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　平成２８年１月、「ビジネスプラン事業化支援ＰＲＯＪＥＣＴ 
第２回『＜ナント＞サクセスロード』」の表彰式を開催し、応募
件数５４プランのなかから選考された８プランを発表しま
した。本プロジェクトは、地域経済・社会へ貢献することを
目的に、優れたビジネスプランを募集し、当行の専属担当者
が外部機関等と連携しながら重点的に早期事業化を支援す
るもので、大賞３プランには賞金１００万円、優秀賞５プラン
には賞金５０万円
を贈呈しました。

　平成２８年４月、「結婚・子育て資金の一括贈与に
係る贈与税の非課税措置」に対応した預金商品

「〈ナント〉結婚・子育て資金贈与専用口座“家族の
はじまり”」の取扱いを開始しました。お子さまやお孫
さまへの結婚・子育てにかかる贈与ニーズをしっかり
サポートいたしますの
で、ぜひ本口座をご活
用ください。
※手続き等の詳細は当行本支
　店窓口にお尋ねください。

【仮店舗】
（平成２８年５月１６日～）
桜井市大字桜井１２５９番地

（エルト桜井１階）

　平成２８年７月１１日、現店舗から
南へ約６０ｍの場所へ新築移転
オープンします。今後も引続き、
地域に密着した営業を積極的に
展開してまいります。

　平成２８年4月、ＩＣキャッシュカード一体型クレジットカード「〈ナント〉Cotoca」
の提携店舗・施設「Cotoca Town」に関する情報を発信するスマートフォンアプリ

「Cotoca Town Pass」（愛称“コトカパス”）を導入しました。
　「コトカパス」は、提携店舗の住所・電話番号や地図表示、特典等の情報を参照
できるなど、「Cotoca Town」に関する情報をタイムリーに入手でき、これまで
以上に「Cotoca Town」の提携店舗・施設を便利にご利用いただけます。
　なお、スマートフォンやタブレット端末（Android OS版、iOS版）をご利用のお客
さまは、どなたでも「コトカパス」をインストールしていただけます。

　平成２７年１１月、「タブレット端末」に行内
情報システムへの連携機能を追加しました。
本機能の利用により、渉外担当者の訪問時
にお客さまがご自身の資産運用状況等を
ご確認いただけるとともに、運用性商品の
ご購入時にお客さま
の投資ニーズや経
験、年齢などの情報
から最適な商品の
ご提案が可能となり
ました。お客さまの
資産づくりを積極的
にサポートいたしま
すので、ぜひ当行に
ご相談ください。

　平成２８年１月、当行で公的年金をお受取りのお客
さまを対象に“健康”“安心・安全”に関する新たな
サービスを開始しました。急な病気やけがでお困り
の際など健康や介護に関する電話相談サービスが
無料になるほか、大手警備会社のシニア向けサービ
スを割引価格でお使いいただけます。
　また、今後当行で公的年金のお受取りを検討され
ているお客さまも、お手続きと同時にご利用いただ
けます。
※手続き等の詳細は当行本支店窓口にお尋ねください。

　平成２８年４月、奈良県の観光産業の活性化を目的に南都ディ
ーシーカード株式会社、株式会社RD観光ソリューションズととも
に２７年９月に設立した「奈良県観光活性化ファンド」について、
第１号となる投資を実行しました。
　今回の投資先は、奈良市にある築１６０年の奈良市指定文化財
の商家を改装しゲストハウス併設型のレストランとして営業する
ものです。
　当行は今後も引続き、参画各社が有する専門的知見、ネット
ワークおよびファイナンスにかかるノウハウを活用し、奈良県内の
観光産業の活性化に資
する企業への資金供給
等を通じて、奈良県経済
の活性化に貢献してま
いります。
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ビジネスプラン事業化支援ＰＲＯＪＥＣＴ
第２回「＜ナント＞サクセスロード」受賞８プランを発表

〈ナント〉結婚・子育て資金贈与専用口座
「家族のはじまり」取扱開始！

年金お受取りのお客さま向けのサービスを
拡充しました！

桜井支店を店舗新築のため仮店舗に移転

名張支店 桔梗が丘出張所新築移転

「奈良県観光活性化ファンド」第１号案件の投資が決定 和泉支店を新築移転オープン

スマートフォンアプリ「Cotoca Town Pass」新登場！

トピックス・お知らせ

タブレット端末の機能を充実！

提携店舗・施設を
カード形式でご紹介 ご利用いただける

特典等をご紹介

提携店舗・施設の
位置を地図で確認

 投資対象物件の外観

　平成２８年４月、JR阪和線和泉府中駅前に大阪府下で１８店舗目と
なる「和泉支店」を新築移転オープンしました。新店舗にはカード式
貸金庫100函や資産運用
相談に対応できる専用
ブースを設置するなど
設備面での充実を図り、
お客さまの利便性向上と
サービスの強化を図って
まいります。
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