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この度、4種類の「期間限定 目的別ローン」を全て「生活応援ローン」としてリニューアルいたしま

した。皆様の生活を応援する使いやすい新しいローン商品としてご提供いたします。ご自身のラ

イフスタイルに合わせてご利用ください。 当組合HPよりお申込みいただけます！
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クラウドファンディングページを
リニューアルしました！

2014 年からクラウドファンディングによる事業者支援を行ってきましたが、この 4月 1日から、
サービス名およびWEB ページが変更されましたのでご案内いたします。

旧 FAAVO飛騨・高山

新 クラウドファンディング飛騨・高山

CAMPFIRE
新特設ページ

Facebook
新ページ

現 在 実 施 中
＊CAMPFIRE 限定価格＊飛騨高山産「とまじゅう」の美味しさをみなさんの食卓へ

【ジビエの概念が変わります】とにかく食べてほしい！極旨の猪 鹿 熊【先行販売】

丹生川にある寺田農園さんのトマトジュースを
限定価格にて購入できるチャンスです。とま
じゅうカレーとのセットや定期便など普段は販
売していないセットもご購入いただけます。
〈募集期間：2021.4.12~5.10〉

飛騨で採れた熊・鹿・猪を丁寧に下処理→調理
を行い、おうちでも気軽に楽しめるジビエ商品
が開発されました。CF 限定でロースト、ソー
セージ、カレーなどを先行販売しています！
〈募集期間：2021.4.22~5.31〉

新体制でも変わらず、クラウドファンディング
大手媒体である CAMPFIREおよびMakuakeの
利用ができます。昨年度は 25 件のプロジェク
トを実施し、1万 3千人以上の方から 1億 8千
万円近くのご支援をいただきました。

今年度も、地域の素材や技法を生かした「新商
品」の開発、地域の人が仕掛ける「新サービス」
などを積極的に支援していきますので、お気軽
にご相談ください。企画段階から担当者が伴走
させていただきます。

自家用車両のご購入、車検費用や運
転免許証取得費用等にご利用いた
だけます。
〈返済期間〉10年以内

住宅のリフォームにご利用いただけ
ます。
〈返済期間〉15年以内

入学金や授業料のお支払等、お子さ
まの教育資金のサポートをいたしま
す。
〈返済期間〉15年以内

「マイカーローン」「奨学ローン」「リ
フォームローン」以外の使途が明確
な資金にご利用いただけます。
〈返済期間〉10年以内
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NEW RECRUIT人事異動と新入職員のご紹介

START-UP PITCHスタートアップピッチVol.2 を開催！

職 員 名 新  任 前  任 

渡辺 剛 営業統括部 営業統括課 次長 経営企画部 ペイメント事業課 次長 

島田 真吾 けやき通り支店 次長 本店営業部 次長 

木戸 康人 本店営業部 次長 本店営業部 部長代理 

岡田 陽子 国府支店 支店長代理 西古川支店 支店長代理 

上田 勝也 西高校前支店 支店長代理 山王支店 支店長代理 

谷口 智之 古川支店 支店長代理 けやき通り支店 支店長代理 

谷田 敏則 松泰寺支店 支店長代理 古川支店 支店長代理 

東 裕之 山王支店 支店長代理 松泰寺支店 支店長代理 

増田 良太 本店営業部 部長代理 西高校前支店 支店長代理 

荒川 智之 古川支店 支店長代理 古川支店 係長 

西本 寿彦 国府支店 支店長代理 国府支店 係長 

坂上 悠 古川支店 支店長代理 古川支店 係長 

令和 3年 4月 1日付で人事異動がありましたのでお知らせいたします。

新入職員も 5名入社！研修を経て、
様々な店舗へと配属されましたこれ
からよろしくお願いします。

4月 23 日に「スタートアップピッチ in 飛騨高山」を開
催しました。昨年の 12 月に飛騨初のスタートアップピッ
チイベントとして立ち上がり、2回目となる今回も、
COVID-19 の感染対策からオンライン開催となりました。

観光、交通、MaaS、遠隔医療、フード、建築、林業をテー
マとするスタートアップ 5社と「飛騨のために何かをし
たい・・・」と思う地元の方々との出会いの場。
第 2回は 70 名の方にご参加いただきました。

実際に出会いの場から新しいプロジェクトの種が生まれ
つつあります。第 3回も開催予定ですので、次回をお楽
しみにお待ち下さい。
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SARUBOBO COINさるぼぼコインからのお知らせ

1 軽自動車税はさるぼぼコインで納付！

2 NPO・市民団体様の「寄付」や「会費集め」に活用しませんか？

新年度を迎え、軽自動車税等を支払う時期になりました。
さるぼぼコインでは、軽自動車税をはじめとした高山市・
飛騨市の市税／公共料金の納付に対応しております！
ご家庭から簡単に納付ができます！
※各自治体で納付可能な税等は右の図をご参照ください。

〈さるぼぼコイン納付のメリット〉
●さるぼぼコインのチャージ時に 1%のポイント付与
●バーコードをアプリで読み取るだけの簡単納付

〈納付方法〉
アプリホーム画面→[ その他 ]→[ 納付書払い ]→[ 進む ]
→[ バーコード読み取り ]→[ 確認し決済 ]

さるぼぼコインの「非対面決済」機能を活用す
ることで、NPO・市民団体様が行う「寄付」や
「会費」の徴収をキャッシュレスで行うことが
できます。
認定NPO法人まちづくりスポット様と連携し
て、4月 16 日 ( 金 ) に「第 1回 NPO・市民団
体向けキャッシュレス相談会」を開催しました。
5団体の方にご説明したところ、さるぼぼコイ

ンで寄付や会費集めができることに驚きがあっ
たようで、導入に向けて進んでいくことになり
ました。
個人情報の取得など注意すべき対応や踏むべき
ステップがありますので、検討されるNPO法
人や市民団体の方はぜひご相談ください。
スポーツクラブの会費徴収でも導入事例がござ
います。

さるぼぼコイン事務局
（飛騨信用組合経営企画部内）

TEL：0577-32-8988
Mail：support_coin@hidashin.co.jp

お問い合わせ先

さるぼぼコイン納
付の流れを動画に
しました。参考に
してください。


