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久留米市顕彰受章 （平成25年10月）

　当行は、創立50周年を機に、地域貢献活動の一環として平
成14年に久留米市の事業「くるめクリーンパートナー」に登録し、
本部、久留米市内の営業店が同
事業の会員になっています。以来、
本部および全店舗近隣の道路美
化・清掃活動を続けており、特に
活動が活発である日吉町支店が今
回の顕彰に選ばれました。

ホームページのリニューアル （平成25年12月）

　ホームページの全面リニューアルを行いました。
　今回のリニューアルでは、パソコンサイトの画面デザインを一
新するとともに、お客さまが見やすく、利用しやすいホームペー
ジ構成とするほか、スマートフォンサイトの機能の拡充もいたし
ました。
　今後ともお客さまの更なる利便性向上に努めてまいります。

久留米市長より受章

「IR－SQUARE in 福証」に出展 （平成25年12月）

「福証単独上場会社の会（通称・福証単場会）」発足15周年
記念イベント「IR-SQUARE	in	福証」に、当行も会員企業として
出展しました。当日は会場内にブースを設置し、来場者へ会社
説明や取扱商品のチラシ配布など当行のPR活動を行いました。

「ちくぎん地域活性化ファンド」の組成 （平成26年1月）

「地域の発展」を金融面から支援していくため、地域経済活性
化に資する新たな資金ニーズに対して「出資総額約3億円」および

「融資総額27億円」の合計約30億円のファンドを組成いたしました。
当ファンドの投資目的は①バイオ・医療・介護・アグリ事業など

「地域の特性を活かした事業」②再生可能エネルギー事業など「成
長産業分野への新規参入」③後継者不足による「事業の継承」
および「経営改善・事業再生」等に取組んでいるお客さまなど
への資金ニーズに対して、融資に加えて出資によるリスクマネー
の供給も積極的に行うこととしました。当ファンドを通じて幅広い
お客さまのニーズにお応えし、地域経済の活性化に貢献してまい
ります。
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ちくぎん地域活性化ファンド
（総額30億1百万円）

地域の活性化に資する事業者

地域活性化投資事業
有限責任組合

（総額3億1百万円）

バイオ・医療・介護 再生可能エネルギー その他（事業再生案件等）etc.

地域活性化融資
（総額27億円）

ライフステージに合わせたご案内

インターネットバンキングへの入口
（ログイン）

はじめてのお客さまへのご案内 インターネットでのご利用をまとめてご案内
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地方銀行フードセレクション2013に参加 （平成25年10月）

　今回で8回目となるこの展示会は、地方銀行38行が主催する
国内最大級の「食の商談会」です。640の企業・団体が出展し、
1万を超える食品バイヤーが来場しました。当行のお取引先か
らも7社に出展いただきました。
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海外進出企業に対するビジネスサポート 
　本年2月に、お客さまの海外取引を支援するため独立行政法
人日本貿易保険と業務提携を締結し、経済産業省と外務省が
実施する海外展開一貫支援ファストパス制度にも参加いたしまし
た。また4月には当行初となる、外国銀行2行（フィリピン：メト
ロポリタン銀行、ベトナム：ベトコン銀行）と、国際協力銀行を
通じて業務提携を行っており、現地経済・投資環境情報の提
供、ビジネスパートナーの紹介など、更なるお取引先の海外展
開支援策の増強を行っております。

株主優待制度の新設 （平成26年2月）

株主の皆さまからの日頃のご支援・ご愛顧にお応えするととも
に、当行株式への投資魅力を高め、より多くの方々に長期間保
有していただくことを目的として沖縄を除く九州の地銀としては初
めてとなる株主優待制度を平成26年2月に新設いたしました。

所有株式数1,000株（1単元）以上保有する株主さまに対し、
当行オリジナルクオカードを贈呈し、さらに保有期間12ヶ月以上
の株主さまには保有株式数に応じて、当行オリジナル株主優待カ
タログから地元の特産品等をお選びいただけます。

クオカード

株主優待カタログ
記号 品目

（商品名）
A 大分県産中玉どんこ椎茸

B 和みと匠のバニラアイス

C 「ななつ星IN九州」八女茶詰め合せ

D 繁枡　大吟醸しずく搾り

E 喜多屋　純米大吟醸セット

F 春日野（かすがの）

G 千鳥屋洋菓子詰合せ

H 博多水炊きセット

I くず餅・わらび餅＆簡単手作りセット

J 大砲ラーメン　詰合せ

K 黒田武士辛子明太子

L 筑前ハム　バラエティーセット

M フォートナム＆メイソン　ケーキ・ティーバッグ詰合せ

N 山本海苔店「有明一番　撰」詰合せ

O 社会貢献活動団体への寄付

P 体験ギフト

大分県産どんこ椎茸 205g 八女煎茶　香 80g×３、八女茶ほしの 70g×１、八女深むし茶 
80g×１

純米大吟醸喜多屋しずく搾り 720ml×１本、喜多屋　純米大吟醸
寒山水50％磨 720ml×１本

フィナンシェ 10個（各５個）、あさちどり 10枚（各５枚）、チロリ
アン 10本、バウムクーヘン ４個、チロリアンハット 10枚

くず餅×４、わらび餅×４、本葛 150g×１箱、白ごまどうふ（４
～５人前×２）×２箱

抹茶 90ml×２、バニラ 90ml×２、チョコ 90ml×２、抹茶小豆 
100ml×２、匠のバニラ 90ml×１

大吟醸しずく搾り 720ml×１ 鶏のぶつ切り 350g、鶏の切り身 270g、鶏ミンチ 160g、特製
水炊きスープ 1,200ml、自家製ポン酢 250g

とうふしゅうまい（５個入）×１パック、かにしゅうまい（５個入）
×１パック、豚角煮饅頭（１個70g）×４ヶ、豆腐ハンバーグ（１
個130g）×３個、久留米ソース（１本90ml）×１本

大砲ラーメン８食入り

日本一の乾しいたけの生産量を誇る大分県より、肉厚で
料理に使い易い中玉どんこ椎茸を詰合せいたしました。（大
分乾しいたけトレーサビリティ協議会認証シール、製品シ
リアルナンバー付）

クルーズトレイン「ななつ星IN九州」のウェルカムティー
などお客様用に採用されている八女煎茶“香”と星野村産の煎
茶、八女深むし茶の詰め合せです。

山田錦を39％まで精白し極寒に仕込み、圧力を一切加えな
い「しずく搾り」によって仕上げました豊かな味わいの純米大
吟醸と「山田錦」と「吟のさと」を50％まで精白し酒造技術
の粋を尽くして作り上げた純米大吟醸。杜氏入魂の逸品です。

千鳥屋の人気、代表的な洋菓子を詰め合わせました。 秋月本葛、天然の国産葛根を使用。昔ながらの製法を受け
継ぎ、最新の設備で製造した精度の高い贅沢な本葛を使用
した各商品をお楽しみください。

厳選された素材を使用し、創業60年以上守り続けた無添
加アイスクリームです。国産バニラビーンズ、てんさい糖を
使用したこだわりの匠のアイスをセットしました。

創業1717年、平均精米歩合50％半ばで吟醸蔵と呼ばれ
ている。自社精米機にて40％まで精米槽搾り。

原料米　山田錦100％　精米歩合　40％

梅の花を代表する「とうふしゅうまい」と「かにしゅうま
い」をはじめ、通販本舗 梅あそびで人気のある「豚角煮饅頭」
と「豆腐ハンバーグ」を詰め合わせたセット商品。ご家庭で
はもちろん、贈り物にもおすすめの一品です。

① 昭和二年から続く博多を代表する料亭。以来、各界の著名
人をはじめ博多の地で愛されてきました。

② 地元博多で愛される水炊きを料亭老松ならではの技で仕
上げました。自家製のポン酢でお召し上がりください。

その思いは、長い思案と奮闘の末こだわり続けた店の味
の再現につながりました。なかでも、創業からつぎ足して仕
込む秘伝の「呼び戻しスープ」をご自宅でご堪能ください。

■商品内容 ■商品内容 ■商品内容 ■商品内容 ■商品内容

■商品内容 ■商品内容 ■商品内容 ■商品内容 ■商品内容

大分県産中玉どんこ椎茸
兼貞物産㈱

㈾古蓮

古賀茶業㈱

㈱高橋商店

㈱喜多屋

㈱梅の花

㈱千鳥饅頭総本舗

㈲老松

㈱廣八堂

㈱森光商店

「ななつ星IN九州」八女茶詰め合せ 喜多屋　純米大吟醸セット 千鳥屋洋菓子詰合せ くず餅・わらび餅＆簡単手作りセット

和みと匠のバニラアイス 繁枡　大吟醸しずく搾り 春日野（かすがの） 博多水炊きセット 大砲ラーメン　詰合せ

優待品記号 ● Ａ 優待品記号 ● Ｃ 優待品記号 ● Ｅ 優待品記号 ● Ｇ 優待品記号 ● Ｉ

優待品記号 ● Ｂ 優待品記号 ● Ｄ 優待品記号 ● Ｆ 優待品記号 ● Ｈ 優待品記号 ● Ｊ

お問い合わせ先：  三菱UFJ信託銀行　 
株主さまサポートセンター

受付時間：9：00～17：00
（土日、祝日を除きます。）

0120-232-646フリー
ダイヤル

商品によりお申し込み多数のためご希望の商
品をお届けできない場合やお送りいただいた
株主優待申込書にご希望商品が記載されてい
ない場合はCの八女茶詰め合せをお届けいた
します。
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項番 品目
（商品名）

１ 大分県産中玉どんこ椎茸

２ 和みのアイスクリーム

３ 「ななつ星IN九州」八女茶詰め合せ

４ 繁枡　純米大吟醸

５ 喜多屋　純米吟醸・吟醸セット

６ 梅ゼリー

７ 和洋双菓

８ 料亭老松　鮮魚味噌漬詰合せ

９ くず餅・わらび餅＆くず湯ギフト

10 大砲ラーメン　詰合せ

11 黒田武士辛子明太子

12 筑前ハム　ハム・ベーコンセット

13 フォートナム＆メイソン　ケーキ・ティーバッグ詰合せ

14 山本海苔店　「有明一番　撰」詰合せ

15 社会貢献活動団体への寄付

16 体験ギフト

大分県産どんこ椎茸 120g 八女煎茶　香 80g×２、八女茶ほしの 70g×１ 純米吟醸　寒山水720ml×１、吟醸酒　喜多屋720ml×1 千鳥饅頭 10個、チロリアン 14本、チロリアンハット 10枚 くず餅×３、わらび餅×３、くず湯 23g×10

抹茶 90ml×２、バニラ 90ml×２、チョコ 90ml×２ 純米大吟醸酒 720ml 梅ゼリー 95g×10個 西京漬け（甘鯛、穴子、鰆、鮭）計 約400g 大砲ラーメン（６食入り：４食＋２食）

日本一の乾しいたけの生産量を誇る大分県より、肉厚で
料理に使い易い中玉どんこ椎茸を詰合せいたしました。（大
分乾しいたけトレーサビリティ協議会認証シール、製品シ
リアルナンバー付）

クルーズトレイン「ななつ星IN九州」のウェルカムティー
などお客様用に採用されている八女煎茶“香”と星野村産の煎
茶の詰め合せです。

酒造好適米「山田錦」のみを50％に磨き上げて低温でじ
っくり発酵させ、華やかな香りと豊かな味わいを引き出し
た純米吟醸酒です。

さらしにさらした極上の白餡をカステラ生地で包み、黄
金色に焼き上げた、九州を代表する銘菓千鳥饅頭とチロリ
アン、チロリアンハット洋菓子との詰合せ。

秋月本葛、天然の国産葛根を使用。昔ながらの製法を受け
継ぎ、最新の設備で製造した精度の高い贅沢な本葛を使用
した各商品をお楽しみください。

厳選された素材を使用し、創業60年以上守り続けた無添
加アイスクリームです。一度とけたら食べられなくなるアイ
スクリームです。

創業1717年、平均精米歩合50％半ばで吟醸蔵と呼ばれ
ている。自社精米機にて40％まで精米槽搾り。

原料米　山田錦100％　精米歩合　40％

梅の花のシンボルともいえる「梅」を使ったデザート。お
中元やお歳暮、手土産として１年を通してご利用いただい
ている価値ある一品です。

① 昭和二年から続く博多を代表する料亭。以来、各界の著名
人をはじめ博多の地で愛されてきました。

② 老松独自の配合で仕上げた西京味噌に漬け込んだ魚を詰
合せました。

その思いは、長い思案と奮闘の末こだわり続けた店の味
の再現につながりました。なかでも、創業からつぎ足して仕
込む秘伝の「呼び戻しスープ」をご自宅でご堪能ください。

■商品内容 ■商品内容 ■商品内容 ■商品内容 ■商品内容

■商品内容 ■商品内容 ■商品内容 ■商品内容 ■商品内容

大分県産中玉どんこ椎茸
兼貞物産㈱

㈾古蓮

古賀茶業㈱

㈱高橋商店

㈱喜多屋

㈱梅の花

㈱千鳥饅頭総本舗

㈲老松

㈱廣八堂

㈱森光商店

「ななつ星IN九州」八女茶詰め合せ 喜多屋　純米吟醸・吟醸セット 和洋双菓 くず餅・わらび餅＆くず湯ギフト

和みのアイスクリーム 繁枡　純米大吟醸 梅ゼリー 料亭老松　鮮魚味噌漬詰合せ 大砲ラーメン　詰合せ

優待品番号 ● １ 優待品番号 ● ３ 優待品番号 ● ５ 優待品番号 ● ７ 優待品番号 ● ９

優待品番号 ● ２ 優待品番号 ● ４ 優待品番号 ● ６ 優待品番号 ● ８ 優待品番号 ● 10

商品によりお申し込み多数のためご希望の商
品をお届けできない場合やお送りいただいた
株主優待申込書にご希望商品が記載されてい
ない場合は3の八女茶詰め合せをお届けいた
します。

お問い合わせ先：  三菱UFJ信託銀行　 
株主さまサポートセンター

受付時間：9：00～17：00
（土日、祝日を除きます。）

0120-232-646フリー
ダイヤル
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ちくぎんポイントサービスの開始 （平成26年6月）

当行所定の基準によって、お客さまの
お取引状況をポイントに換算し、その合
計ポイントに応じた特典を、お申込みによ
りご利用いただけるちくぎんポイントサー
ビスを開始いたしました。毎月末にステー
ジ判定を行い、翌月15日から翌々月14
日まで、ステージに応じた特典がご利用
いただけます。

ちくぎん外為Webサービスの取扱開始 （平成25年8月）

インターネットに接続できるパソコンをお持ちで当行に円建の
普通預金または当座預金をお持ちの法人および個人事業主のお
客様を対象に「外国送金」、「輸入信用状の開設・条件変更」の
依頼が出来るちくぎん外為Webサービスを開始いたしました。

平成26年9月30日までにお申込いただいたお客様は最大6ヶ
月間月額手数料2,160円（税込）が無料でご利用いただけます。
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