
安定した金融インフラを全てのお客様に提供

高齢化の進展、デジタル社会などの社会的課題に直面する中、地域のお客様に安定した金融インフラと質の高いサービス
をご提供し、お客様の豊かな生活の形成をサポートしてまいります。

デジタルツールの充実を図り、お客様に安心・安全にご利用いただけるインフラの提供に努めています。
非対面チャネル／キャッシュレスはデジタル社会への対応とともに、感染症防止等の観点からも有効です。また、ペーパー
レス化による紙資源の節約にもつながります。

非対面チャネルの拡充
銀行にご来店いただくことなく、いつでもどこでも、スマートフォンやパソコンでさまざまな銀行のお取引をご利用いただ
けるよう、商品・サービスの拡充を図っています。

店頭でのタブレットによる受付
店頭での普通預金口座開設の受付、個人向けローン商品・クレジットカード・投資信託・保
険商品の商品説明やお申し込みの受付においてタブレットを活用しています。

デジタル社会への対応　～非対面チャネル／キャッシュレス～

ごうぎんアプリ 手のひらに銀行店舗を

重要課題 Society 安心・安全な社会の形成

● 普通預金口座開設
ご来店いただくことなく、簡単に普通預金の口座を開設いただけます。

● スマート通帳
紙の通帳と同じように、お取引の明細や残高を確認いただけます。 
通帳記入や通帳繰越が不要です。

● インターネットバンキング
スマートフォンでお振込み、定期預金、税金・各種料金の支払いが可能です。 
住所変更手続きも完了します。

● キャッシュレス決済
現金の受け渡し不要で、お店でのお支払いがスムーズです。

● ローン （住宅ローンを除く）
お申し込みからご契約までスマートフォンでお手続きが完了します。

相続Web受付

ご来店いただくことなく、相続手続きが完結します。

相続手続きに必要な書類等を
郵送または電話によりご案内

郵送で書類の授受

お手続き完結

非対面（Web+郵送）で相続手続き完結　2021年6月取扱開始

当行ホームページ ➡
Web画面の案内に沿って
相続手続きに必要な情報を入力

＜ご利用の流れ＞
ご自宅のパソコンや
スマートフォン等を利用して、
相続手続きのお申し込み

〜お客様に安心してご利用いただけ、身近な銀行であるよう、商品・サービス向上に努めています〜

サステナビリティに
関する考え方トップメッセージ 環境分野に関する

取り組み
社会分野に関する

取り組み
企業統治に関する

取り組み 各種データ
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キャッシュレス決済の促進
地域・お取引先のキャッシュレス化を支援するとともに、お客様のキャッシュレス決済の利用促進を図っています。キャッシュ
レス化の取り組みを地域全体に広げることで、消費機会の拡大やお取引先の業務効率化など地域活性化に貢献するととも
に、キャッシュレスによる新しい生活様式への対応をサポートしています。

食べて!泊まって!  山陰応援キャンペーン　2021年10月22日～2021年12月31日
コロナ禍の地元の飲食店や宿泊施設の皆様を応援するキャッシュレスキャンペーン
加盟店・お取引先への送客を促し、売上増加や地域活性化を図るとともに、山陰の魅力再発見の機会となっています。

キャンペーン概要
キャンペーン期間中に、山陰両県内の「飲食店」または「宿泊施設」でのご
利用代金を当行が発行するクレジットカードで決済すると、最大2,000
円キャッシュバック。

■ 飲食店応援キャンペーン
山陰の飲食店での利用代金を当行のクレジットカードで5,000円以上決
済すると、先着2,000名様に、もれなく1,000円をキャッシュバック

■ 宿泊施設応援キャンペーン
山陰の宿泊施設での利用代金を当行のクレジットカードで10,000円以
上決済すると、先着1,000名様に、もれなく1,000円をキャッシュバック

飯南町におけるデジタル商品券実証実験 〜山陰地方初〜
山陰合同銀行とみずほ銀行は、地域の消費活性化および
デジタル化を促進させるため、2021年10月から2022
年1月まで、島根県飯南町における地域振興券のデジタ
ル化の実証実験を実施しています。従来の紙でのプレミ
アム商品券をデジタル化することで、販売や換金にかか
る業務負担軽減が期待できるとともに、町内のデジタル
化推進と消費活性化を図ります。
実証実験を通じて、自治体のデジタル化に向けた課題の
把握およびDX推進による解決と、住民の利便性向上につ
なげてまいります。

デジタル商品券利用の流れ
❶ 飯南町へ参加申込
❷ 飯南町の専用ページにて以下いずれかの方法で商品券購入（チャージ）
　 クレジットカード／J-Coin Pay／ローソンLoppiまたは銀行振込
❸ 加盟店に設置してあるQRコードをスマートフォンで読み取り決済

キャッシュレスによる地域応援

デジタルによる消費活性化支援

クレジットカードで地元の飲食店・宿泊施設を応援

10,000円以上

山陰の
宿泊施設で

5,000円以上

山陰の
飲食店で

※本キャンペーンは「ローソンで購入のGoToEatしまねプレミアム付き食事券」、「鳥取県お食事クーポン券」との併用が可能です。（各種キャンペーン等の詳細については山陰両県のホームページ等に
てご確認ください。） ※2021年12月31日までに応募人数に到達次第キャンペーンは終了します。 ※飲食店または宿泊施設でのお支払いを当行のクレジットカードで決済確認できた方で、専用サイトか
らエントリーいただいた方が対象となります。 ※クレジットカードや決済口座の解約等により、入金できなかった場合は対象外となります。

食べて！泊まって！山陰応援キャンペーン

2021年10月22日（金）～2021年12月31日（金）

キ ャ ン ペ ー ン

当行クレジットカード会員（個人）対 象 者

当行ホームページでエントリー
・飲食店応援キャンペーン：お一人さま１回
・宿泊施設応援キャンペーン：お一人さま１回キャンペーン要件

【飲食店応援】2,000人　【宿泊施設応援】1,000人応 募 人 数

実 施 期 間

キャンペーン期間に山陰の飲食店での利用代金を当行のクレジッ
トカードで5,000円以上決済すると、もれなく1,000円をキャッ
シュバックいたします。
※ローソンで購入するGoToEatキャンペーン食事券を当行のクレジッ
トカードで5,000円以上決済した場合も対象となります。

キャンペーン期間に山陰の宿泊施設での利用代金を当行のクレ
ジットカードで10,000円以上決済すると、もれなく1,000円を
キャッシュバックいたします。

キャンペーン期間中、山陰の飲食店または宿泊施設にて、
ごうぎんのクレジットカードでのお支払い後、ごうぎんWebページにて

エントリーいただくと、それぞれ1,000円キャシュバック!!

ごうぎんの
クレジットカードで

決済すると

キャッシュバック!

Cred
it Ca

rd

2,000円最大

2022年3月中旬に引落口座にキャッシュバックいたします。

内

容

飲食店応援

宿泊施設応援

キャッシュバック

Web
エントリー

飲食店
キャンペーン

から
Web
エントリー

宿泊施設
キャンペーン

から

食べて！泊まって！

キャンペーン
キャンペーン期間

金 金

2021

10/22 12/31
キャンペーン
について

詳しくは
こちら

山陰応援

※「ローソンで購入する
GoToEatキャンペーン食事券」、
「鳥取県お食事クーポン券」を
ごうぎんのクレジットカード
で5,000円以上決済した
場合も対象となります。

※それぞれのキャンペーンでお一人さま1回ずつ
エントリーが可能です。

キャンペーン詳細情報

2021年10月22日現在
クレパンフ084（2021.10制）〈2021.10〉

株式会社山陰合同銀行本キャンペーンに関するお問い合わせは
お近くのごうぎん窓口まで

ごうぎん

みずほ銀行

町内加盟店

飯南町

町民

③商品の購入
　スマートフォン決済

②デジタル
　商品券購入

システム活用
ニーズ
提案

ビジネス
マッチング契約

仲介

当行がみずほ銀行と自治体を調整

①参加決定 ④入金

専用
ページ
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安定した金融インフラを全てのお客様に提供

ごうぎん
Duoカード

ヒト・モノ・カネの地域内循環で持続可能な地域づくり
Duoカードをご利用いただくことで、会員・加盟店双方がメリットを享受できる当行独自
の仕組みを構築しています。Duoカードを「地域カード」として普及させ、地元企業の販促
支援と地域内消費を促進することで、地域活性化を図ります。

当行独自キャンペーンの実施
Duoカードを活用したさまざまなキャンペーンの
継続的な実施により、地域における消費機会の拡
大を図っています。また、クレジットカードの日常
利用を促進し、キャッシュレス決済の浸透を図って
います。

Duoコレ
当行独自のポイント交換プログラムの一つで、貯
まったポイントを地域の特産品や商品券へ交換で
きるサービスです。ポイントを活用し、地域経済へ
の貢献と特産品の魅力発見につなげています。

ICキャッシュカード一体型クレジットカード

詳しくはHPをご覧ください。
https://www.gogin.co.jp/personal/service/duocard/

会員数

約28万人
（2021年9月末現在）

加盟店数

約1万店舗
（2021年9月末現在）

地域カードを活用した地域活性化

コロナ禍の地域を応援するDuoカードキャンペーン
「さんいんを元気に! !」をテーマに、Duoカードを活用した
地域の皆様、山陰の宿泊施設、飲食業の皆様を応援する
さまざまなキャンペーンを実施しました。

● Duoコレカタログキャンペーン（2020年7月～11月）
● Duoカードで応援!#WeLove山陰キャンペーン※

 （2021年3月）
● Duoカードでまちを元気に!GoToEatキャンペーン
 （2021年4月～8月）

地域産業のお役に立ち、地元山陰両県の
魅力を再発見できる機会となりました。

※  #WeLove山陰キャンペーン  
島根・鳥取両県実施の地域観光振興企画。両県在住者が対象の宿泊施
設を利用する場合の料金を1/2割引。（上限5,000円/1人/1泊あたり）

●  地域に根差した施策によるリレーションシップバンキングの実践

地域の魅力・楽しさの創出

地域への参画・愛着

各種キャンペーン
特典情報提供

各種キャンペーン

●  地域に密着したお得な 
情報とカード利用特典 
の付与

●  オリジナルイベントへの 
参加による地域への愛着

●  会員向けのイベントや 
キャンペーンを通じて、 
地域の活性化を創出

会員 地域

ごうぎん

重要課題 Society 安心・安全な社会の形成

サステナビリティに
関する考え方トップメッセージ 環境分野に関する

取り組み
社会分野に関する

取り組み
企業統治に関する

取り組み 各種データ
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〜野村證券㈱との提携〜
銀行と証券の強みを合わせた新たな金融サービスで、
人生100年時代を見据えた資産形成をサポート

高齢化社会を安心して過ごすために考えておくことの一つが老後の資産です。「ふやす」「そなえる」「のこす」などお客様の
多様化するニーズに対し、質の高いご提案でお客様の豊かな生活の形成をサポートしてまいります。

野村證券㈱との提携により、山陰において、当行のお客様
にも日本屈指の証券サービスをご提供しております。山
陰合同銀行の広範なネットワークに、野村證券㈱の専門
的なノウハウと情報をプラスし、より高度なコンサルティ
ングで、人生100年時代を見据えた資産形成をサポート
してまいります。

資産形成や資産寿命について考える
商品ラインナップの充実やシミュレーションツール等の使
用で、コンサルティング力を強化しています。また、メー
ルでの情報提供やWEBセミナーを活用し、セカンドライ
フに向けて現役世代から運用の重要性や、資産寿命につ
いて考える機会をご提供しています。

資産管理や資産承継を考える
コンサルティングを通して、資産管理における家族連携
の重要性についてご説明しています。また、相続対策セミ
ナーの開催やDMの送付など、相続について考える機会
をご提供するとともに、認知機能低下への備えの重要性
についてもご説明しています。商品ラインナップの充実
を図り、スムーズな相続・資産承継をお手伝いします。

高齢化社会における資産形成サポート

●地域の充実した営業ネットワーク
●長年培った信用

●専門的な人材・ノウハウ・情報
● 豊富な商品ラインナップ・ 

最新システム

● 充実した商品・サービスラインナップ
800種類以上の投資信託など、現在野村證券㈱が取り扱
う商品・サービスを当行を通じてご購入いただけます。

● 利便性の高いサービス
店頭窓口のみならず、電話やインターネット等の非対面
チャネルなど、お客様に合ったチャネルでお取引いただけ
ます。

● 豊富な情報
野村證券㈱のグローバルネットワークを通じて、日本のみ
ならず世界中の最新情報をいち早くお客様にお届けいた
します。

● より高度なコンサルティング
高い専門性を有するコンサルティングスタッフが、より一
層付加価値の高い金融サービスをご提供してまいります。
また、金融に関する全てのご相談等を当行の窓口で完結
させることができます。

● 店舗体制
3つの店舗体制でお客様のニーズに的確にお応えしてまいります。

コンサルティングプラザ フルラインの商品・サービスをご提供

資産運用相談窓口 幅広いお客様を対象に資産運用・資産形成のご相談
シニアのお客様の資産管理のお手伝い

それ以外の店舗 証券口座の新規開設や投信積⽴のお申込受付

充実した商品・
サービス

ラインナップ

利便性の高い
サービス 豊富な情報 より高度な

コンサルティング
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