
北九州⽀店 北九州第⼀⽀社
TEL︓ 093-533-7870 FAX ︓ 093-533-7793
https://www.ms-ins.com

三井住友海上火災保険

【お問合せ先】

■ESG・SDGs経営 ■ビジネスマッチング ■販路開拓・受注拡大
■海外展開 ■起業・創業 □技術・研究開発
■事業承継 ■生産性向上 ■コスト削減・省エネ
■環境配慮型調達 ■資金調達・融資・助成制度 ■与信管理手法
■健康経営 ■人事労務・働き方改革 ■労働安全衛生
■雇用相談・人材確保 ■人材育成・各種研修
■その他 ＳＤＧｓに取組む企業の社内勉強会講師

【ＳＤＧｓ達成に向けたサポートメニュー】

三井住友海上は保険業界で初めて中⼩企業経営⼒強化⽀援法に基づく
「経営革新等支援機関」として認定されました。 ※平成25年6⽉認定

弊社では国連が策定したSDGｓを意識しながら、中堅・中⼩企業の経営に関する相談、研修⽀援や勉強会・セミナー
の開催、海外進出のサポート、危機管理・リスクマネジメント体制のコンサルティング、定期的な情報提供を通じて経営
リスクの解決をご⽀援することにより、地域・国際社会の持続可能な発展に貢献することを目指しています。

【主なサポート内容】

【主なサポート体制】

＜三井住友海上経営サポートセンター＞ https://www.ms-ins.com/business/keiei-support/
⼈事労務・働き⽅改⾰、就業規則・賃⾦体系⾒直し、健康経営、社員教育、接遇・マナー向上、事業承継対策

＜MS&ADインターリスク総研＞ https://www.irric.co.jp/ ※ご提供するサービスは⼀部有償となります。
全社的リスクマネジメント、内部統制、危機管理、製品安全、情報セキュリティ、サステナビリティ、ＢＣＰ/ＢＣＭ、
火災リスク、自然災害リスク、⼈材・組織リスク、労働安全衛生、交通リスク

三井住友海上は、外部専門家と連携して企業・法⼈経営者の皆様に有益な情報をご提供致しております。
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三井住友銀行

■ESG・SDGs経営 ■ビジネスマッチング ■販路開拓・受注拡大
■海外展開 ■起業・創業（一部有料） ■技術・研究開発
■事業承継 □生産性向上 ■コスト削減・省エネ（一部有料）
■環境配慮型調達（一部有料）■資金調達・融資・助成制度（一部有料）■与信管理手法（一部有料）
■健康経営（一部有料） ■人事労務・働き方改革（一部有料） □労働安全衛生
□雇用相談・人材確保 ■人材育成・各種研修（一部有料）
□その他

【ＳＤＧｓ達成に向けたサポートメニュー】

 こんなお悩みを持つ方へ
 新たな取引先の見つけ方がわからない・・・
 営業のアポイントがうまくとれない・・・
 地域を超えた商談ができない・・・

 今までの営業スタイルが変わる
 多様なニーズを閲覧することができた！
 ネットで気軽に商談ができた！
 都心の大手企業との取引がきまった！

Ｂｉｚ-Ｃｒｅａｔｅを
活用すると！

貴社の事業戦略・経営課題の解決に、

ＳＭＢＣプラットフォームを活用してみませんか

様々な企業と出会える チャットで簡単

大手・中堅・中小のメーカー・卸・
小売・情報通信サービス等企業から
、病院、大学、地公体、有望ベンチ
ャー企業まで多種多様なニーズを掲
載いただいております。

技術やサービス・商品の特徴等のキ
ーワード検索により、相手先企業を
探索することができます。気になる
企業とはサイト上でチャットを利用
した商談が行えます。

無料サービス

ニーズの検索から企業探索、商談、
取引成約まですべて無料でご利用い
ただけます。
※銀行員のサポートを希望されるお客さまに
は有料のプランもご用意しております。

ｵｰﾌﾟﾝﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞｻｲﾄ 『BizCreate』 のご案内

株式会社 三井住友銀⾏
北九州法⼈営業部 【担当】 ⾜⽴ TEL︓ 093-521-5550
法⼈戦略部 【担当】 ⾼瀬 TEL︓ 03-4333-4646

【お問合せ先】
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■ESG・SDGs経営 ■ビジネスマッチング □販路開拓・受注拡大
■海外展開 □起業・創業 □技術・研究開発
■事業承継 ■生産性向上 ■コスト削減・省エネ
■環境配慮型調達 ■資金調達・融資・助成制度 ■与信管理手法
□健康経営 □人事労務・働き方改革 □労働安全衛生
□雇用相談・人材確保 ■人材育成・各種研修 ※一部有料のメニューもございます。
□その他

【ＳＤＧｓ達成に向けたサポートメニュー】

三井住友信託銀行

三井住友信託銀⾏㈱ 福岡⽀店 【担当】橋本・野村
TEL︓ 092-781-1534

※ご相談内容等によりましては、お取り扱いできない場合があります。

【お問合せ先】

お客様のベストパートナーである為に
 三井住友信託銀⾏グループは国内最⼤級の資産運⽤・管理残⾼を誇り、信託関連ビジネスを中⼼に

国内トップクラスの実績を持つ信託銀⾏グループです。
 ⼤⼿機関投資家としての企業評価ノウハウ、自らが⾦融業界でいち早くSDGs経営を取り⼊れてきた

経験等をもとに、多様なSDGs関連ソリューションをご提供致します。

三井住友信託銀⾏グループならではのSDGs関連ソリューションの⼀例
 不動産を取り扱う⾦融機関としての特徴を活かし、「環境不動産コンサルティング」を展開しております。

事業者様は勿論の事、地域の開発案件に対してもご提案可能でございます。

*1 CASBEE-不動産
⽇本の建築環境総合性能評価システムであるCASBEEの⼀つであり、築1年以上の建物（オフィス、店舗、物流施設）を対象として評価や認証をスピーディーに⾏
い不動産マーケットで広く活⽤されることを目的に開発された。当社がCASBEE不動産評価検討⼩委員会の幹事となって開発を主導し、2013年から認証開始。
*2 CASBEE-ウェルネスオフィス
建物利⽤者の健康性・快適性の維持・増進を⽀援する建物の仕様、性能、取組みを評価するツール。オフィス利⽤者の健康性・快適性の維持・増進を⽀援する
建物の仕様、性能、取組みを評価するシステムとして⼀般社団法⼈⽇本サステナブル建築協会が開発し、2019年6⽉より認証制度が開始。
*3 CASBEE-街区
住宅地や商業地などの⾯的な開発（街づくり）を対象とした評価ツール。街区/地区スケールのプロジェクトを通して、都市再生・まち再生における総合的な環境
性能向上に資する目的。

• 補助⾦の採択に向けた各種⽀援
• 建物の環境性能の向上
⇒環境性能の向上と経済合理性の追求

建物建築時の環境配慮に向けた支援

• 環境性能を評価し「⾒える化」
• 課題を抽出し、改善に向け提言を実施
⇒SDGs取り組みの第⼀歩として有効

建物の環境性能の「⾒える化」
〜CASBEE-不動産〜（*1）

• 建物の性能のうち健康・快適性に特化して評価
• 健康経営・知的生産性向上の実現を⽀援
⇒「働き⽅改⾰」の推進に有効

ウェルネスオフィスの実現支援
〜CASBEE-ウェルネスオフィス〜（*2）

• 環境・社会・経済の3つの側⾯から街区を評価
• 良質な住まいの提供や街の活性化を促進
⇒地域社会へ貢献

環境品質の高い街づくり
〜CASBEE-街区〜（*3）SDGs関連

ソリューション

国⼟交通⼤⾂届出第1号 ⼀般社団法⼈不動産協会会員
公益社団法⼈⾸都圏不動産公正取引協議会加盟

2020-福-001
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三井住友ファイナンス＆リース株式会社 北九州営業部
【担当】 矢野 姫野
TEL ︓ 093-522-7222 mail︓himeno-s@smfl.co.jp

三井住友ファイナンス＆リース

【お問合せ先】

□ ESG・SDGs経営 ■ビジネスマッチング □販路開拓・受注拡大
■海外展開 □起業・創業 □技術・研究開発
□事業承継 □生産性向上 ■コスト削減・省エネ
□環境配慮型調達 ■資金調達・融資・助成制度 □与信管理手法
□健康経営 □人事労務・働き方改革 □労働安全衛生
□雇用相談・人材確保 ■人材育成・各種研修
■その他

中古資産売買

【ＳＤＧｓ達成に向けたサポートメニュー】

（１）リース・延払（割賦）
①ファイナンスリース、オペレーティングリース ︓資⾦調達サポート
②延払売買（割賦販売）、不動産リース、医療機器リース ︓資⾦調達サポート
③太陽光・⾵⼒発電設備リース、省エネ設備リース ︓省エネサポート
④農業分野（アグリアシストプログラム・畜産サポート） ︓資⾦調達サポート
⑤現地通貨建リース ︓海外展開サポート

（２）ファイナンス
不動産ノンリコースローン、船舶ファイナンス、
ファクタリング、⽴替払契約（⽀払委託契約） ︓資⾦調達サポート

（３）レンタル
パソコン・計測器・介護⽤機器・LED ︓資⾦調達・省エネサポート

（４）中古機械設備売買・中古半導体製造装置売買 ︓中古資産売買
（５）ビジネスマッチング
（６）More Than Finance
（当社独自の課題解決プログラム） :人材育成サポート

１.主な業務内容

２.SDGs リースのご案内
SDGs達成への貢献策をお悩みのお客様／SDGsに手軽に貢献したいお客様に対して、
SDGsリース 『みらい2030™』 （寄付型）をおすすめします。

【おすすめポイント】
１．お客様とのリース契約等の収益が、SDGsに貢献する活動につながります
２．他のお客様分の寄付と合算することで、大きなインパクトを出すことができます
３．寄付先選定、寄付⾦⽀払等は全て弊社が⾏います（寄付者︓弊社）
４．弊社ホームページ等でご協⼒頂いたお客様名を披露します

お客様と締結するリース契約・延払契約を通して、お客様と弊社が協⼒してSDGsに貢
献するSDGsリース『みらい2030™』（寄付型）
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三菱ＵＦＪ銀行

■ESG・SDGs経営（有料） ■ビジネスマッチング □販路開拓・受注拡大
■海外展開 □起業・創業 □技術・研究開発
■事業承継 ■生産性向上（有料） ■コスト削減・省エネ（有料）
■環境配慮型調達（有料）■資金調達・融資・助成制度 ■与信管理手法（有料）
■健康経営 ■人事労務・働き方改革（有料）□労働安全衛生
■ 雇用相談・人材確保（有料） ■人材育成・各種研修（有料）
□その他

【ＳＤＧｓ達成に向けたサポートメニュー】

株式会社 三菱ＵＦＪ銀⾏ 北九州⽀店 【担当】 ⽊原 ⽴⽯
TEL︓ 093-521-6011

【お問合せ先】

会社概要

名称 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
英語表記：MUFG Bank, Ltd.

資本金 17,119億円（単体）
株主 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（100％）
設立日 1919年（大正8年） 8月15日
従業員数 33,524人(2019年3月末現在、単体）
支店等 国内750、海外72(2019年3月末現在)
本店所在地 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号

詳細は弊行および三菱UFJフィナンシャル・グループのホームページを
ご参照下さい。

三菱UFJ銀行ホームページ
https://www.bk.mufg.jp

三菱UFJフィナンシャル・グループホームページ
https://www.mufg.jp/
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本サポートの留意点

（１）エントリーシートを送信いただいた後、金融機関等からご連絡があるまで一定期間を
要します。

（２）事務局より受信確認の連絡後１か月経過しても、いずれからも連絡がない場合は事務
局にご連絡願います。

（３）その他、エントリーシートの記入方法等、ご不明な点がございましたら事務局にお尋
ね願います。

（４）ご依頼内容などは、第三者に提供することはございません。ご依頼先の金融機関のみ
に情報提供いたします。

（５）ご希望の金融機関に依頼しますが、諸条件が合わず成立しない場合もございます。
予めご了承ください。

サポート開始までの流れ

お申込み先

※北九州ＳＤＧｓクラブにご入会されていない方は、予めご入会手続き

をお願いいたします（入会金や会費等はございません）。

北九州ＳＤＧｓクラブホームページ https://www.kitaq-sdgs.com/

当Bookに掲載されています各金融機関のサポート内容をご確認の上、同
封のエントリーシートに、サポートを受けたい内容と金融機関を選択し、
北九州ＳＤＧｓクラブにご依頼ください。

北九州ＳＤＧｓクラブ事務局（北九州市企画調整局ＳＤＧｓ推進室）
TEL ︓ 093-582-2302 FAX︓ 093-582-2176
mail︓ kikaku-sdgs@city.kitakyushu.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「北九州ＳＤＧｓクラブ事務局」に E-MAIL もしくは FAX にて送信 

「北九州ＳＤＧｓクラブ事務局」より、金融機関にエントリーシート送信  

金融機関より、エントリーシート記載のご担当者様に直接連絡 

「北九州ＳＤＧｓクラブ事務局」より、内容確認の連絡 

サポート開始 

Step１ 「北九州ＳＤＧｓクラブ ＳＤＧｓ経営サポート エントリーシート」 

（19,20 ページ）に必要事項を記入 

Step２ 

Step３ 

Step４ 

Step５ 

Step６ 
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１　ご連絡先
代表者名

住所 （〒　　　　　―　　　　　　）

電話番号 ＦＡＸ

業種

ご担当者様の所属名

ご担当者様のお名前（フリガナ）

売上⾼ 資本⾦ 従業員数
百万円 百万円 ⼈

２　ご相談事項
ESG・SDGs経営 ビジネスマッチング 販路開拓・受注拡⼤ 海外展開

技術・研究開発 生産性向上

健康経営 労働安全衛生

⼈材育成・各種研修

３　具体的なご相談内容

４　貴社のセールスポイント

５　同意（必ず、「北九州ＳＤＧｓクラブ・ＳＤＧｓ経営サポートについて」（別紙）の留意点を
ご確認いただき、同意する旨の意思表示☑をしてください。）

北九州ＳＤＧｓクラブ・ＳＤＧｓ経営サポートの留意点について同意します。

※　エントリーシートの情報提供を希望する⾦融機関は、次ページでご回答ください、

環境配慮型調達コスト削減・省エネ⽀援

資⾦調達・融資・助成制度

雇⽤相談・⼈材確保

その他

 送信先︓北九州SDGsクラブ事務局（北九州市企画調整局SDGs推進室内）
 FAX︓093-582-2176
 e-Mail︓　kikaku-sdgs@city.kitakyushu.lg.jp

⼈事労務・働き⽅改⾰

（ご相談したい項目にチェック☑を入れてください。※複数回答可）

主に取り組んでいるSDGsゴール（該当番号に○）

　＜⾦融機関送付⽤＞　（１／２）

法⼈名 ※2ページ目にもご記⼊願います。

ご担当者様のご連絡先
◇電話番号　 （　　　　　　）　　　　　　－
◇ＦＡＸ番号（　　　　　　）　　　　　　－
◇e-Mail

北九州ＳＤＧｓクラブ加⼊状況

加⼊　　・　　未加⼊ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10
11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17

北九州ＳＤＧｓクラブ ＳＤＧｓ経営サポート エントリーシート
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　＜事務局⽤＞　（２／２）

貴社名

エントリーシートの情報提供を希望する⾦融機関（該当する箇所にチェック☑を入れてください。）

 すべての⾦融機関を希望

 以下のチェック☑した⾦融機関を除くことを希望

あいおいニッセイ同和損害保険 アクサ生命保険

北九州銀⾏ 住友生命保険

損害保険ジャパン 第⼀生命保険

東京海上⽇動火災保険 ⻄⽇本シティ銀⾏

⽇本政策⾦融公庫 ⽇本生命保険

広島銀⾏ 福岡銀⾏

福岡ひびき信⽤⾦庫 みずほ銀⾏

三井住友海上火災保険 三井住友銀⾏

三井住友信託銀⾏ 三井住友ファイナンス＆リース

三菱ＵＦＪ銀⾏ 明治安⽥生命保険

　【北九州ＳＤＧｓクラブ事務局より】
　　　本エントリーシートを受領後、事務局より、
　　　ご記載内容について確認の連絡をさせていただきますのでご了承願います。

法⼈名

＜サポートが不要な⾦融機関にチェック☑を⼊れてください。＞

北九州ＳＤＧｓクラブ ＳＤＧｓ経営サポート エントリーシート
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参考文献のご紹介

「ＳＤＧｓ経営」について分かりやすく解説しています。

経済産業省「ＳＤＧｓ経営ガイド」（２０１９年５月）

ＳＤＧｓ経営ガイド

ー 2022年3月作成 ー

は、

「北九州ＳＤＧｓクラブ」のホームページに

掲載しています。

https://www.kitaq-sdgs.com/

ＳＤＧｓ経営サポートＢＯＯＫ

北九州ＳＤＧｓクラブ

https://www.kitaq-sdgs.com/

