用いただけるプラン
です。

退職金専用セカンドライフ応援プラン

60歳代

退職金を運用するお客さま向けに、
「定期預金プラン」と「外貨預金・投資信託プラ
ン」をご用意しています。

セカンドライフ設計の要となる年金に関するさまざまな
ご相談にお応えするため、社会保険労務士による個別年金相
談会を開催しています。
平日にご参加いただけないお客さまのための「休日年金相
談会」や、会社帰りにご参加いただけるよう「イブニング年金
相談会」もご用意しています。
◆平成28年度 開催実績
平日年金相談会

休日年金相談会

回数

参加者数

回数

参加者数

780回

6,631名

340回

2,530名

ミニセミナー
「資産運用」
「
、医療・がん」
「
、NISA」
「
、相続・遺言」などをテー
マに、営業店のセミナールームなどを利用したミニセミナー
を開催し、最新の有益な状況をお客さまへ提供しています。
◆平成28年度 開催実績
資産運用セミナー

教育資金贈与専用口座

70歳代

セカンド
ライフ

「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す。
ご両親・祖父母
さま等がお子さまやお孫さま等に教育資金を一括
で贈与する場合に、一定額を限度に贈与税が非課
税となります。

医療セミナー

回数

参加者数

回数

参加者数

590回

4,463名

19回

112名

相続セミナー

年金セミナー

回数

参加者数

回数

参加者数

160回

1,421名

12回

246名

相続相談窓口
“気軽に相続のことを相談したい”という声にお応えし、
相続に関する悩みや心配事を何でも相談できる「相続相談窓
口」を設置しています。
平成28年度は、1,941名のお客さまにご相談をいただき
80歳代

相 続

遺言信託
遺言書作成のサポート、遺言書の保管、遺言の執行を一括してお引き受けする
商品です。ご自分で築いてきた資産や、親から受け継いだ財産を、次世代に円滑に
引き継ぐことができます。

ました。
（設置店舗は、一定期間ごとに移動します）

（当商品は、
三菱ＵＦＪ信託銀行の商品を、
当行が信託代理店として媒介するものです）
※上記について、
くわしくはお近くの営業店、
もしくはホームページにてご確認いただけます。
（平成29年6月30日現在）
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もっと近くへ～個人のお客さまへ～
オムニチャネル化
お客さまが“いつでも”
“どこでも”便利で安心、快適なサービスをご利用いただけるよう
「オムニチャネル
化」を推進し、お客さまとの接点拡大に努めています。

Ｌ
ＩＮＥの活用
「LINE Pay
（ モバイル決済サービス）
」に当行口座
からチャージができるようになりました。スマート

「次世代型店舗」への取り組み
よりお客さまとの接点を大切にしている営業店では、利便性のみならず、質の高いコンサルティングを
提供するため、
「次世代型店舗」への取り組みを開始しました。
平成29年2月20日に新築建て替えオープンした「中山支店」をモデル店舗として、
「 こてはし台支店」、
「幕張支店」とさらに発展させた取り組みを進めていきます。

フォンなどでの“手軽で、素早い”ご決済に、当行口座
をご利用いただけます。
また、当行のLINE@公式アカウントで県内テーマ
パークのクーポン配信を行うなど、
今後も便利なツール
を活用し、
お客さまとの接点拡大を図っていきます。

質の高いコンサルティングを提供するために
「次世代型店舗」では、ITを活用してお客さまの手続き負担を軽減します。利便性が高まるとともに、待ち
時間等の短縮により、ゆっくりとご相談いただけます。

「Touch ID」対応の開始
iPhone5s以 降 に 搭 載 さ れ て い る「Touch ID」を 利 用 し

認証ボックス

タブレット電子サイン

指静脈認証ICキャッシュカードで本人確認を行う
ことにより、
伝票への印鑑不要でお取引が可能

生命保険や投資信託のお手続きが、タブレット画
面上の確認と電子サインのみのペーパーレスで完結

て、インターネットバンキング等のログオン時に、パスワー
ドの一部を指紋認証に置き換えることで、より安全かつス
ムーズにご利用いただけます。

T O P I C S

リモートテラーシステム

対話型カウンター

モニターを通じて本部相談員に直接ご面談いただ
くことにより、
より専門性の高いご相談が可能

お取り引き内容を画面上で確認することで、
住所変更
などで書類のご記入が不要となり、
お手続きの負担を軽減

「インターネット支店」の開設
平 成 29 年 4 月、印 鑑 レ ス・通 帳 レ ス・ペ ー
パ ーレスを 実 現した「 インタ ー ネット支 店 」を
開設しました。
１都４県にお 住まい の お 客さまを対 象とし、
２４時 間ご 利 用 可 能とすることで、県 外にお 住
まいの方や日中のご来店が難しい方にも、当行
の サ ービ スをご 利 用 い ただけるようになりま
した。
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