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地域社会の発展に向けた取組み

　当行は、地域金融機関として公共的・社会的役割の重要性を
認識し、安定的な資金供給、企業再生支援等による地域振興、
利便性の向上等による地域サービスの充実により、地域経済・
社会の発展に貢献していくことが使命と考えております。

　今後も健全・堅実経営に徹し、地域経済を支える法人・事業
者のお客さまおよび個人のお客さまへの良質な金融サービスの
ご提供に努めてまいります。

地域貢献に関する考え方

新潟県内の貸出金の状況

新潟県内の預金の状況

  地域貢献への取組み

平成21年3月期の新潟県内貸出金残高は前年同期比3.3％増の
6,841億円であり、県内貸出比率も81％と高水準です。

新潟県外 
1,629
19%

新潟県内 
6,841
81%

（単位 億円）

総貸出金 
8,471

平成21年3月期の新潟県内預金残高は前年同期比0.8％増の1兆
329億円であり、県内預金比率は88％です。

新潟県外 
1,401
12%

新潟県内 
10,329
88%

（単位 億円）

総預金 
11,730

新潟県内預金1兆329億円のうち、7,997億円（77％）は個人のお
客さまの預金です。
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■ 新潟県内の中小企業等に対する貸出金残高の推移

平成21年3月期の新潟県内貸出金残高に占める中小企業等への貸出
金の割合は、約86％と高水準です。

平成19年3月期 平成21年3月期

（単位　億円） 

平成20年3月期

■ 新潟県内・県外貸出金残高（平成21年3月末現在）

■ 新潟県内・県外預金残高（平成21年3月末現在） ■ 新潟県内預金の預金者別残高（平成21年3月末現在）

■ 新潟県内の中小企業等に対する貸出金残高の推移

（注）中小企業等とは、資本金3億円（ただし、卸売業は1億円、小売業、サービス業は5千万
円）以下の会社または常用する従業員が300人（ただし、卸売業は100人、小売業は50人、
サービス業は100人）以下の会社および個人です。
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地域社会の発展に向けた取組み

（注）1．期初債務者数および債務者区分は平成20年4月1日時点で整理しております。
 2．「再生計画を策定した先数δ」＝「中小企業再生支援協議会の再生計画策定先」＋「RCCの支援決定先」＋「金融機関独自の再生計画策定先」

なお、地域密着型金融への取組み実績につきましては、ホームページ等を通じて積極的に情報開示を行ってまいります。

 期初債務者数
A

うち
経営改善支援

取組み先
α

αのうち期末に
債務者区分がランク

アップした先数
β

αのうち期末に
債務者区分が変化
しなかった先数

γ

αのうち再生計画を
策定した先数

δ

正常先① 10,897 5 1 2

要注意先
うちその他要注意先② 2,235 107 14 79 74
うち要管理先③ 67 19 6 5 13

破綻懸念先④ 571 27 5 19 24
実質破綻先⑤ 312 1 0 1 0
破綻先⑥ 126 0 0 0 0

小計（②～⑥の計） 3,311 154 25 104 111
合計 14,208 159 25 105 113

　当行はこれまで、地域金融機関としての社会的責任と公共的使命に
立ち、地域社会の信用維持や金融の円滑化など地域密着型金融の推進
を通じて、地域経済・社会の発展に向け取り組んでまいりました。

　平成21年3月期における主な取組み実績および経営改善支援の取組
み実績は以下のとおりです。

地域密着型金融の3つの柱 平成21年3月期における主な取組み実績

1． ライフサイクルに応じた取引先企業
の支援の一層の強化

創業・新事業支援 ・医療・介護・福祉分野を中心に支援を実施
・創業・新事業支援融資の実績　　47件　1,648百万円

経営強化支援
・ビジネスマッチング業務の強化を図り、当行の全店ネットワークを

活用して264社の企業を紹介
・外部専門機関との連携を図り、5社がISOの認証取得

事業再生支援

・経営改善支援取組み先を154先選定し、お客さまとの共通の認識に立
ったアドバイスにより、25先がランクアップ

・中小企業再生支援協議会との連携により再生計画を策定し、DDS（デ
ット・デット・スワップ）1件20百万円を実行

事業承継支援

・次世代を担う後継者が経営の基本を体系的に学ぶ場として「たいこ
う次世代経営者・経営塾」を開催

・TKC関信会新潟支部との共催で、新潟県内4ヶ所にて「経営承継セ
ミナー」を開催

2．事業価値を見極める融資手法を
 　 はじめ中小企業に適した資金供給
 　 方法の徹底

不動産担保や個人保
証に過度に依存しな
い融資の徹底

・CRD評点に基づく融資審査を可能とするなど、融資取組みを迅速化
・目利き能力の向上を図るため、中小企業大学校へ1名派遣したほか、

他業態へ若手行員を研修派遣

中小企業に適した資
金供給方法の徹底

・中小企業への資金供給方法の多様化を図るため、21年2月より動産担
保融資の取扱いを開始

・20年12月よりシンジケートローンの組成業務を開始

3．地域の情報集積を活用した
 　 持続可能な地域経済への貢献

地域活性化事業への
積極的な参画

・産学連携強化の一環として、長岡産業活性化協議会や長岡技術大学
協力会へ参加

地域のニーズに対応
した多様な商品・
サービスの提供

・21年2月より日本政策金融公庫保証付農業者向けローンの取扱いを開始
・21年3月より環境対策支援私募債の対象先企業および優遇内容を拡大

経営改善支援
取組み率
＝α/Ａ

ランクアップ率
＝β/α

再生計画策定率
＝δ/α

0.0% 40.0%
4.8% 13.1% 69.2%

28.4% 31.6% 68.4%
4.7% 18.5% 88.9%
0.3% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0%
4.7% 16.2% 72.1%
1.1% 15.7% 71.1%

  地域密着型金融への取組み

経営改善支援の取組み実績（平成21年3月期）

地域密着型金融の推進に関する基本的な方針（平成21年4月～平成24年3月）

　第8次中期経営計画「BESTバランス・プラン」（平成21年4月～平
成24年3月）の策定に併せ、平成21年4月に「地域密着型金融への取組
み方針」（平成21年4月～平成24年3月）を策定・公表いたしました。
　今後とも、この取組み方針を着実に実行に移すとともに、お客さま

や地域のニーズを的確に把握し、適切に対応することで、地域金融機
関としての社会的責任と公共的使命を引続き果たしてまいります。
　本取組み方針に掲げられている「地域密着型金融の推進に関する基
本的な方針」は以下のとおりです。

地域密着型金融の推進に関する基本的な方針（平成21年4月～平成24年3月）
　当行は、「お客様に信頼され、親しまれる銀行として地域社会の繁栄に奉仕する」ことを経営理念のひとつに掲げております。また、平成21年4月より開
始した3年間の第8次中期経営計画「BESTバランス・プラン」においては、計画終了時に目指す姿を「お客さま・地域から信頼され、株主・市場から信認
される、存在感の高い銀行」としているほか、地域密着型金融への取組み強化を基本方針「社会的責任（CSR）の実践」の重点施策のひとつに掲げるなど、
地域社会との強固なリレーションシップ構築に重点をおいた経営を展開しております。
　「地域密着型金融」とは、「お客さまとの間で親密な関係を長く維持することによりお客さまに関する情報を蓄積し、この情報を基に貸出等の金融サー
ビスの提供を行うことで展開するビジネスモデル」と定義付けられており（金融審議会金融分科会第二部会報告より）、その本質は、「長期的な取引関係に
より得られた情報を基に、質の高い対面交渉等を通じて中小企業金融における貸出機能を強化することにより、金融機関自身の収益向上を目指すこと」と
されています。
　すなわち、「地域密着型金融」とは当行が目指すビジネスモデルそのものであり、当行の経営目標と地域密着型金融の推進において役職員の進むべきベ
クトルは一致していると考えます。
　今後の展開としましては、第8次中期経営計画の実践はもとより、地域密着型金融の3つの柱である①「ライフサイクルに応じた取引先企業の支援の一層
の強化」、②「事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給方法の徹底」、③「地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献」
を着実に実行に移すことで、地域経済・社会により一層貢献してまいります。

（単位　先）
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　当行では、中小事業者の皆さまの事業発展に必要な資金の安
定供給に努めるとともに、幅広い資金ニーズに迅速・的確にお

応えするため、融資商品等の充実に注力しております。

事業性資金ニーズへの対応

戦略的融資分野への積極的取組み

  お客さまの資金ニーズへの対応

商　　品　　名 特　　長

たいこう　事業所（V－1、V－2、V－3） 迅速審査、新潟県信用保証協会との提携商品

担保・第三者
保証人不要たいこうビジネスローン

「繁盛」 原則3営業日以内に審査結果を回答

「繁盛Ⅲ」 オリックス㈱保証

「ビジ活」 中小企業支援ローン

たいこうクリニックローン 医業向けの融資商品。1年間または2年間の元金据置可能

介護・福祉事業者支援ローン　「ワイドサポート」 介護・福祉事業者向けの融資商品

たいこう　ＴＫＣ戦略経営者ローン 借入申込みのための来店不要。㈱ＴＫＣとの提携商品

担保・第三者
保証人不要

たいこう農業振興支援ローン

「豊穣」 農業を営む法人・個人の方向けのローン

日本政策金融公庫提携ローン
「豊穣Ｌ」

日本政策金融公庫スーパーＬ「クイック融資」
（無担保・無保証）とのセット商品

「豊穣α」 日本政策金融公庫補償

「豊穣5000」 業歴3年以上の農業法人または認定農業者の方向けのローン

たいこう環境対策支援ローン 環境問題対策を進める企業に対する優遇ローン。1年間元金据置可能

たいこう動産活用ローン 機械設備・車両等の動産を担保として活用する融資商品

■ 主な事業性融資商品

　各県や各市町村の制度融資の取扱金融機関として、積極的に中小
事業者の皆さまのニーズにお応えしております。
　平成21年3月末の取扱い残高は、9,542件　628億円です。

・地域密着型金融強化策の一環として、本部に「医療・介護・福祉」
分野取引推進部署を設置し、全店をあげて取組みを強化しており
ます。

・推進を開始した平成16年7月から平成21年3月までの「医療・介護・
福祉」分野の融資実行累計は278億円です。

・平成17年より毎年、「医業経営セミナー」を開催しております。

　多様化する資金調達ニーズにお応えして、固定金利で長期安定資
金の調達が可能な私募債を取り扱っております。
　平成21年3月末の発行残高は、77件　67億円です。

・農業大県である新潟県の経済活性化のため、本部に農業事業者支
援の専門担当者を設置し、推進店舗と連携しながら農業事業者の
皆さまを支援しております。

・平成21年2月には、新潟県内の金融機関としては初めて、日本政策
金融公庫が取り扱っている農業事業者向け融資の信用補完業務を
活用した融資商品「日本政策金融公庫補償付ローン『豊穣α』」の
取扱いを開始しました。

■ 制度融資の取扱い状況

■ 医療・介護・福祉分野への取組み強化

■ 私募債の受託

■ 農業関連分野への支援体制強化
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　ゆとりあるご返済プランが可能な「50年住宅ローン」や「三大疾病保障特約付住宅ローン」、「女性専
用住宅ローン」などお客様のさまざまな住宅資金ニーズにお応えできる各種住宅ローン商品をご用意し
ております。
　また、固定金利へのニーズにお応えするため、固定金利選択型（3年・5年・8年・10年）をご用意し
ております。

　当行が積極的に進めている「高齢者にやさしい銀行づくり」の一環として、平成20年7月より住宅ロ
ーンおよび教育ローンの金利引下げ項目に、進展している少子高齢化問題に対応した項目を追加いたし
ました。

・住宅ローン・・・ 当初固定金利および固定金利再選択時の金利引下げ項目に「お子さまが1人以上」
および「同居する親　または祖父母が1人以上」の2項目を追加

　　　　　　　　　※ 金利引下げの対象商品は、住宅ローン（固定金利選択型の金利引下げ適用商品のみ）お
よび住宅関連ローン「ゆめ応援隊」です。

・教育ローン・・・ 金利引下げの対象となるお取引項目に「お子さまの人数」を追加
　　　　　　　　　※ 教育ローンの金利引下げにつきましては、平成21年10月31日まで（期限終了後も延長する

場合があります）のお取扱いとなります。

　当行では、マイカーの購入や教育資金など、お客さまの幅広い資金ニーズにお応えするため、数多く
の消費者ローン商品を取り揃えております。

　平成20年10月からは、お借入れされるお客さまのニーズなどに応じて商品内容を分けた新しいタイプ
のフリーローン「たいこうNew－Typeフリーローン」の取扱いを開始いたしました。第1弾の「ハウ
ジングカード」を皮切りに、第2弾「トリプルバリュー」、第3弾「スマイルオーナー」の3つの商品をご
用意し、よりお使いやすい商品設定となっております。

　今後も、お客さまのご要望に的確にお応えできるよう、新商品の開発や商品内容の拡充等に努めてま
いります。

地域社会の発展に向けた取組み

個人ローンニーズへの対応

少子高齢化問題に対応した金利引下げ（住宅ローン・教育ローン）
（平成20年7月10日より）

  お客さまの資金ニーズへの対応

■ 住宅ローン

■ 消費者ローン

■ 長期固定金利住宅ローン

商　　品　　名 特　　長

全国保証㈱保証付
「住まいるいちばんプラス」
「住まいるサポート」

最長50年までの返済期間 最高6,000万円 最長50年

※ 35年超50年以内の返済期間をご利用いただく場合には当行所定の条件を満たす
ことが必要となります。

三大疾病保障特約付
住宅ローン

「三大疾病（がん、急性心筋梗塞、
脳卒中）・死亡・高度障害給付金の
特約」が付加

最高6,000万円 最長35年

たいこう住宅ローン
「たて郎くん」 保証料不要 最高7,000万円 最長35年

たいこう女性専用住宅ローン
「たて美ちゃん」 原則、保証人不要。保証料不要 最高7,000万円 最長35年

フラット35 住宅金融支援機構証券化支援事業
（買取型）を利用 最高8,000万円 最長35年

くわしくは窓口またはお客さま担当係におたずねください。店頭に説明書をご用意しております。
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　当行では、お客さまの新たな企業戦略や事業展開を行う過程で生じるさまざまな課題を迅速・的確に解決でき
ますよう、総合的企業支援「ビジネス・サポートサービス」を取り扱っております。

ビジネス・サポートサービスの取組み

企業の育成・支援

  お客さまへの経営支援活動

経営コンサルティング導入支援サービス 経営コンサルティング導入をご希望のお取引先に専門機関等を紹介するサービス

事業承継支援サービス 事業承継計画の立案、実行をご希望のお取引先に、専門機関等を紹介するサービス

退職金・年金制度コンサルティング支援サービス 退職金・年金制度の導入・再構築をご希望のお取引先に、専門機関等を紹介するサービス

売掛債権管理支援サービス 取引先の与信管理、売掛債権管理の強化をご希望のお取引先に専門機関等を紹介するサービス

ISO・HACCP・Pマーク等認証取得支援サービス ISO・HACCP・Pマーク等認証取得および審査登録をご希望のお取引先に専門機関等を
紹介するサービス

技術・知的財産評価支援サービス 事業の技術・知的財産の評価をご希望のお取引先に専門機関等を紹介するサービス

M&A関連支援サービス 企業等のM&Aをご希望のお取引先に専門機関等を紹介するサービス

市場誘導業務支援サービス IPO（株式公開、従業員持株会設立、IR活動、ストックオプション導入）関連事項をご
希望のお取引先に専門機関等を紹介するサービス

医療機関債発行支援サービス 医療機関債発行をご希望のお取引先に専門機関等を紹介するサービス

私募債発行支援サービス 私募債発行をご希望のお取引先に発行アドバイスや事務手続を大光銀行が代行するサービス

ビジネスマッチング・ネットサービス 取引先の商品・製品・サービス等の仕入れ・販売・技術提携等に関するニーズを行内
LANにより結びつけ、ビジネスチャンスの拡大を促進するサービス

セキュリティマッチングサービス 事業所、オフィス、工場等でセキュリティシステムおよびセキュリティ機器の導入をご
希望のお取引先に専門機関等を紹介するサービス

■ ビジネス・サポートサービスのメニュー

　平成20年11月～12月にかけ、新潟県内4会場（長岡、新潟、県央、
上越）において経営承継セミナーを開催いたしました。
　当行は今後も、セミナー等の開催を通じて事業者の皆さまの経営
支援に注力してまいります。

　地域経済の未来を担う若手経営者、後継経営者、経営幹部の皆さ
まを対象に、経営マネジメントの本質とスキル（技術）を体得する
ことを目的として、年間カリキュラムで「たいこう次世代経営者・
経営塾」を運営しております。

　経営改善支援につきましては、審査部の「取引先支援室」が中心
となり、中小企業再生支援協議会等の外部専門機関と連携して下記
のような支援業務を行っております。

・経営改善および財務体質改善のためのアドバイス
・経営改善計画の策定支援
・経営改善計画の進捗状況のフォローアップ 等

経営承継セミナーの開催

たいこう次世代経営者・経営塾経営改善・企業再生支援

経営承継セミナー

たいこう次世代経営者・経営塾

中小企業再生支援協議会
日本政策投資銀行、商工組合中央金庫
日本政策金融公庫（中小企業事業本部・農林水産事業本部）
長岡技術科学大学、福祉医療機構
外部専門機関
　TKC関信会新潟支部
　㈱新潟M＆Aセンター　他

営業店
　「経営改善プロジェクトチーム」
本　部
　「取引先支援室」
　「営業統括部」
　「金融サービス部」

お
取
引
先 

支援・育成 連携・提携 
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地域社会の発展に向けた取組み

　世界各地で地球温暖化防止をはじめとする環境への取組みが
行われています。
　当行におきましても、地域金融機関として、また、環境にや
さしい銀行として、CO₂排出量の削減に取り組むとともに環境
対策を行うお客さまを支援する商品の取扱いなど、地球環境と
未来のために、私たちにできるさまざまな環境保全活動に取り
組んでおります。

環境保全への取組み　～地域と地球のために～

  社会的責任（CSR）の実践

●法人のお客さま向け
・環境対策支援ローン・環境対策支援私募債
　 環境問題対策を進める法人の皆さまを支援するため、通常よりも

金利を引下げするローン商品の取扱いと、環境配慮型企業の皆さ
まが発行する私募債の財務代理手数料および保証料の引下げを実
施しております。

●個人のお客さま向け
・住宅ローン
　 環境対策設備を設置している住宅の場合、住宅ローンの金利引下

げを実施しております。
・マイカーローン
　 グリーン税制対象車や軽自動車を購入される場合、マイカーロー

ンの金利引下げを実施しております。

■ 環境に配慮した商品

環境対策支援ローン・環境対策支援私募債のお使いみち
　・公害防止関連資金（大気汚染防止、アスベスト除去等）
　・ リサイクル関連資金（フロン改修設備、建築廃材の再資源化

施設等）
　・資源循環、省エネ関連資金（浄化装置、低公害車購入等）
　・ その他環境保全に役立つ製品、商品、サービスの開発、販売

にかかる運転・設備資金
　　※ 環境対策私募債につきましては、発行される企業の皆さまが環境

に関する外部認証等を取得されている場合、お使いみちにかかわ
らずお取扱いの対象といたします。

キャッシュカード、通帳、証書、届出印の紛失・盗難等の場合は直ちにご連絡ください。

平日　8時50分～17時10分 各お取引店（ご連絡先は29ページの「店舗一覧」をご参照ください。）
休日および平日の上記時間外 TEL 0258－36－4100　集中監視センター

盗難通帳およびインターネット・バンキングによる預金等の不正払戻しにより、個人のお客さまが被害に遭われた場合の補償を平成20年8月1
日より実施しております。
なお、お客さまに「重大な過失」もしくは「過失」があった場合や、その他の事由により補償の対象とならない場合がございます。

（盗難通帳、インターネット・バンキングによる預金等の不正払戻し被害への対応の詳細につきましては、
当行のホームページhttp://www.taikobank.jp/をご参照ください。）

●ATM画面での注意喚起
　ATMで振込をされる場合、本当に必要な振込
か、画面に確認メッセージを表示しております。
●防止マットの設置
　当行営業店の全キャッシュコーナーに注意喚起
のマットを設置しております。
●スイングPOPのATM貼付
　当行の全ATMに注意喚起のスイングPOPを貼
付けしております。

●エネルギー使用量削減への取組み
●環境に配慮した店舗の新築・改築
●ペーパーレス化の促進
●資源の再利用
●エコカーの導入

　本物そっくりの偽サイトでクレジットカード番号や暗証番号など
の個人情報を盗み出すフィッシング詐欺の対策ソフト「フィッシュ
カット」を導入しております。
　「フィッシュカット」は当行のホームページより無料でダウンロ
ードいただけます。（http://www.taikobank.jp/）

●ICキャッシュカードの発行
　お客さまのご希望により、不正読み取りや偽造
が困難なICチップを搭載したICキャッシュカード
を発行しております。
●ATMコーナーの防犯設備
　ATMの画面に「覗き見防止フィルム（遮光フィルム）」を装着し
ているほか、「後方確認ミラー」と防犯カメラを設置しております。
●ATMでの暗証番号変更
　ATMの操作で暗証番号をいつでも変更できます。
　なお、「生年月日」「電話番号」など他人に類推されやすい番号は
ご使用いただけません。
●支払い限度額の変更
　口座毎にATMでの1日当りの支払い限度額を一定の範囲内で設定
できます。
　※1日当りの支払い限度額は、現金支払・振替・振込の合計金額です。

　お客さまに安心して当行をご利用いただけるよう、さまざまな安全対策を講じております。

安全対策　～お客さま資産の安全性向上に向けて～

■ 振り込め詐欺の防止に向けた取組み

■ 環境保全活動

■ フィッシング詐欺の防止に向けた取組み

■ 盗難・偽造キャッシュカード犯罪の防止に向けた取組み
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●団塊世代や高齢者の皆さまに対する商品
　公的年金のお受け取りを当行にご予約いただいたお客さまや当行で
公的年金をお受け取りいただいているお客さまに対する商品です。

団塊世代の皆さまへ

高齢者の皆さまへ

●サービス・ケア・アテンダントの配置
・ 接遇資格「サービス・ケア・アテンダント」の資格取得者の増員お

よび営業店への配置を積極的に進めております。
・ 平成21年3月末の資格取得者数は76名となっております。今後につ

きましても引続き、「サービス・ケア・アテンダント」資格取得者
の増員を図ってまいります。

●店舗のバリアフリー化
・ 平成18年4月～平成21年3月の間に、25店舗について段差の解消など

のバリアフリー化を施し、バリアフリー化店舗は全70店舗中53店舗
となりました。

・ 平成20年11月に改築しました三条支店は、バリアフリー対応の店舗
として当行4店舗目となる「新潟県福祉のまちづくり条例」の適合
証交付を受けております。

・ このほか、東京支店、横浜支店を除く全店舗に視覚障がい者対応
ATMを設置しております。

●窓口のローカウンター化
・ お客さまの資産運用相談等に対応する営業店窓口の体制を充実させ

るため、窓口のローカウンター化を進めてまいりました。
・ 平成18年4月～平成21年3月の間に、全70店舗中22店舗について窓口

のローカウンター化を施しました。

　“光寿会”は、年金のお受け取りを当行にご指定いただいた方全員が
自動加入していただく組織の名称であり、入会金、年会費は無料です。

「サービス・ケア・アテンダント」とは
社団法人公開経営指導協会が試験実施・運営をする準公的資格です。
サービスを提供するあらゆる場面において、高齢者や障がい者にとどま
らず全ての方々へのサービスに主眼を置き、介護技術のほか、コミュニ
ケーション能力や人的対応能力の向上によりサービスのさらなるレベル
アップを図ることを目的としています。

●コミュニケーションボード
・機能
　銀行における代表的な取引や手続きなどについて全国銀行協会がデ
ザイン化したものであり、耳の不自由な方や外国人の方など、話し言
葉や文字によるコミュニケーションに不安をお持ちの方が、希望され
る取引や手続きを円滑に伝えることが可能となります。

●耳マークボード
・機能
　自治体や病院などで、耳の不自由な方々への援助を呼びかけるマー
クとして利用されており、これを指し示していただくことで、筆談や
コミュニケーションボードを用いて円滑にお取引いただけます。

（注1）平成21年6月30日現在のサービス内容です。
（注2） 上記③、④、⑤、⑥のサービスは、当行所定の提携先でご利用いただけます。

　進展している高齢化社会への対応として、「高齢者にやさしい銀行
づくり」は前中期経営計画のメインテーマのひとつであったほか、

本年より開始しました第8次中期経営計画「BESTバランス・プラン」
においても、引続き重点的に取り組む事項に掲げております。

　耳の不自由な方や外国人の方など、話し言葉や文字による店頭での
コミュニケーションに不安をお持ちのお客さまに安心してお取引いた

だくことを目的として、「コミュニケーションボード」および「耳マ
ークボード」を全店に設置しております。

高齢者にやさしい銀行づくり

どなたにも安心してお取引いただくために

■ 商品面での取組み

■ サービス・機能面での取組み ■ 店舗のバリアフリー化・窓口のローカウンター化

■ 光寿会サービス

■ 絵記号による「コミュニケーションボード」および「耳マークボード」の全店設置

①お誕生日プレゼントの進呈　②年1回抽選で旅行券をプレゼント
③JTB（日本交通公社）パッケージツアー割引サービス
④旅館・ホテル宿泊基本料金割引サービス　⑤人間ドック割引サービス
⑥各種優待サービス　⑦年金無料相談サービス

年金のお受け取り“光寿会”のお得なサービス

年金予約定期預金「ルビー」

年金定期預金「サファイア」

退職金専用定期預金「ブライトステージ」

年金定期預金「エメラルド」

シニアフリーローン「スタートライン」

年金ローン「ゴールドエイジ」

「サービス・ケア・アテンダント」の講習
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お客さま相談室フリーコール
　　0120-36-4440（通話料無料）
　　　受付：銀行営業日の午前9時から午後5時

　1枚でキャッシュカード機能と
クレジットカード機能をご利用い
ただけます。新規・再発行・更新
手数料すべて無料のほか、初年度
年会費無料（本人会員のみ）やギ
フトカードプレゼントなどの新規お申し込み時の特典もございます。

　お客さまのオフィスやご家庭のパソコン、FAX、端末機などを当行
のコンピュータに接続し、お振込やお取引のご確認が簡単、スピーデ
ィーにできるサービスを提供しております。
　『たいこうe-バンキング』
　　 　インターネットを介して、お客さまのパソコン、

モバイル端末と当行のコンピュータを接続し、残
高照会、入出金明細照会、振替・振込などのお取
引が簡単な操作でご利用いただけるサービスです。

　　 　また、インターネットを使った全国的な税金等
の電子納付システム「マルチペイメントネットワ
ーク」にも対応しており、一部の国庫金の電子納
付が可能です。

　『たいこうe-バンキングBIZ』
　（法人のお客さま向け一括データ伝送サービス）
　　 　オフィスにいながら、簡単・便利に一括データ

伝送サービス[総合振込、給与・賞与振込、口座
振替請求など]が行える、法人のお客さま向けの
インターネットバンキングサービスです。

　住宅ローンなどのご相談に専門スタッフがお応えいたします。
　　　営業時間／午前 10 時～午後 5 時 （日曜日）
　　　　　 　　  午前 10 時～午後 6 時 （平　日）
　　　※土曜・祝日（日曜日を除く）および12/31～1/3、5/3～5/5は休業

　窓口の営業時間内にご来店できないお客さま向けの相談会を実施し
ております。

会　　　　場 相談日 内　　容 相談受付

●長岡地区
（ローンスクエア長岡） 毎週木曜日

最終相談開始は
午後7時（要予約）

毎週日曜日
午前10時～午後5時

住宅ローン
マイカー
ローン
教育ローン
などの
ご相談受付

当日会場での
申込みおよび
予約申込み

●新潟地区
（ローンスクエア新潟）

●県央地区
（ローンスクエア県央）

●下越地区
（新発田支店）

月 2 回（ 木 曜 日 ） 
午後5時～午後8時

　皆さまに一層ご満足いただける店舗づくりの参考とさせていただく
ため、平成20年12月に第4回利用者満足度アンケート調査を実施いた
しました。
　お客さまからの貴重なご意見・ご要望をもとに、経営改善および
CS向上に取り組んでおります。
　また、全店舗の窓口にご意見等を記入していただく専用はがきを備
え付けているほか、直接お聞きし、お答えする窓口として「お客さま
相談室」を設置しております。ご遠慮なくお申し付けください。

　お客さまのお取引内容をポイントに換え、その合
計に応じて各ステージ毎の特典が受けられる、とて
もお得なサービスです。入会金・年会費は無料です。

　会員数　181,192名（平成21年3月末現在）

うれしい特典 下記の他にも特典をご用意しております。

スマイル 1  ATM時間外手数料が無料（キャッシュバック）

 ●対象ATM／たいこうATM、セブン銀行ATM

スマイル 2  ATM振込手数料が半額（キャッシュバック）

 ●対象ATM／たいこうATM
  ATMで手数料込み（受取人負担）を選択された場合およ

び現金によるお振込みの場合は、手数料引下げの対象外
とさせていただきます。

スマイル 3  各種消費者ローンの金利を引下げ
 ●新リフォームローン　●マイカーローン
 ●教育ローン　●フリーローン「どんどん」
スマイル 4   抽選でギフト券をプレゼント（年2回）

 3月・9月に抽選を行い、当選者に商品を発送します。
 （発送をもって当選発表にかえさせていただきます。）

　法律および税務・経営・年金・労務のご相談に専門家がお応えいた
します。
　ご相談は毎月、下記の4会場で行っております。ご相談の予約の受
付を当行本支店の窓口にて承っておりますので、お気軽にお申し込み
ください。ご相談は秘密厳守です。

会　　場 相　談　内　容
長岡会場（本店４階） 法律相談、税務・経営相談、年金・労務相談
新潟会場（新潟支店２階） 法律相談、税務・経営相談、年金・労務相談
新発田会場（新発田支店２階） 年金・労務相談
三条会場（三条支店） 年金・労務相談

　当行では、ご来店が難しいお客さまのために、郵便を利用して総合
口座（新潟県内のみ）、積立式定期預金の開設、公共料金の口座振替、
住所変更、年金受取口座の変更、e－バンキング、ポイントサービス
のお申込みをお受けしております。
　お申込書はATMコーナーに備え付けているほか、当行ホームペー
ジからもご請求いただけます。

　当行ホームページにおいて、｢個人ローンのご相談｣ ｢資産運用のご
相談｣ の予約申込みを受け付けております。
　事前予約により、お待たせすることなくお客さまのご希望の時間に
ご相談いただけます。
　　＜仮審査申込み対象ローン商品＞
　　　・マイカーローン　　・教育ローン　　・新リフォームローン
　　　・トリプルバリュー　・フリージーローン

地域社会の発展に向けた取組み

お客さまの利便性向上に向けた取組み

ご相談会の開催等

お客さまご意見への対応

ポイントサービスの実施

  お客さま満足度の向上に向けて

■ キャッシュカード一体型クレジットカード ｢たいこうツインスマイルカード｣

■ EBサービス

■ ローンスクエア

■ ローン相談会

■ 無料相談会

■ メールオーダーサービス

■ ホームページでのご相談予約受付およびローン仮審査申込み受付

一般カード プレミオカード

新潟地区 ローンスクエア新潟（新潟駅南支店隣接）
〒950-0916 新潟市中央区米山三丁目14番38号

TEL 0120-974-585（通話料無料）

県央地区 ローンスクエア県央（三条支店内）
〒955-0071 三条市本町三丁目6番地25号

TEL 0120-557-500（通話料無料）

長岡地区 ローンスクエア長岡（神田支店2F）
〒940‒0052 長岡市神田町二丁目2番地17

TEL 0120-937-411（通話料無料）
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