きらやかをもっと便利に活用する

「
きらやか活用法
を
」
て
知っ
る ご紹介します。
す
ク
ト

当行のサービス内容の一部を、当行行員がご紹介いたします。

1
その
援 本業支援＝感謝
・信頼・喜びの３本柱
支
業
本

本業支援を通じお客さまとのフェイス・ツー・フェイスの関係を改めて見直
し、懐に飛びこみ何を望んでいるのかを確認し真の意味で信頼感を得ること
を大事にしています。そして、信頼感を得ていく前提として自分自身が、その
会社を好きになる・その代表者を好きになる・その従業員を好きになることが
プロフィール

出来る様に心掛け、
日々の渉外活動に取り組んでおります。
天童支店

本業支援の3本柱が成立していく
ようにお客さまの真の悩みについて
真剣に考え、愚直に行動し感謝、信

備前 司
一緒にお手伝い
させてください。

法人渉外課長
きらやか銀行誕生以来 優績行員連
続受賞（内優勝・準優勝5回）

頼される銀行員を目指していきます。

仕事に対して
段取り8割・行動2割で決めたこと
は徹底する
ストレス発散方法
春から秋にかけては、
自宅の畑作業
（野菜の成長を眺める）
子 供 達 のスポ少（ バスケット）で
熱血指導すること。

コメント
お客様

本業支援
内容

長きにわたり仙台市圏内に収益不動産購入を考えており、物
件購入時、担当者に相談。担当者は当該物件の立地条件及び
収支等の調査を行い、物件購入の妥当性を一緒に検証し資金
調達を含めた購入計画を提案。

メント
佐野社長様 コ
「共に成長する最高のパートナー」
今まで幾度となく収益不動産購入を試み、支店長始め歴代の担当者より支援してい

ただきましたが、担当者が変わっても今までと変わらぬご支援をいただけることは一番信

頼できるものであり、人と人とのつながりのある金融機関だと感じております。
「本業支
援」を掲げ、われわれと一緒になって考える金融機関は今後も地域にとってとても重要で

株式会社 さのや

様

（酒類卸・小売業及び不動産賃貸業）
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あり、共に成長していきたく思っております。今回相談した内容については今後の人生の
中で一生忘れられないことであり、最高のパートナーに出会えたと感謝しています。

ǯ
Ɛơ
ǇȚ
ǻ
Ț§
Ȕ½

お客さまの「想い」
を実現してみませんか？
是非、
ご相談ください。
今のお客さまの「想い」は何ですか？きらやか銀行では、
「共に活きる」
を柱に「本業支援・最適提案」に全行あげて取組んでいます。その中で成
長基盤分野に向けた取り組み「きらやか成長応援ファンド」についてご紹
介します。医療・介護・健康関連事業に対する取組み「ライフ・イノベーショ

プロフィール

ン」、高齢者・保育・育児事業に対する取組み「元気創造」、観光事業に対

仙台卸町支店

高橋 昌宏

する取組み「観光応援」、地域経済の発展に資する取組み「地域活力」の

仙台地区3ヶ店目の店舗で融資担当

各ファンドを設定し、お客さまの様々なニーズにマッチした商品提供を行っ

課長として「お客さまの真の悩み・課

ています。是非、
ご相談ください。私の銀行員としての一番の幸せは、お客

題」を共有し、解決するべく頑張って
います。

さまと喜びを共有し達成感を得られる事にあります。これからも、お客さま
からの信頼・信用を基に「何でも相談出来る」銀行員を目指していきます。

趣味は、マラソン・ウインタースポーツ
で、仙台ハーフに出場する等、体力・メン
タル力の強化を目的に楽しんでいます。

想いを形にするお手伝いを
させてください。

ス
のサービ
オススメ

▼詳しくは、お近くのきらやか窓口にパンフレットがございます。
『きらやか成長応援ファンド』
成長基盤分野の支援による地域社会の発展をきらやか銀行が応援します！
！
1．
名称及び
ファンド総額・
取扱期間

３．
資金使途

エクスプレス

「宮城EXP」

ーン
ネスロ
かビジ
きらや

「きらやか成長応援ファンド」
（総額200億円：以下の４ファンドにて構成）
・きらやかライフ・イノベーションファンド
（総額１００億円）
⇒医療・福祉関連事業の成長基盤強化向け
・きらやか元気創造ファンド
（総額２０億円）
⇒高齢化・少子化対策関連事業の成長基盤強化向け
・きらやか観光応援ファンド
（総額２０億円）
⇒観光業及びその関連事業の成長基盤強化向け
・きらやか地域活力ファンド
（総額６０億円）
⇒その他地域経済の発展に資する事業の成長基盤強化向け
取扱期間：平成22年11月15日
（月）
〜平成26年3月31日
（月）

２．
対象となる方

法人・個人事業主のみなさまへ

成長基盤分野の事業に取り組むお客さま
（法人・個人事業主）
・以下の成長基盤分野の強化に資する事業に必要な運転資金・設備資金
①研究開発 ②起業 ③事業再編
④アジア諸外国における投資・事業展開
⑤大学・研究機関における科学・技術研究 ⑥社会インフラ整備・高度化
⑦環境・エネルギー事業 ⑧資源確保・開発事業
⑨医療・介護・健康関連事業 ⑩高齢者向け事業
⑪コンテンツ・クリエイティブ事業 ⑫観光事業
⑬地域再生・都市再生事業 ⑭農林水産業、農商工連携事業
⑮住宅ストック化事業 ⑯防災対策事業
⑰雇用支援・人材育成事業 ⑱保育・育児事業
※但し、当行既存貸出金の借換えは対象外といたします。

４．
ご融資金額

1,000万円以上

※ファンドにより上限金額が異なります。

５．
ご融資期間

1年以上

※ファンドにより最長融資期間が異なります。

６．
ご融資利率

当行所定の金利
（変動金利または固定金利）

７．
ご融資形式

証書貸付

８・ご返済方法

原則として元金均等返済

９．
担保・保証人

個別案件毎にご相談させていただきます。

※総額に達した場合は取扱期間中であっても取扱いを終了させていただきます。
※審査の結果ご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。
詳しくは、きらやか銀行の窓口にお問い合わせください。
http://www.kirayaka.co.jp
仙台卸町支店 TEL:022-284-4001 担当:高橋

＜宮城県信用保証協会保証＞

ご融資金額

5,000 万円以内

きらやか銀行がお客様の事業を応援します!
①宮城県内で同一事業を２年以上、
かつ２期以上の税務申告を行っているお客様
※個人事業主のお客様は、青色申告かつ貸借対照表を作成されている方に限ります。
②宮城県信用保証協会の保証を受けられるお客様
③当行の審査基準を満たすお客様

ご利用
いただける
お客様

５千万円以内かつ平均月商の２ヶ月分以内

ご融資金額

※審査の結果、
ご希望の金額に添えない場合もございますので、予めご了承ください。

お使いみち

運転資金

ご融資期間

７年以内
（据置６ヶ月以内）

ご融資金利

当行所定
（変動金利）
※ご融資金利は、
お申込時ではなく実際にお借入いただく日の金利が適用されますので、
場合によってはお申込時の金利と異なることがございます。
※適用金利は、当行の審査基準により決定させていただきます。

担保

不要

保証人

原則、
法人のお客様は代表者の方の保証が必要です。個人事業主のお客様は不要です。

ご返済方法

元金均等返済
※ご融資期間１年以内の場合は、
元金一括返済も可能です。

事務取扱手数料

ご融資金額の０．
５２５％
（消費税込） ※他、
印紙代・用紙代が別途必要となります。

保証料率

宮城県信用保証協会所定の保証料率となります。

お申込時に
ご用意いただく
書類

①直近の決算書類３期分
（税務署受付印のあるもの）
②本人確認資料
（法人代表者本人・事業主本人）
③固定資産課税台帳
（本人・保証人）
④納税証明書
（本人・保証人）
⑤履歴事項全部証明書
（法人のお客様のみ、発行後６ヶ月以内）

※詳しい商品内容・お借入条件、金利などは、最寄のきらやか銀行本支店までお問い合わせください。
※審査の結果ご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。
※変動金利型の場合、
お借入後の利率は基準金利の変更に伴い、
その変動幅と同じだけ引き上げまたは引き下げられます。
お借入後の利率の変動は都度行い、基準金利変更日以降最初に到来する利息支払日の翌日から適用することとします。
※店頭で返済額を試算します。
※所定の審査後、
正式なご契約手続きが必要となります。
（平成２４年４月１６日現在）

詳しくは、きらやか銀行の窓口までお問い合わせください。
本社：０１２０-３７９-３０５ （受付時間）平日９：００〜１７：００
＜
『お客様の声』受付ダイヤル（苦情・ご意見・ご相談）＞
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ポイントサービスでもっ
トサ
ト
とお得に、
もっと
便利に！あなたの暮らしを応援します。
お客さまが銀行に対し気にされていることの多くは、ATM時間外手数料
がかかってしまうことではないでしょうか?今回は当行ATM時間外手数料が
無料になる方法として、
きらやか銀行ポイントサービスをご紹介いたします。
例えば、給与振込（40P）
＋UCクレジットカード
（20P）※＋ネットバンキ
ング（15P）
＝75Pでステージ2となり、平日のみ無料となります。さらに、当
行株主＋配当金振込口座も当行指定の方は（30P）
＝105Pで、最高のス
テージ3となり、全ての日が無料となります。

プロフィール

上山支店

森谷 成佳
入社13年目の法人兼個人渉外代理。
情報発信地として、
「 一旦は森谷に

上記契約の一体型UCクレジットカード※は携帯料金等をカード支払い

聞いてみよう！」と思われる存在を目
指し頑張っています。

にすると年会費がかかりません。またネットバンキングも年会費がかかりま
せんので、費用をかけずにポイントアップすることができます。
ぜひ、上手にポイントを貯めて、有効活用していただければと思います。
補足になりますが、住宅
関連ローンは75Pとステー

趣味は多趣味（サックス、テニス、ス
キー、マラソン、ソフトボール）特にス
キーは妻・娘と一緒に楽しみます。

お客さまのポイント数を
チェックしてみてください。

ジ３の一 番お得なポイント
であり大 変お得です。ちょ
うどこの 低 金 利 時 代に住
宅ローン借 換えを検 討さ
れてはいかがですか?
※当行所定のクレジットカード

ービス
メのサ
ス
ス
オ

店頭にパンフレットを
ご用意しています︒
▼

■申込み方法は？
当行とお取引いただいているお客さまは、自動加入とな
りますので、お申込みの必要はございません。
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■ポイントの確認方法は？
ATMでキャッシュカードによる
「残高照会」等を行った際
の
「ご利用明細票」
にポイントが表示されております。


Ɛơ
ޒ

ۯ


５周年を迎
５周年を迎えたき
迎
らやか銀行。
お好みの定期預金を一緒に選びませんか？
お好みの定
きらやか銀行では、山形応援シリーズとしてお客さまの様々なニーズ、
ご
意向にお応えするため、多種多様な定期預金ラインナップを取り揃えて
おります。今回大好評につき
『 女性専用定期預金 甘いひととき』第４弾を
発売しました。お預け入れいただいた方にはもれなく今年の１２月に、北海
道の人気スイーツをクリスマスプレゼント致します。
商品を選ばれる際に迷われることもあるかと思いますが、私達はどのよ

プロフィール

酒田支店

足達 ひとみ
各店でテラー
（ 店頭窓口業務 ）
を経

うな商品を望んでいらっしゃるのかを常に意識したセールスを心掛けてい

験 、今 年 4月から個 人 渉 外 代 理とし

ます。何でもご相談ください。

て、第一線で頑張っています。

お客さまの『ありがとう』の言葉を励みに、お客さまから信頼され、
『 何で
も相談できる』と言って頂ける行員でありたいと思っています。

お客さまとコミュニケーションを取る
ことを第一に考え、最適提案を意識
したセールスを心掛けています。

楽しみながら
資産づくりができます。

品
メの商
オスス

▲女性専用定期預金 甘いひとときIV

▲モンテディオ山形応援定期預金2012

▲ヤッショ、マカショ定期預金
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