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飛騨の飲食店を応援します！

アプリのインストールはこちら

▼ポスターが目印です！

当組合における新型コロナウイルス感染症
感染拡大防止への取り組みについて

現在当組合では、特別窓口の開設・特別融資の実施を行っております。

その他にもクラウドファンディングやさるぼぼコインを利用したご支援も

可能です。最寄りの店舗、または以下の問合せ先までご相談ください。

職員の交代勤務や窓口営業の一部縮小等を行う場合がございます。
通常以上にお時間がかかる場合がございますので、何卒ご了承ください。

窓口でのお取引につきまして

お振込や現金の入出金はATMで、口座移動・照会等はインターネットバンキングでお取引可能です。
また、さるぼぼコインをご利用いただくと、現金を使わないお支払いや個人間での送金が可能になります。
ご不明点やサービス利用のお申込みは職員までお申し付けください。

ATM・インターネット・さるぼぼコイン等のご活用

ご来店時にはマスク着用および、店舗に設置しております消毒液をご使用ください。
また、ロビーやATMでお待ちいただく際には、可能な限り他のお客様と距離をお取りいただくなど、
感染予防対策へのご協力をお願いいたします。なお、全店の窓口にスクリーンを設置し、ご来店前後に
消毒作業（座席、職員の手指等）を行っております。

マスク着用でのご来店とアルコール消毒のお願い

お客さまへの訪問による渉外活動を自粛しております。ご相談等がございましたら個別に承りますので、
担当者あるいは窓口までご連絡いただきますようお願いいたします。

渉外活動につきまして

Bizcon.HIDA : 0120-554-766　 東山支店 : 0577-33-0648

新型コロナウイルスの感染が拡大する中、国の非常事態宣言の対象地域が全国に拡大さ
れました。当組合は金融インフラの社会的使命を果たすため、以下について取り組んでお
ります。 

★お客さまおよび職員の健康・安全を最優先とした新型コロナウイルス感染拡大防止 
★お客様の資金決済や事業資金のご支援など、安定した金融サービスの提供 

 また、感染拡大防止の観点からお客様にご理解・ご協力いただきたい点がございますの
で、ご確認いただきますようお願いいたします。なお、詳細は HPに掲載しております。 

平日 土日祝

新型コロナウイルスの影響を受けている事業者の皆さま

HPはコチラ

対象期間中に対象店舗で
さるぼぼコインにてお支払いいただくと、
決済額の10％をポイントで還元！

こちらのバナーを押していただくと

テイクアウト・デリバリー可能な店舗を

一覧で確認することができます！

さるぼぼコインにてお支払いいただくと、
決済額の10％をポイントで還元！1 0 ％ 還 元

キャンペーン
▶ ▷ ▶ 詳しくはさるぼぼコインアプリにてご確認ください ◀ ◁ ◀

2020年5月10日  20:00まで
(期間中に終了する場合もございます。）

 観光を中心に様々な業種の方が新型コロナウイルスの影響を受けていますが、特に飲食
店においては外出自粛要請により店内での飲食が難しくなっています。そんな中、多くの飲
食店でテイクアウトメニューの販売が始まっております。 
 そして当組合も飲食店のお力になるべく「さるぼぼコインアプリ」の検索ページに、テイ
クアウトやデリバリーを行っている店舗を抜き出して特集ページを作成いたしました。テ
イクアウトまたはデリバリー可能な店舗が一覧で表示され、地図で確認することができま
す！ 
この取り組みは、(株)ゴーアヘッドワークス様が主催する、「＃そしゃテイクアウトやぞ」、

(株)清水弥生堂様が行うデリバリーサービス「＃そしゃデリバリーやぞ」、ひだプラす様主
催の「飛騨市飲食店応援プロジェクト！」と連動しており、少しでも飲食店様への支援が出
来ればと思っています。 
当組合は、さるぼぼコインを通じてテイクアウトやデリバリーをはじめられる飲食店様

の情報の発信のお手伝いをさせていただきたいと思っております。お気軽にひだしんまで
ご相談ください。 



 

 
 

学業に励むお子様を一緒に支えます！

新しい仲間が加わりました！

「匠バス」お披露目会がありました人事異動

 令和 2 年 4 月 1 日付けで人事異動がありましたのでお知らせいたします。 

教育カードローンYELL エール

入学金、授業料はもちろん
学費以外にもご利用いただけます！

詳しくはお近くのひだしん窓口まで。
商品概要説明書をご用意しております。

高校・大学等に在学中のお子様がいらっしゃる方限定！

▲お披露目会の様子

小関 柊介
本店営業部

山下 寿珠
国府支店中村 愛優

中山支店

新井 崚介
本店営業部

中村  夢
古川支店

田村  圭
けやき通り支店

石原 咲夜
石浦支店

大楢 雅史
山王支店

上野 朔太郎

古川支店

前田 紅葉
本店営業部

職員名 新任 前任

高畠　三富 経営企画部 調査役 ブランド戦略部 部長

清水　和也 営業統括部 調査役 総務部付（出向 ㈱飛騨ゆい）

庄田　和範 事務集中部 調査役 総務部付（出向 ひだしんイノベーションパートナーズ㈱ 調査役)

丸山　成利 事務集中部 債権集中課 課長 総務部付（出向 ひだしんイノベーションパートナーズ㈱ 課長）

住野　洋介 けやき通り支店長 けやき通り支店長 兼 七日町支店長

大豆村　斉 本店営業部 調査役 兼 七日町支店長 本店営業部 調査役

牛丸　幸子 本店営業部 次長 古川支店 次長

牛丸　義博 西高校前支店 次長 本店営業部 次長

中畑　浩紀 石浦支店 支店長代理 西高校前支店 支店長代理

田中　一哉 山王支店 支店長代理 本店営業部 部長代理

砂畑　美香 古川支店 支店長代理 山王支店 支店長代理

 令和 2 年 4 月 1 日(水)、当組合の入組式が行われ、10 名の新入職員が新たな仲間として
加わりました。新入職員は 4 月から様々な研修を行い、4 月 21 日に各支店に配属されまし
た。ご案内させていただく際には、どうぞよろしくお願いいたします。 

 令和 2年 4 月 1 日(土)に、観光特化型バス「匠バス」のお披露目会が行われました。 
当組合は高山市に「匠バス」の製作費用の一部として 6000 万円の寄付をしております。 
 また、「匠バス」はさるぼぼコインで運賃を払うことが可能です！バスの内装・外装に
さるぼぼコインのロゴが入っているので見かけた際は是非探してみてください♪ 
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