
三井住友銀行は評価型資金調達や
グリーン預金を通して

お客さまのサステナビリティへの
取組を支援しています。

上記は、「SDGs推進融資／私募債」「ESG/SDGs評価型資金調達ソリューション」「SMBC働き方改革融資／私募債」「SMBCなでしこ融資／私募債」「SMBC事業継続評価融資／私募債」「SMBC食・農評価融資／私募債」「SMBC環境配慮評価型資金調達ソリューション」「SMBCイノベーションマネジメント融資／私募債」「グリーン預金」を2019年
12月1日～2021年11月30日にご利用いただいたお客さまの一部です。当ソリューションは、調査票とヒアリングにより「体制整備」や「運用状況」等をご評価させていただき、今後の取組推進に活用いただくことを目的としています。評価は一時点かつサンプリングによるもので、三井住友銀行が一切の保証をするものではありません。※「ESG/SDGs評価型
資金調達ソリューション」は「ESG/SDGs評価融資／私募債／シンジケーション」「SMBCサステイナビリティ評価融資／私募債」を活用した融資等であり、「SMBC環境配慮評価型資金調達ソリューション」は「SMBC環境配慮評価融資／私募債」「SMBC環境配慮評価融資／私募債ecoバリューup」を活用した融資等になります。※「SMBCサステイナ
ビリティ評価融資／私募債」は、2018年4月より「ESG/SDGs評価融資／私募債」に名称変更および商品改定しています。※「SMBC環境配慮評価融資／私募債ecoバリューup」は、2018年3月に取扱を終了しました。※「SMBCイノベーションマネジメント融資/私募債」は、2021年3月に取扱を終了しました。※三井住友銀行で取り扱う「グリーン預金」は
外貨預金であり預金保険の対象外です。　ご検討にあたっては、最新の「商品説明書」を必ずご確認ください。「商品説明書」や商品の詳細等につきましては、お取引店またはお近くの三井住友銀行の法人営業部・エリアへお気軽にお問い合わせください。

当行は、お客さまとの間に生じた苦情・紛争の取り扱いに関しまして、銀行法上の「指定紛争解決機関」である一般社団法人全国銀行協会と契約を締結しております。《ご連絡先》 全国銀行協会相談室 0570-017109（一般電話から）、03-5252-3772（携帯電話・PHSから）
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融資は電子契約の時代へ

三井住友銀行では環境面に配慮し、パソコン上で融資契約の手続が可能です。くわしくは融資取引部店までご相談ください。

融 資 電 子契 約

株式会社木村建設 株式会社ケントメディカルケア

株式会社大森屋 医療法人景雲会 株式会社大都 IMV株式会社 株式会社いなげや

阪本薬品工業株式会社

SMBCプライベート投資法人 関東ロックウール株式会社

株式会社コスモスイニシア

ブルドックソース株式会社 ポエック株式会社

サンエム工業株式会社 丹羽トラスト株式会社 株式会社千代田組 東上ガス株式会社 東洋炉ホールディングス株式会社 トーホー工業株式会社

株式会社MIC株式会社日本オーエー研究所 株式会社平野町コーポレーション フジクス株式会社

株式会社ウィザス 株式会社カネガエ

株式会社山﨑砂利商店 医療法人社団友伸會 株式会社吉村 株式会社ラミーコーポレーション

株式会社市原重機建設 エンケイ株式会社 株式会社川島製作所

タカラ米穀株式会社 トーアメック株式会社

日新容器株式会社 朝日ウッドテック株式会社 株式会社オイシス 株式会社扇谷

海光電業株式会社 ナカリ株式会社株式会社研文社 ジェーピーエス製薬株式会社 株式会社新日本規制 ダイワ運輸株式会社

株式会社サンテック 株式会社タバタ

株式会社浜屋 ヤシマ工業株式会社

朝日紙業株式会社 柏木鋼管株式会社 株式会社カリーノファシリティーズ 株式会社クオリス 株式会社テイツー興進産業株式会社 株式会社コタベ 株式会社サンコーシヤ

株式会社丸十コーポレーション

武蔵野設計工業株式会社

株式会社ヒラカワ アールビバン株式会社 扇鋼材株式会社 小田鋼機株式会社 株式会社オリバー 管清工業株式会社

株式会社ムラオ

新栄工業株式会社 太平産業株式会社 株式会社フォーテクノス

株式会社ジェイ・エム・エス

SheepMedical株式会社

ルートインジャパン株式会社 アイビ産業株式会社 株式会社イノウエ 株式会社S-FIT 株式会社オーテック

株式会社スミロン 北王流通株式会社

コーナン建設株式会社 サクシード株式会社

薬糧開発株式会社 ユケン工業株式会社

全日本食品株式会社 綜合エナジー株式会社 株式会社大日光・エンジニアリング 株式会社高橋商店 株式会社中日本冷蔵 日光化成株式会社

株式会社横浜港国際流通センター

バルテス株式会社 ファミリー引越センター株式会社 株式会社富貴堂

株式会社日産技術コンサルタント 株式会社パイ・アール

株式会社良知経営 ワイエイシイホールディングス株式会社 株式会社アワーズ 株式会社一九堂印刷所 株式会社大阪冷研

パンチ工業株式会社

株式会社サンエー印刷 三進金属工業株式会社 株式会社ナカノアパレル

佐鳥電機株式会社 株式会社サロンドロワイヤル

株式会社ビッグ・ビー 株式会社ブエナビスタ 富士防災設備株式会社 宮坂産業株式会社 株式会社吉銘 株式会社飯塚製作所

三宝電機株式会社イワツキ株式会社 株式会社桐井製作所 株式会社サカイ引越センター

サステナビリティ・
リンク・ローン
および

ESG/SDGs評価

ポジティブ・インパクト
金融原則適合型
ESG/SDGs評価
シンジケーション

ESG/SDGs評価
シンジケーション

株式会社明電舎

凸版印刷株式会社 株式会社商船三井中外製薬株式会社 株式会社INPEXヒロセ電機株式会社ジー・オー・ピー株式会社

株式会社YSK e-com 扇港興産株式会社

扇港興産
株式会社竹徳 株式会社廣杉計器

キンキ道路株式会社 ホクシヨー株式会社

日本機設工業株式会社

東亜グラウト工業株式会社

株式会社諸岡株式会社内田洋行ＩＴソリューションズ 株式会社オイシス社会福祉法人聖徳園 沼尻産業株式会社 信和鋼板株式会社 株式会社多摩流通

清原株式会社 株式会社VOLLMONTホールディングス

清水港飼料株式会社 株式会社タカフジ三共木工株式会社 宮島醤油株式会社株式会社はくばく

日興サービス株式会社石坂産業株式会社大商化成株式会社

大商化成株式会社
東洋スクリーン工業株式会社

小 さ な ス キ マ に 、 大 き な 未 来

中央輸送株式会社 株式会社サンメディカルサービス リファインホールディングス株式会社

株式会社メディカル・コンシェルジュ 株式会社ハートス粧美堂株式会社 オリコン株式会社

上新電機株式会社

株式会社ソディック株式会社モスフードサービス

日本パレットレンタル株式会社日本ピラー工業株式会社

株式会社メイコー

三機工業株式会社 日医工株式会社

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 株式会社ダスキン

いちご株式会社 テクノプロ・ホールディングス株式会社

日本板硝子株式会社極東開発工業株式会社

株式会社日本エスコン 大建工業株式会社

ユアサ商事株式会社

SDGs推進
シンジケーション

富士金属株式会社 株式会社ヤマタネ

株式会社ユニカフェ 株式会社アドバンテック 株式会社石井鐵工所 サンライズ工業株式会社 株式会社JECC ロザイ工業株式会社 盟和産業株式会社新明和工業株式会社 大日精化工業株式会社 キーウェアソリューションズ株式会社 極東産機株式会社

日本システム技術株式会社日本鏡板工業株式会社

株式会社諸岡

芦森工業株式会社

ヤマシンフィルタ株式会社 四国化成工業株式会社三和油化工業株式会社

住江織物株式会社

トーセイ株式会社株式会社エクセディ ケネディクス株式会社

株式会社ＳＨＩＦＴ 株式会社デサント

カシオ計算機株式会社

フタバ産業株式会社 株式会社ダイセル 株式会社カネカ 株式会社タカラレーベン デンカ株式会社

ミズノ株式会社 アンリツ株式会社

株式会社Ｗｉｚ

有限会社瑞穂農場

と
も
に
、前
へ
。

す
べ
て
の
お
客
さ
ま
の

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
経
営

実
現
に
向
け
て
。

ポジティブ・インパクト
金融原則適合型
ESG/SDGs評価

自社だけでは解決するのが難しい環境・社会課題に対して、一緒に取り組んでいきませんか。
GREEN×GLOBE Partners（GGP）は、同じ志を持つ仲間が集うコミュニティです。
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事業を通じてＳＤＧｓの目標達成に貢献

SDGs推進融資／
私募債

ESG（環境・社会・企業統治）の取組と開示

ESG/SDGs評価型
資金調達ソリューション

企業経営の環境配慮・環境ビジネス

SMBC環境配慮評価型
資金調達ソリューション

ＳＭＢＣ働き方改革融資
／私募債

働き方改革推進

SMBC食・農評価融資
／私募債

食生活の向上と農水産業の強化

SMBC事業継続
評価融資／私募債

企業の事業継続マネジメント
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Finance

SMBCなでしこ融資／
私募債

女性の活躍推進

環境・社会課題解決の「意識」と「機会」を流通させる
GGPのウェブサイトはこちら

2022年度リリース予定

サステナビリティ経営をテクノロジーで加速。

温室効果ガス排出量の算定・削減を支援する

クラウドサービス 「Sustana」

お預かりする資金を
環境分野向けファイナンスに充当

グリーン預金

イノベーションマネジメントの推進

ＳＭＢＣイノベーション
マネジメント融資／私募債


