
SHIBASHIN 

RECRUITING GUIDE 2023

この街を、もっと
夢が叶う場所に。
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港区

1. 本店営業部

2. 新橋支店

3. 三田支店

4. 高輪支店

5. 白金支店

千代田区

6. 神田支店

中央区

7. 日本橋支店

品川区

8. 不動前支店

9. 荏原町支店

10. 大井支店

11. 大森駅前支店

目黒区

12. 碑文谷支店

13. 小山・西小山支店

世田谷区

14. 代沢支店

15. 桜新町支店

16. 深沢支店

17. 尾山台支店

大田区

18. 長原支店

19. 大森支店

20. 梅屋敷支店

21. 蒲田支店

22. 雪が谷支店

23. 御岳山支店

24. 田園調布支店

25. 仲池上支店

26. 千鳥町支店

27. 蓮沼支店

28. 鵜の木支店

29. 矢口支店

30. 新蒲田支店

31. 雑色支店

練馬区

32. 田柄支店

中野区

33. 沼袋支店

杉並区

34. 上井草支店

調布市

35. 仙川支店

町田市

36. 鶴川出張所

横浜市

37. あざみ野支店

38. 荏田支店

39. 藤が丘支店

40. 尻手駅前支店

41. 菊名支店

42. 鴨居支店

川崎市

43. 溝ノ口支店

44. 新城支店

45. 武蔵小杉支店

46. 幸支店

47. 川崎大師支店

店舗一覧

入職案内をご覧いただきありがとうございます。

私たち“しばしん”は、港区に構える本店をはじめとして、都心に多くの支店を持つ信用金庫です。

都会だけど、地元。故郷ではないけれど、根をおろす場所。

住まう方々の思いは色とりどり、様々な夢や希望にあふれています。

私たちの使命は、その一つひとつの思いに寄り添い、お客様の夢の実現に向けて支えていくことです。

しばしんの職員はこの使命のもと、向上心と思いやりを持って日々働いています。

こうした私たちの姿勢に共感し、ともに働いてみたいと思っていただける方のご応募を、

心からお待ちしております。



これからも地元に寄り添い、キャリアを積む。

　しばしんを知ったのは、説明会に参加したことがきっかけでした。当
時、塾講師のアルバイトで入塾案内の電話やプレゼンなどを経験して、
人と接する仕事が楽しいと感じ、営業職を志望しました。就職活動では
業界を問わず40社ほど見ていましたが、信用金庫の営業職に興味を持
ち、選考を受けることに。最終的には、結婚・出産を経ても活躍できる
環境があることに魅力を感じ、しばしんを選びました。
　現在は営業課員として担当エリアを持ち、個人のお客様への預金商
品、資産運用のご案内や、法人のお客様への融資・資金運用のご提案
などを行っています。訪問軒数は、1日平均20軒ほど。訪問時にはより良
いご提案ができるよう、会話の中でニーズを探ることを心がけています。

　入職したばかりの頃は、新規先へ訪問しても「忙しいから」と門前払い
されたり、話ができたとしても、世間話で終わることが少なくありません
でした。それでも、月に一度は訪問することを決め、その都度できること
をご案内していました。何度も通い続けた結果、「大塚さんの頼みなら
仕方ないね。契約しよう」と新規の預金取引をいただけたことも。その時

お客様に喜ばれる提案がしたい。

その時できることを、全力で取り組む。

の嬉しさは、今でも覚えています。
　営業課には目標があります。達成するためには、新規のお客様や既存
のお客様との取引を増やすことが重要。時にはプレッシャーを感じたり、
落ち込むこともありますが、上司が目標を達成するための道筋を一緒に
考えてくれるので、とても心強いです。だからこそ思い切って仕事に取り
組めますし、支えてくれる人たちのために頑張ることがモチベーションに
なっています。

　最近印象に残っている出来事は、毎年一定の時期になると資金が必
要となる法人のお客様に、こちらからご連絡を差し上げた際、「ちょうど
連絡しようと思っていた。ウチのことわかってるね。安心して任せられる
よ」と言っていただけたことです。お客様の需要を先回りして提案できた
だけでなく、信頼していただけていることが実感でき、この仕事の醍醐
味を感じました。
　この先も、さらにお客様の役に立てるよう、特に融資業務の知識を深
めていきたいです。しばしんにはジョブローテーション制度があるため、
融資課の業務も経験することができます。お客様の財務状況を正確に把
握するスキルなどを磨き、いつかは営業課員として、より一層お客様に寄
り添った提案ができるようになることが今の私の目標です。

信頼に応えられる、営業課員になる。

総合職 ｜ 営業課 ｜ 2016年入職 ｜ 文学部 英文学科 卒大塚 夏海 Otsuka Natsumi

営業課員 しばしん一問一答
入職する前に知っておきたい、仕事やプライベートのことについて、アンケートで聞いてみました。

実際に入職すると多くの職員が体験するエピソードを紹介します。

営業課員は、雨の日もレインコートを着て外訪活動を行います。
入職前に雨の日でもお取引先へお伺いするとは聞いていました
が、雨の冷たさや極力スーツやカバンを濡らさないよう気を遣う
必要があるなど、想像以上に大変でした。しかし、だからこそお
客様には「雨の中、わざわざ来てくれてありがとう」と感謝される
こともありますし、何より顔を覚えてもらえるので、どんな時も頑
張って外訪活動を続けたいと思います！

やっぱり大変！ 雨の日の外訪活動

Otsuka Natsumi

目の前のことに必死でした。とにかく、お客様の
ところへ訪問するために走り回っていたと思います。

Otsuka Natsumi

近くのお客様へ伺う時は歩きますが、
基本的には自転車に乗ることが多いです。

Otsuka Natsumi

責任感が身につきました。やはりお金に関わる業
務なので、接客時の言葉選びやお客様のお金を
預かる際は、常に細心の注意を払っています。

Shibashin

入職1年目の頃はどんな新人でしたか？

Shibashin

外訪活動はどのように行いますか？

Shibashin

学生時代と変わったと感じることはありますか？

Otsuka Natsumi

お客様の情報が入った営業活動で使用するスマートフォン。
あとは、お客様との会話をメモするノートは手放せません。

Otsuka Natsumi

家族4人で焼き肉を食べに行きました。

Otsuka Natsumi

結婚式でお客様から祝電をいただくなど、想像以上に
お客様と深く関われることに驚きました。また、暑い日
や寒い日の外訪活動は、想像以上に大変でしたね。

Shibashin

仕事での必需品は？

Shibashin

初任給の使い道を教えてください。

Shibashin

入職後のイメージギャップはありましたか？

しばしんあるある

2016年 ｜ A支店 営業課 配属

CAREER PATHS

SHIBASHIN’S COMMON THINGS



世代を超えて、お客様との絆をつないでいく。
総合職 ｜ 融資課 ｜ 2015年入職 ｜ 経済学部 経済学科 卒佐藤 周作 Sato Shusaku

融資課員

毎日お取引先へ訪問し、いろんな話をしていた営業課員の頃と
比べ、融資課は支店の中での業務時間が増えるため、お客様
と話す機会が少し減ってしまいます。そのため、時にはお客様と
の会話が恋しくなることもあり、窓口に融資のご相談でご来店
いただいた際には、ついつい話が盛り上がってしまうことも。そ
れでも、何気ない会話の中からお客様のニーズを見つけられる
こともあるため、お客様との会話は欠かせません！

会話の楽しさ、再確認！

しばしんあるある

しばしん一問一答
入職する前に知っておきたい、仕事やプライベートのことについて、アンケートで聞いてみました。

Sato Shusaku

生活習慣が変わりました。毎日6時半には起きています。
8時半から業務が開始できるよう、8時すぎには出社しています。

Sato Shusaku

お客様対応や稟議書の作成は基本的に自席で行うため、業
務のほとんどは店内で行います。しかし、案件によっては現
地調査に出かけることもあるため、外出することもあります。

Sato Shusaku

良くも悪くも、真面目と言われることが多かったです。
お客様に言われることもあったので、もう少し親近感を持
っていただけるようにできたら良かったと反省しています。

Shibashin

学生時代と変わったと感じることはありますか？

Shibashin

融資課員は店内での業務がほとんどですか？

Shibashin

入職1年目の頃はどんな新人でしたか？

Sato Shusaku

入職前は金融業界に厳しいイメージを持っていましたが、
入職してみると職員の皆さんが優しかったので安心しまし
た。ノルマについては、逆にノルマのない会社なんてない
と思っていたので、特に厳しいとは感じませんでした。

Sato Shusaku

お客様とのアポイントメントを記載する手帳です。

Sato Shusaku

基本的にコンビニで済ませることが多いですが、
時間がある時はリフレッシュも兼ねて、支店近く
にあるお客様のお店に行くこともあります。

Shibashin

入職後のイメージギャップはありましたか？

Shibashin

仕事での必需品は？

Shibashin

お昼は何を食べていますか？

　大学で金融系のゼミに所属していたこと、また、お客様と近い距離で
仕事がしたいという思いから、就職活動では信用金庫を志望していまし
た。しばしんを選んだ理由は、支店見学で職員の方々や支店長と話すこ
とができ、自分が働くイメージを持てたことが決め手でした。
　融資課員の主な業務は、融資の審査に必要な稟議書を作成すること
です。お客様から様々な情報をヒアリングしつつ、その情報を基に稟議
書を作成。実際に融資が実行された後は、定期的にお客様の状況を確
認しながら、必要に応じた対応やご提案をしています。最近では、住宅
ローンのご相談といった不動産案件が増えており、物件が建つ現地を
視察するなど、融資内容によって様々な対応が求められます。

　融資課に異動した当初は、融資商品や制度の内容について十分に理
解できていませんでした。その結果、あるお客様を対応した際に、きちん
と説明ができず、お叱りを受けてしまいました。お客様には謝罪し、何と
か説明を終えましたが、自身の勉強不足を深く反省しました。以降、商
品や制度を説明する際は、事前に勉強することはもちろん、取引実績な

ども確認し、ニーズに合ったご提案ができるよう心がけています。
　稟議書を作成する上では、お客様からお伺いした情報の中で、融資
審査に必要な情報を精査することが重要です。時にはお客様の元へ足
を運び、何度もヒアリングしたり、現地調査を行って、情報を収集するこ
ともあります。難しい融資案件ほど時間はかかりますが、無事に稟議書
を完成させ、融資をすることができた時にはやりがいを感じます。

　以前、長年にわたりお取引いただいている社長から、「息子夫婦と同
居を考えているのだが、二世帯住宅の改修資金をお願いできないか？」
とご相談を受けたことがありました。数ヶ月におよぶ手続きの中で、ご家
族の皆様と深く関わるうちに、すべての方にご満足いただきたいと思うよ
うに。最終的には無事に融資をすることができ、ご家族の皆様から「これ
からもよろしくお願いします」とお言葉をいただくことができ、本当にやっ
て良かったと思いました。同時に、しばしんが長い年月をかけて築き上げ
てきた歴史は、こうしたお客様との絆を一つひとつつないできた結果な
のだと実感した出来事でもありました。
　これからもお客様に、長く頼られる存在となるために、融資に関連す
る知識の習得や様々な資格を取得しながら、お客様に寄り添ったご提案
ができるよう、頑張っていきたいです。

お客様一人ひとりの状況を、しっかりと把握する。

お客様のためにできることを。

長く信頼される融資課員を目指して。

2015年 ｜ A支店 営業課 配属
2019年 ｜ B支店 融資課 配属

CAREER PATHS

SHIBASHIN’S COMMON THINGS

実際に入職すると多くの職員が体験するエピソードを紹介します。



お客様と支店のために、できることを精一杯。
一般職 ｜ 事務課 ｜ 2015年入職 ｜ 法学部 政治学科 卒早見 真祐美 Hayami Mayumi

事務課員

事務課員の仕事について、業務内容が書かれている基本的な
マニュアルはもちろんありますが、先輩や上司の方に業務を教
えてもらう際に、必ずメモを取ることを習慣づけていると、いつ
しかそのメモが自分専用のマニュアルとなっていきます。さらに、
教えていただいたことの中には、ちょっとしたアドバイスなど業務
マニュアルに載っていない内容もあることから、皆それぞれにマ
イマニュアルを作成して、活用しています！

お手製マニュアル、大活躍！

しばしんあるある

しばしん一問一答
入職する前に知っておきたい、仕事やプライベートのことについて、アンケートで聞いてみました。

Hayami Mayumi

早寝早起きが身につき、生活が規則正しくなりました。
あとは電卓を打つのが、すごく早くなりました。

Hayami Mayumi

お客様の目線に立ち、いつも笑顔で接することです。

Hayami Mayumi

長い歴史の中で、地域のお客様と深くお付き合いしてき
たので、地域に親しまれている金融機関だと思います。

Shibashin

学生時代と変わったと感じることはありますか？

Shibashin

仕事をする上で大切にしていることはありますか？

Shibashin

しばしんのアピールポイントを教えてください。

Hayami Mayumi

父には名刺入れを、母には鞄をプレゼントしました。

Hayami Mayumi

就職祝いに父から貰った腕時計です。お客様から日付を
聞かれることも多く、日時を確認できるので便利です。

Hayami Mayumi

残業はほとんどなく、スーパーに寄って帰宅し、夕食を
作ります。たまに同僚や同期と食事に行くこともあります。

Shibashin

初任給の使い道を教えてください。

Shibashin

仕事での必需品は？

Shibashin

業務終了後の過ごし方を教えてください。

2015年 ｜ A支店 事務課 配属
2016年 ｜ B支店 事務課 配属

CAREER PATHS

　昔から周囲に「真面目すぎるくらい真面目」と言われていたこともあり、
金融業界なら、それを自分の長所として生かすことができると思い、志望
しました。最終的には2社に内定をもらいましたが、人事の方の人柄に
惹かれたこと、また、「堅実・健全経営」を企業理念に掲げており、福利
厚生が充実していると感じたことで、しばしんへ入職しました。
　私は事務課員として、店頭での窓口業務を担当しています。来店され
たお客様の預金口座作成や入出金の対応、紛失手続きや住所変更のご
案内など、手続き内容は様々です。また窓口業務の他にも、出納担当と
して支店内の現金を管理したり、後方事務担当として窓口で受け付けた
手続きの処理なども行います。

　入職したての頃は、多くの失敗を経験しました。その中でも、忘れら
れない出来事は、あるお客様の通帳から出金を行った際の失敗でした。
朝一番に処理しなければならず、焦って金額を誤入力してしまったので
す。数字はすぐに修正できましたが、お客様の通帳には修正した痕跡が
残ってしまいます。結果、私のミスを先輩からお客様に謝罪していただき

ました。この経験から、小さな油断が大きな過失に繋がること、またお
客様の通帳を汚すことなく、いかなる時も正確な処理を行うことがプロ
の仕事であると学びました。
　事務課員が行う手続きは多岐にわたり、それぞれの手続き方法や記
載する事項まで正確に覚えなければなりません。また処理を行う際も、
お客様をお待たせしているため、ミスがないよう慎重に処理を行いつつ、
迅速な作業が求められます。私の場合は、ダブルチェック・トリプルチェ
ックと、急ぎながらもとにかく確認することを心がけています。

　これまでで一番心に残っている出来事は、あるお客様から感謝の言葉
をいただけたことです。そのお客様は、複雑な手続きが必要でした。手
順を一つひとつ丁寧に説明し、無事にすべての手続きを終えた時、「丁
寧に対応してくれてありがとうね」とお客様に仰っていただけた際には、
自身の成長を実感すると共に、この仕事のやりがいを感じました。
　私自身、まだ経験したことのない専門知識が求められる業務がいくつ
もあります。いずれは、そうした複雑な手続きも勉強し、実際に経験する
ことで、スムーズに対応できるようになることが、今の私の目標です。ま
だまだ先輩方のサポートが必要ではありますが、いずれはサポートする
側として、貢献できるよう、日々努力していきたいと思います。

支店の顔という意識で、業務に励む。

仕事の秘訣は、とにかく確認をすること。

いつかはサポートできる立場として。

SHIBASHIN’S COMMON THINGS

実際に入職すると多くの職員が体験するエピソードを紹介します。



内定者に聞く、就活まる秘アドバイス！ 6名のしばしん内定者に、就活についての様々なアドバイスを聞いてみました。
企業選びのポイントや気分転換の仕方など、少しでも皆さんの参考になれば幸いです！

業界や企業選びのポイントは？

その企業で働く自分をイメージできるかがポイント
だと思います。その他にも人のためになることやワ
ークライフバランス、都心で働けることも軸におい
て活動していました。

就活での失敗談を教えてください。

オンライン面接の際に、きちんと通信環境を準備
できておらず、面接に遅れたことがあります。面接
の緊張に加え、焦りと冷や汗で全く集中できなか
ったことを覚えています。

就活中、参考になったアドバイスなどを
教えてください。

「この就職活動で人生が決まるわけではない」とい
うアドバイスです。就職活動に正解・不正解はな
く、焦らずに自分に合った就職先を見つけようと思
いました。

自分なりの面接対策を教えてください。

自分の人柄や人物像が伝わるようなエピソードを
準備していました。また、緊張すると話すスピード
が早くなるので、話すことは暗記せず、その都度考
えながら話していました。

しばしんを志望する就活生への
メッセージをお願いします。

企業には聞きにくいこともあるかと思いますが、し
ばしんの採用担当者は親身になって聞いてくれま
す。きちんと回答もしてもらえるので、気兼ねなく
何でも聞いてみてください。

就活での失敗談を教えてください。

話すことを一言一句暗記して面接に臨んだ結果、
緊張で全て忘れてしまったことがあります。上手く
伝えようとせず、自分の言葉で落ち着いて伝えるべ
きだと痛感しました。

就活中、参考になったアドバイスなどを
教えてください。

自己分析をする上では「なぜその行動をしたのか、
その理由を問うことが大切」だと教わりました。自
信を持って自己分析ができ、面接でも自分らしく
対応できたと思います。

自分なりの面接対策を教えてください。

第一印象が大切だと考えていたので、面接ではど
んなに緊張していても明るい表情を意識しました。
また、面接までの道中では、落ち着くために音楽
を聴くようにしていました。

しばしんを志望する就活生への
メッセージをお願いします。

どんな些細なことでも、わからないことや気になる
ことは必ず質問した方が良いと思います。また、
面接では自分自身のことを自信を持って伝えてく
ださい！

しばしんに惹かれた理由・
入職の決め手は何ですか？

人の笑顔につながる仕事ができると思い、信用金
庫を志望ました。しばしんに決めた理由は、職員
の方々の温かい雰囲気に惹かれたからです。

業界や企業選びのポイントは？

長く安定して働けることはもちろん、人の笑顔につ
ながる仕事ができること、そしてプライベートの時
間を大切にできることを軸にしていました。

就活中、参考になったアドバイスなどを
教えてください。

「好かれようとせず、自分の考えや大切にしているこ
とを伝えなさい」という言葉を胸に、面接に臨んで
いました。おかげで人柄が伝わったと言ってもら
えることが多かったです。

しばしんを志望する就活生への
メッセージをお願いします。

就職活動では不安を感じることも多々あると思い
ます。しかし、その気持ちは自分だけでなく、周り
も同じです。必要以上にネガティブにならず、自分
のペースで頑張ってください！

振り返って、やっておけば良かったことは
何ですか？

WEB試験対策は早めに行うべきでした。自己分
析にばかり時間を割いた結果、試験対策のために
徹夜をすることもあったので、準備は計画的にし
た方が良かったと反省しています。

就活での失敗談を教えてください。

電車移動で乗り継ぎの時間を考慮しておらず、電
車を逃してしまい、面接にギリギリで間に合ったこ
とがあります。その経験以降は1時間前に、現地へ
到着するようにしていました。

どうやって気分転換をしていましたか？

好きな食べ物をとにかく我慢せず、食べたいだけ
食べていました。あとは、友人と電話で何気ない話
をするだけでも、気持ちをリフレッシュすることがで
きました。

振り返って、やっておけば良かったことは
何ですか？

OB・OG訪問です。コロナ禍での就職活動だった
こともあり、情報収集はネットが中心でした。しか
し、ネットだけでは調べられる情報に限界があると
感じました。

業界や企業選びのポイントは？

最初は業界を絞らずに、様々な企業を見ることか
ら始めました。その過程で、女性でも活躍できる
環境があることと、ワークライフバランスの良さが
私の企業選びの軸になりました。

自分なりの面接対策を教えてください。

「もっと知りたいと思われる話し方をする」という助
言は参考になりました。長所を簡潔にまとめ、要
点のみを話すことで興味を持ってもらい、話を広
げることができたと思います。

どうやって気分転換をしていましたか？

音楽を聴いたり、軽い運動をしていました。なかな
か外出ができなかったので、身体を動かすことは
ストレス発散&体力もつけることができ、良い気分
転換になりました。

自分なりの面接対策を教えてください。

私はその企業への熱意を、どれだけ伝えられるか
を大切にしていたので、面接では自信を持って話
せるよう、企業や業界のことはとことん調べて準備
していました。

振り返って、やっておけば良かったことは
何ですか？

金融機関に勤める上では色々な業界知識が必要
となるので、就職活動中にもっと様々な業界研究を
しておけば良かったと後悔しています。

しばしんに惹かれた理由・
入職の決め手は何ですか？

採用担当の方が顔と名前を覚えてくれていたこと
に好感を持ち、同じ職場で一緒に働きたいと思え
たことが、入職の決め手になりました。

どうやって気分転換をしていましたか？

友達とご飯に行ったり、大好きなサウナに行って
気分転換をしていました。他愛のない会話をする
だけでもリフレッシュできたので、人と会うことは
大切だと思います！
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採用担当者として大切にしていることは、学生の皆さんの本音を聞くことです。
そのために、面接ではなるべく話しやすい雰囲気作りができるよう、心がけて
います（ただし、時には難しい質問をすることもありますよ！）。面接の主役は
皆さんです。臆せず自信を持って、自分自身の言葉で想いを語ってくれること
を期待しています！　　

2025年に金庫創立100周年を迎えるしばしんでは、これまで以上に地域社
会の活性化や持続的な発展に向けた取り組みを進めています。現在、新型
コロナウィルス感染拡大の影響で、危機的な経営状況に直面している中小
企業が多くあります。そうした企業をサポートするためにも、しばしんの経営
理念に共感できる人に入職してもらいたいと思います！

採用担当者からのメッセージ
採用担当者の2人から、しばしんを志望する学生の皆さんへメッセージをもらいました！

芝信用金庫 新卒採用サイト

採用情報・エントリーはこちらから

芝信用金庫 マイナビ2023

人事部 部長

大塚 義幸
Otsuka Yoshiyuki

人事部 課長

今釘 悟志
Imakugi Satoshi


