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万博と地元経済

取締役社長 CEO

鵜川

淳

池田泉州ホールディングスは
地域の “未来社会” に貢献します。
平素より皆さまには池田泉州ホールディングスグループに格別のご支援、

お引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
「魅力ある地域情報」と「私どもの
この度、池田泉州ホールディングスでは、
日頃の取組み」を皆さまにお伝えしていくため、
『SIHD

MAGAZINE』Vol.2

を発刊することとなりました。私どもの最近のトピックスやさまざまな取組み
についてご紹介しておりますので、是非ご高覧いただけますよう、お願い申し
上げます。

1951

1970

2009

大阪・関西は、水・医療・防災・ものづくり
など、多様な分野の技術と経験を有する企業が
多く、世界各国の問題解決に貢献できる、高い
ポテンシャルを持った地域です。
それ故、私どもも、前回の万博のように単に
業容の拡大（預金と貸出金の増加）を目指して
いくのではなく、地元の地域金融機関として、
「い
のち輝く未来社会のデザイン」に向けて頑張る
地域の皆さまが抱えるさまざまな課題に対して、
お役に立てるソリューションのご提案に徹底し
てまいりたいと考えております。
弊社グループは、大阪・関西万博の開催年で
ある 2025 年に照準を合わせ、中長期の成長戦
略（Vision'25）を構築し、持続可能な成長を目
指しております。万博のテーマでもある SDGs
に関しても、
「①当社グループで主体的に独自で
取り組むもの」
、
「②他の会社や自治体と連携・
提携して推進するもの」
、「③地域の皆さまの取
組みに対し資金面やマッチングなどで支援して
いくもの」、この 3 つの立ち位置から私どもに何
ができるのかを整理し、プランニングしてまい
りたいと考えております。

さ て、2025 年 の 国 際 博 覧 会（ 以 下、 万 博 ）
の開催地が大阪・関西に決定されました。地元
大阪で万博が開催されるのは、1970 年、1990
年（花博）以来、3 回目となります。
55 年前、1970 年の万博は、
「人類の進歩と
調和」をテーマに、高度経済成長期の日本を国
際的にアピールする場として、万博を契機に、
国道や高速道路、鉄道などのインフラが次々と
整備されました。また、万博の来場者数は 6,400
万人を超え、地元経済は活況を呈し、経済波及
効果は 2 兆円（当時の平均月収は 5 万円）であっ
たとも言われています。
弊行の業容もその時期に急拡大しており、万
博開催年の弊行（旧池田銀行と旧泉州銀行）の
預金と貸出金の合計は、5 年前の 3.1 倍、更に
その 5 年後には開催年の 2.4 倍に拡大しており
ます。

大阪・関西万博

2025 年の万博のテーマは、
「いのち輝く未来
社会のデザイン」。
Society5.0 の実現と国連の掲げる持続可能な
開発目標（SDGs）が達成される社会を目指して
おります。5 年後の 2025 年万博の風景、AI や
ドローン技術などのテクノロジーの進展による
未来社会を想像するだけでわくわくしてしまい
ますが、Society5.0 とは、IoT・AI 等、先端技
術を最大限活用することによって、経済発展と
社会的課題の解決を両立させる社会、SDGs と
は、国連が掲げる 2030 年の 17 のゴールを達
成することで持続可能な世界を実現していこう
というものです。

2010

最後に

私どもは、経営理念として、「地域の皆さまに
『愛される』金融グループを目指す」ことを掲げ
ております。
事業活動を通じて、地域の SDGs 達成に向け
た取組みを行うことで、持続可能な地域社会の
実現に貢献するとともに自らも成長できるよう、
役職員一同、全力で取り組んでまいりますので、
今後とも変わらぬご愛顧とご支援を賜りますよ
う、よろしくお願いします。

2017

2018

池田泉州ホールディングスが
2025 日本万国博覧会誘致委員会の
2月
泉州銀行開業
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9月
池田銀行開業

池田泉州ホールディングス設立
大阪万博開催

池田泉州銀行誕生

「オフィシャルパートナー」に。

万博開催決定。
大阪・夢洲（ゆめしま）が会場に

万博誘致を全力応援
SIHD MAGAZINE
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+

"
池田泉州で プラス
"

「幅広いご縁」と「進取の精神」を大切に、

お客様のニーズに合ったサービスを提供し、

暮らしに、 未来に、もっと“プラス”を。
池田泉州銀行は、みなさんのお手伝いをしたいと思っています。

地域の皆様に「愛される」金融グループを目指します。

（1）人 と人とのふれあいを大切にし、誠実で親しみや
すく、お客様から最も「信頼される」金融グルー
プを創ります。
（2）情 報収集と時代の先取りに励み、先進的で高品質
なサービスの提供によって、地域での存在感が最
も高い金融グループを創ります。

（3）健 全な財務体質、高い収益力、経営効率の優位性
を持つとともに、透明性の高い経営を行い、株主
の信頼に応えます。

2025

（4）産 ・学・官のネットワークを活用し、様々なマッ
チングを通して、「地域との共生」を進めます。

（5）法 令やルールを厳守し、環境に配慮した企業活動
を行うことによって、社会からの信頼向上に努め
ます。

（6）グ
 ループ行員に、自由闊達に能力を発揮し、また
能力向上を図れる職場を提供するとともに、よき
市民としての成長を支援していきます。

暮らしに

プラス

"

経営方針

"

未来に

プラス

"

経営理念

"

大阪・関西万博開催へ

池田泉州ホールディングスは

大阪・関西万博を全力応援します

いのち輝く未来社会のデザイン
■ 万博テーマ

"Designing Future Society for Our Lives"
■ 大阪・関西万博開催概要
開催期間

：2025 年 4 月 13 日 ( 土 ) ～ 10 月 13 日 ( 月 ) 184 日間

開催場所

：大阪市臨海部

有沙 瞳
（宝塚歌劇団）

夢洲（ゆめしま）

想定来場者数：約 2,800 万人
経済波及効果：約２兆円 ( 試算値 )
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"

毎日をスマートに。
ちょっと嬉しくなるサービス
いつでも
どこでも
便利に

有沙 瞳
（宝塚歌劇団）


バンキングアプリ
池田泉州銀行

いつでも・どこでも池田泉州銀行の

未来に

人生 100 年時代を迎える中、
私たちを取り巻く環境は大きく変化しています。
インフレリスク

バンキングアプリでできること

超低金利時代

1

預金だけじゃお金が
増えない時代。

2

将来生活が苦しくなる
かもしれません。

3

年金だけではゆとりあるセ
カンドライフが送れなく
なるかもしれません。

RISK
インターネットバンキングのログイン不要で

銀行やコンビニエンスストアに行かなくても、

残高・入出金明細をいつでも確認

いつでも手元のスマホから税公金をお支払い

普通預金口座を最大５口座※（メイン口座１件、サブ口座４件）まで登録可能
⃝ ご登録後の明細を全て保管可能！「一生通帳 by Moneytree」
⃝ ファミリア生まれの 「ラン＆ラブ」 の着せかえ機能も！

RISK

アプリのダウンロードはこちら※
Android をご利用の方

※ご利用時間、 複数口座のご登録、 アプリのダウンロードについての詳細は、
ホームページをご覧ください。

+

プラス"

“わからないこと” 私たちと
考えてみませんか？

「お取引」「お手続」 がスマホで完結！

iPhone をご利用の方

"

+

プラス"

有沙 瞳（宝塚歌劇団）

暮らしに

RISK

超低金利時代

インフレリスク

高齢化社会

高齢化社会

定期預金金利

1970 年：4.75％
2017 年：0.01％

4.74％
ダウン

出所：野村総合研究所 SuperFocus のデータに基づき野村アセッ
トマネジメント作成

2014 年：230 円

牛肉

（輸入品：100 ｇ）
※円未満は四捨五入

2017 年：301 円

出所：総務省統計局「小売物価統計調査」
（主要品目の東京都区部小売価格）

ゆとりある老後費
夫が厚生年金、
妻が専業主婦

月額 35 万円
月額約 20 万円

30.9％
アップ

15 万円
不足

資料：厚生労働省「平成 28 年度厚生年金保険・国民年金事業年報」

ゆとりある将来を目指すには、
ライフプランに合った資産運用が有効です。

https://www.sihd-bk.jp/personal/service/apps/banking/
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わからないこと

ライフプランや収支の変化を定期的に確認することで、
自分に合った資産運用が見つかります。
年齢

20

30

40

50

60

を池田泉州銀行と考えてみませんか？

70

80

イベント

結婚

マイホーム

子供の成長

夫婦でゆとりあるセカンドライフ

必要な資金

約430万円※１

約3,200万円※2

約2,500万円※3

約10,000万円※4

主な収入

給与収入

退職金

を考えて、
“明るい未来”を描いてみませんか？

年金

わからないこと 1

住宅ローン
子供の教育費用

貯蓄額
イメージ

後回しにしてしまいがち。
人生 100 年時代と言われる今、お金の“わからないこと”

日常の生活費
主な支出

自分の未来や将来のために、お金のことを考えることって、

ためる・ふやす

わからないこと 2

かりる

「人生100年時代」 を迎えた今、 長い人生を楽し

ご自宅の購入やリフォーム、 お車の購入、 お子さまの

むためのマネープランを考えてみませんか？

教育資金、ローンのお借換えなどローンのことを考え

退職

てみませんか？
年金受給開始

結婚

子供の誕生
マイホーム購入

わからないこと 3

借入金返済
子供の大学入学

そなえる・のこす

税制改正・民法改正でより身近となった『相続』に
ついて、 一緒に考えてみませんか？

資産運用

資産の目減り防止、
計画的な取り崩し

早い段階から資産形成をスタート
つみたて投資

投資信託

生命保険
等

おすすめ
の商品

「つみたて投資」 のチカラ
1 少額からはじめられる
特徴
2 毎月自動で買えるので手間いらず
3 購入時期を分散させることでリスクを軽減

投資信託

途中参加
OK!

新講座
続々登場！

ホームページも
ぜひご覧ください

池田泉州銀行 みんなの学校

日本経済新聞の読み方教室

https://www.sihd-bk.jp/personal/
asset/fund/tsumitate/
※１ 資料：ゼクシィ 結婚トレンド調査２０１７調べ。 新生活準備調査２０１６（リクルートブライダル総研調べ）
※２ 資料：2017年度 フラット３５利用者調査（住宅金融支援機構）
※３ 大学、 短大、 専門学校(高専･専修･各種学校)は入学費用含む。入学費用:受験費用、 学校納付金含む 在学費用:習い事、 塾代等含む。
資料：平成28年度子供の学習費調査(文部科学省)、 平成29年度 「教育費負担の実態調査結果」 (日本政策金融機構)
※４ 資料：平成28年度生活保障に関する調査(生命保険文化センター)、平成29年度簡易生命表(厚生労働省)

くわしくは、 当行HPまたはお近くの店舗までお問合わせください。

SIHD MAGAZINE

参加費
無料

（はじめての方・投資信託をお持ちの方）

https://www.sihd-bk.jp/
personal/asset/fund/
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で、
ホームページ
を集め
みなさまのお声
います！
セミナーをして

▼

資産計画

大丈夫？老後資金

〜投資、 資産運用に役立てる〜

〜あなたの必要額を考えよう〜

2019年11月4日、阪急グラ

2019年11月17日（日）

ンドビル26階（大阪市北区）

和泉中央支店にて。講師

にて。講師はファイナンシャ

は株式会社自然総研主任

ルプランナー・上之園尚子氏

研究員・荒武貞雄氏

今後も
続々！

「みんなでつくる・みんなの学校」

池田泉州銀行は、 暮らしとお金にまつわる様々なテーマを学ぶ 「みんなの学
校」 を、 みなさんと一緒につくっていきたいという想いから、 セミナー企画
の人気投票を行いました。 今後、 お客さまからいただいた声をもとにしたセ
ミナーを企画・案内していきますので、どうぞご期待ください。

検索

みなさんのご興味があるテーマ
第１位
第２位
第３位

投資信託（ファンド）の選び方講座
銀行の使い方のコツ
（デジタル時代の銀行との付き合い方）
ふるさと納税見本市

※498名さまからのアンケート回答結果より

SIHD MAGAZINE
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法人のお客様へ

大阪・関西万博に向けた
地域活性化ファンドを始動！

イノベーションファンド

25

株式会社池田泉州銀行は、 大阪・関西地域のオープンイノベーションによるベンチャーファンド
「関西イノベーションネットワーク投資事業有限責任組合」（以下、「イノベーションファンド 25」）を設立
しました。2025年の大阪・関西万博開催を見据え、 万博のテーマでもある「SDGsが達成される社会」
「Society5.0の実現」 に向け、 今後将来性が見込まれる企業を育成し、 地域への貢献に取り組んでまいり
ます。

地域経済活性化につながる

産学官によるイノベーション・エコシステムの

「産学官ネットワークによるイノベーションエコシステム」

形成を目指して連携協定を締結

池田泉州銀行は、さまざまな団体及び支援機関等と連携し、イノベーションファンド 25を通じて、イノベーション創出が期
待できる独自性の高い技術・サービスを保有し、 今後将来性が見込まれる企業を育成し、 地域への貢献に取り組んでまい
ります。

大阪・関西万博の目指すところ

達成に
向けて

Society5.0の実現

イノベーションファンド 25

●独自性の高い技術を
保有する企業

投資

実現

●イノベーション創出が
期待できる企業

2
5

大阪・関西地域への貢献

イノベーションファンド

SDGsが
達成される社会

大阪府、 大阪市、 大阪商工会議所、 公益財団法人大阪産業局、 地方独立行政法人大阪産業技術研究所、 株式会社
池田泉州銀行、 関西イノベーションネットワーク投資事業有限責任組合（通称 「イノベーションファンド25」、 無限責任組
合員：池田泉州キャピタル株式会社）の７者は 「関西イノベーションネットワーク投資事業有限責任組合」を通じた連携に
関する協定を締結しました。

（関西イノベーションネットワーク投資事業有限責任組合）

連携
協定

大阪府

大阪市

大阪産業局

大阪商工会議所

大阪産業技術研究所

池田泉州銀行グループのベンチャー支援
ファンド概要
名称
ファンド総額

有限責任組合員 (LP)

関西イノベーションネットワーク投資事業有限責任組合
（愛称：イノベーションファンド 25）
設立時 12 億円（最大募集 25 億円）
株式会社池田泉州銀行

▶

大阪信用保証協会

ロート製薬株式会社

▶

エネサーブ株式会社

▶

岩谷産業株式会社

▶

塩野義製薬株式会社

▶

阪急阪神ホールディングス株式会社

▶

株式会社ゆうちょ銀行

▶
▶


無限責任組合員 (GP)
投資対象
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＜第20回＞ニュービジネス助成金、＜第16回＞イノベーション研究開発助成金の募集をしました。
池田泉州銀行グループは引き続きベンチャーを支援してまいります。

▶

大阪・関西万博が目指す「SDGs が達成される社会」
「Society5.0 の実現」に
貢献する技術・ビジネスモデルを持った企業

設立日

2019 年 9 月 20 日

存続期間

10 年（最大２年まで延長可）

第 16 回イノベーション研究開発助成金

対象

新規性・独創性あふれるビジネスプラン

将来の事業化を見据えた研究開発プラン

助成内容

池田泉州キャピタル株式会社

普通株式、優先出資 等

第 20 回ニュービジネス助成金

募集期間

※順次、追加出資を募集

投資形態

名称

募集部門

2019 年 9 月 2 日（月）～ 11 月 5 日（火）
大賞（１プラン）

300 万円

優秀賞（部門毎、複数プラン） 100 万円

300 万円

優秀賞（部門毎、複数プラン）200 万円

①ものづくり ②ヘルスケア ③ＩＣＴ ④環境・エネルギー ⑤観光・サービス
関西 2 府 4 県に主たる事業所を有する、

応募資格

大賞（１プラン）

関西 2 府 4 県に主たる事業所を有する企業

もしくは今後関西経済圏への進出を計画

（大企業を除く）、個人

している企業（大企業を除く）、個人

（大学・研究機関等との共同研究も可）

応募総数

2,201 プラン

応募総数

908 プラン

実績（累計） 受賞総数

218 プラン

採択総数

217 プラン

助成総額

約 1.6 億円

助成総額

約 4.4 億円

★ニュービジネス助成金にオープンイノベーション賞を新設！サポート企業より、 事業化に向けたサポート等を提供
2020年4月30日現在

SIHD MAGAZINE

SIHD MAGAZINE

10

池田泉州ホールディングス

VOL.1

粉

Osaka City

もん 対 決 ！

VS
Ho Chi Minh City

フランスの風が香るホーチミン

バインセオ

古くからベトナムの経済的中心地として栄え、「東洋のパリ」と呼ばれたフランス統治時代の影響が残る街並みと、
経済成長で建てられた高層ビル群とアジアらしさを残す街並みが魅力の街をご紹介。

サイゴン大教会
19世紀創建のカトリッ
ク教会で、 正式名称
は「聖母マリア教会」。
２つの尖塔が美しく、
日曜 のミサは 信 者 の
人々でにぎわいます。

南部名物の料理。日本ではよくベトナム風お好み焼

言わずと知れた大阪名物のお好み焼き。

きと紹介されています。ターメリック（ウコン）で黄

小麦粉、 キャベツ、 卵、 長いも、 天かす、 だし汁

色く色付けしたお米の粉で作った生地を焼き、 中に

をよく混ぜてお好みでエビ、 いか、もち、チーズ等

ばら肉やひき肉・もやし・えびなどをいれて半月状に

を入れ熱した鉄板に生地を流し、 豚バラをまんべん

折りたたんだもの。薄い乾燥したお米で出来た皮に

なく乗せ、こんがりと焼き色がつくように両面を焼い

レタスやサラダ菜、 香草とともに巻いて、 ニョクマ

た物。出来上がったらソース、かつおぶし、マヨネー

ムのタレをつけて食べます。北部のものは小さめで、

ズ、 紅しょうがをトッピングして食べます。

日本のお好み焼きに近いです。

ホーチミン市
統一会堂
南ベトナム時代の旧大
統領官邸。 内部の美
しい 装 飾と見 事な調
度 品 が今 でも残され
ています。 現 在は統
一 会 堂として 一 般 公
開されています。
ベンタイン市場
市内最大の市場。 食
料 品から雑 貨、 衣 類
まで 生 活に必 要なも
のはひととおり揃い、
お土 産 物も豊 富に売
られ て います。 夜 に
は屋台も出ます。

ほっ
と
ひといき

大阪府とホーチミン市との産業・貿易・投資に関する交流協定
両都市は、 1995年６月に 「大阪府とホーチミン市との産業・貿易・投資に関する交流協定」を締結し、その後、 経済
ミッションの派遣、 大阪企業のベトナム進出の支援を行う大阪プロモーションデスクの設置など、 経済面を中心に積極的
な交流事業を実施。
これらの交流実績を踏まえ、 経済面のみならず、 多方面にわたる友好関係の更なる発展のため、 両都市間で協議のう
え、「アジア主要都市サミット」 へのホーチミン市長出席にあわせ、 2007年10月25日に友好交流協定に調印。

SIHD TOPICS
2018年11月、 池田泉州銀行はベトナムのホーチミンに駐在員事務所を開設しまし

南部と北部、コーヒーの違い

南部と北部では濃さや呼び方が違います。（コンデンスミルク入りアイスコーヒーを例に）
北部 「カフェ・ノー・ダー」

たっぷりの小さな氷にコーヒーを溶かし、 暑い

茶色の氷入りコーヒという直訳。 大きな氷1つに

気候なので薄いコーヒーで量が多く、 日本人

濃いコーヒーを少し入れコンデンスミルクを入れ

にものみやすい。

て、 少しずつ溶かして飲みます。

SIHD MAGAZINE

大阪府

近畿地銀初！ホーチミン駐在員事務所を開設

南部 「カフェ・スァ・ダー」

11

お好み焼き

た。中国の蘇州駐在員事務所に次ぐ２番目の海外拠点として、お取引先により充実し
たサービスを提供いたします。
①お取引先のベトナム進出支援
主要業務

②ベトナムの貿易、 投資、 金融、 経済状況等の情報の提供
③ベトナムの投資環境調査

SIHD MAGAZINE
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モノづくりがとまらない！

東大阪市

元気

関西の
を
応援するラジオ
日本一明るい経済電波新聞の
ホームページはこちらから
URL

https://www.mbs1179.com/akarui/

ラジオ CM 放送中！
ラジオ CM ギャラリー
大阪、そして関西を再発見！
1分間でほっこり観光気分。

独自の技術 × 創造 × 環境

東大阪が モノづくり

東大阪は こんなところ
東大阪市は、大阪市の東に隣接した人口約50万人の中核

全国主要都市別
事業所密度
【115.2】

市。市内を近鉄奈良線・大阪線・けいはんな線、地下鉄中

全国

可住地面積1平方キロメートル（単位）あたりの事業所数
※「統計でみる市区長村のすがた2018」による可住地面積を用いて算出

央線、JR学研都市線・おおさか東線が走り、国道や阪神
高速など道路網も発達。関西経済の中心地に隣接する交通

全国主要都市別
事業所数

の利便性が、「モノづくり」には格好の地として高い技術
力を誇る多種多様な中小企業が集まっています。

【5,954】

全国

（H28経済センサス活動調査）

に強 い

1位
5位

（H28経済センサス活動調査による事務所数4,000以上の都市で比較）

！
3 つの 理 由！

あの場所、あの味、あのモノをご紹介する
CMギャラリーです。



京都

KYOTO

14

1

兵庫

HYOGO

2

33

大阪

12

OSAKA

4

13

5
7

6



多様性
東大阪市は事業所密度
が高く、基盤技術が
集積されている地域

連携力
全国トップクラスの
工場数と産業の
多様化

東大阪市の製造業は、
系列によるピラミッド
構造とは異なり、近隣の



融合力

東大阪市

HIGASHIOSAKA

Design
デザイン

東大阪市では、

東大阪独自の
企業ネットワーク

世界的工業デザイナー
の喜多俊之氏をデザイン

Technology
テクノロジー

デザインと
テクノロジーの
融合

特性から、多種多様な

協力工場との多彩なネット

クリエイティブアドバイザーに

製品が生産されています。

ワークを構築しています。

迎え、機能性とデザイン性を兼ね備えた
製品づくりを進めています。

9
10

モノづくりを支える「東大阪ブランド」

8

「東大阪ブランド」は製品の優れた特長・機能・品質・オリジナリ
ティ・付加価値などについて「ナンバー 1」「オンリー 1」「プラス
アルファ」の 3 つの基準を設け、それぞれを満たし、厳しい審査
をクリアした、この町生まれの製品にのみ与えられる称号です。

11

1

妙見山編

2

箕面公園編

9

河内ワイン編

3

逸翁美術館編

10

堺泉北臨海工場地帯編

4

大阪天満宮編

11

海水浴場編

5

御堂筋イルミネーション編

1２

灘五郷編

6

町工場編

13

神戸北野異人館街編

7

黒門市場編

14

鴨川納涼床編

8

岸和田だんじり祭編

CM はこちらから聴けます！
https://www.mbs1179.com/akarui/cm/
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No.1

Only.1

＋α

ナンバーワン製品

池田泉州銀行は東大阪のモノづくりを応援しています！
東大阪市と池田泉州銀行は産業振興連携
協力に関する協定を締結しています。
東大阪市と池田泉州銀行の連携内容
（1）
「モノづくりのまち・中小企業のまち
東大阪」の展開に関する事項

特定の市場でトップシェアを記録する製品

（2）地域を活性化させる産業活動の振興に

オンリーワン製品

（3）創業、新事業創出に関する事項

他の追随を許さない特長を持つプラスアルファ製品

プラスアルファ製品

関する事項
（4）施策 PR・広報活動に関する事項
（5）まちの魅力づくりに関する事項
（6）その他

支店長メッセージ
東大阪は、「ラグビーのまち」として有名ですが、「モノづくりの
まち」としても、全国有数の地域で、高い技術力
を誇る多種多様で魅力的な中小企業が集まって
います。
東大阪支店の八戸ノ里出張所は 2018 年に
オープンした新しい店舗で、当行のイメージ
キャラクター「ラン＆ラブ」のキッズコーナー
を設置するなど、お子様連れのお客さまにもお
楽しみいただける店舗となっております。お近
くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

東大阪支店長
兼 東大阪中央支店長

中原

陽介

従来製品にはない付加価値・付加機能を有する製品

SIHD MAGAZINE
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池田泉州ホールディングスでは、地域との共通価値の創造を目指し、社会課題の解決に取り組むな

2

地域の文化・スポーツを応援する

C

ORPORATE

S

OCIAL

かで、ＳＤＧｓ課題の解決を目指しております。

R

ESPONSIBILITY

」の略で、2015 年９月
ＳＤＧｓとは、
「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）

通信

Vol.

の国連サミットで採択された、持続可能な世界を実現するための国際目標です。
17 のゴール・169 のターゲットから構成され、地球上のだれ一人として取り残さないことを誓っ
ています。2030 年までに達成することを目指しています。

地域の環境保全活動を応援

地域の文化を応援

「百舌鳥・古市古墳群」世界文化遺産登録！！
～ＰＲ動画掲載、寄付型私募債取扱い、天引投信積立キャンペーンを実施しました～

「共生の森植樹祭」
、共生の森「草刈りイベント」へ
今年も参加いたしました！
池田泉州銀行では、2019 年 3 月 9 日に開催された大阪府主

株式会社池田泉州銀行は、「百舌鳥・古市古墳群」が国際連合教育科

催の「第 16 回共生の森植樹祭」に、植樹ボランティアとして、

学文化機関（ユネスコ）の世界遺産委員会において、2019 年７月６日、

2019 年 7 月 20 日に開催された大阪府が主催する共生の森「草刈

世界文化遺産への登録が決定されたことを受け、下記３点の記念施策

りイベント」に、ボランティアとして今年も参加しました。

を実施いたします。

共生の森は、堺市臨海部の廃棄物処分場跡地において、ボランティ

当行は地元金融機関として、地域活性化の一助となる取組みを継続

ア、ＮＰＯ、企業、行政などが協働し、自然の力を生かしながら長

してまいります。

い時間をかけ、森林空間などの自然環境を創出する取組みです。
仁徳天皇陵古墳（堺市提供）

地域のスポーツを応援

世界文化遺産登録記念施策実施
１ 古墳ＰＲ動画を当行ホームページに掲載

２ 寄付型私募債

■

■

 閲覧数に応じて寄付
（動画再生１回につき 10 円《上限 10 万円》）

発行額の 0.1％相当額を寄付

 百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産保存活動に賛同いた
だき、当行所定の基準を満たす法人のお客さま

■

第 27 回 KIX 泉州国際マラソン大会を
応援、お手伝い！！
2020 年 2 月 16 日に「第 27 回 KIX 泉州国際

3 天引投信積立キャンペーン実施

マラソン大会」が開催されました。

 キ ャンペーン中の新たな天引投信積立契約１件につき
100 円を寄付《上限 30 万円》

■

岸和田城をフィニッシュ会場とする「チャレンジ
ラン」とりんくう公園をフィニッシュ会場とする

 ご契約者さまの中から抽せんで、堺市の包丁や羽曳野市
のワインなど地元特産品をプレゼント

■

古墳 PR 動画イメージ
寄付先：堺市、藤井寺市、羽曳野市の世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」保存事
業に関する基金

「フルマラソン」と合わせて 5,910 名のランナーが
早春の泉州路を快走されました。
当日は 163 名の当行ボランティアが大会の
お手伝いをし、延べ 40 名を超える私設応援団が、のぼりや法被を揃えスタート会場、泉州営業部前、りんくうフィニッシュ
会場の 3 ヶ所で、ランナーの皆さんに熱い声援を送りました。

LOOK BACK

池田泉州銀行のこれまでの取組み

「堺まつり」名物の大パレードに参加
「堺まつり」名物の大パレード “ 祝

「百舌鳥・古市古墳群」を巡るツアー開催

百舌鳥・古市古墳群

これまで６回にわたり、TOYRO 倶楽部会員向けに「百

世界遺産登録御祝隊 ” に堺市内全店（14 カ店）の行員がメ

舌鳥・古市古墳群」を巡るツアーを企画。観光ボランティ

ンバーとして参加。

アガイド等の案内で、「仁徳天皇陵古墳」「応神天皇陵古墳」
を中心に市内の古墳を散策し魅力を紹介。

地域の教育を応援

「エコノミクス甲子園」兵庫大会開催！！
～神戸女学院高等学部 “ 宝の山 ” が全国大会出場権獲得～
2019 年 12 月 15 日（日）、兵庫県三田市の池田泉州銀行三田情報システム
センターにおいて、全国高校生金融経済クイズ選手権 “「エコノミクス甲子園」
兵庫大会 ” を開催しました。
本大会は金融経済の仕組みを理解し、“ 夢を実現し人生を豊かにするために
役立つ金融知識 ” を身につけてもらうことを目的としており、当日は兵庫県下
から９校 16 チーム（32 名）が参加し、レベルの高い熱戦が繰り広げられました。
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ホームページをリニューアルしました
今回のリニューアルでは、トップページ、個人のお客さま向けページのデザ

各ページの下部にある「あなたにオススメ」エリアではホームペー
ジの閲覧履歴に基づき、最適な情報をオススメいたします。

プラスポイント

混雑状況の配信

店舗一覧ページから各支店窓口の混雑状況が確認可能となりました。

コードから簡単にアクセスできます。

また、ホームページ上で窓口混 雑状 況のリアルタイム配信を開始し、ご来店
今後は法 人のお客さま向けページのリニューアルも予定しており、ホーム

あなたにオススメ・便利なメニュー

スマートフォン、タブレットなら QR

イン・レイアウトを一新し、より見やすく、使いやすいデザインへ見直しました。
前に各支店窓口の混雑状況をご確認頂けるようになりました。

プラスポイント

池田泉州銀行

検索

https://www.sihd-bk.jp

ページの機能・情報の充実を図りながら、お客さまの利便性向上とサービス
の強化に努めてまいります。

スマートフォンでも
見やすく最適な表示

スマートフォンの場合は、現在地
から近い各支店窓口の混雑状況を
表示可能です。
店舗詳細ページでは、窓口の混雑状況の他、
受付番号や待ち人数を確認可能となりました。

各ページの右部に常時表示される
「便利なメニュー」からアクセスできます。

見やすさ、使いやすさを ‘‘プラス’’

1
2
3

便利な機能を ‘‘プラス’’

デザインの一新

コーポレートカラーの青を基調としながら、文字が大きく見やすいデザイン

スマートフォンや
タブレットへの対応

パソコン、スマートフォン、タブレット等それぞれに最適な表示ができる仕組み
を採用

コンテンツの充実

自分の未来や将来のお金について、“ わからないことを考える ” ためのページを新
設した他、お客さまがホームページをご利用いただきやすい構成

1
2
3

メニューの見直し

よく利用されるメニューが表示される「便利なメニュー」を採用し、知りたい情報
により早くアクセス

レコメンドの実装

各ページの下部に「あなたにオススメ」エリアを設け、ホームページの閲覧履歴か
らお客さまに最適な情報をお届け

混雑状況の配信

店舗・ATM 検索ページから各支店窓口での混雑状況、受付番号、待ち人数を確認

会社概要 （2020 年 3 月 31 日時点）

LINE スタンプ販売中！

■ 池田泉州ホールディングス

■ 池田泉州銀行

■ 池田泉州ＴＴ証券

設

設

立

日 1951 年 9 月 1 日

設

立

日 2013 年 1 月 30 日

資

本

金 613 億円

資

本

金 12 億 5,000 万円

貸

出

店

舗

数 5 カ店

立

日 2009 年 10 月 1 日

本 社 所 在 地 大阪市北区茶屋町 18 番 14 号
資

本

金 1,029 億円

従 業 員 数 105 名

上 場 取 引 所 東京証券取引所

本 社 所 在 地 大阪市北区茶屋町 18 番 14 号

本 社 所 在 地 大阪市北区茶屋町 18 番 14 号

預

預り資産残高 1,012 億円

店

舗

金 5 兆 76 億円

金 3 兆 9,835 億円

数 139 カ店

従 業 員 数 2,346 名
格

17

SIHD MAGAZINE

家 族 やお友 だ
ちと
使ってみてね
！

付 日本格付研究所 A －

従 業 員 数 117 名
くわしくはこちら

SIHD MAGAZINE
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池田泉州ホールディングスと地域をつなぐ情報誌
ご自由に
お取りください

¥0

自由に
！
ぬってね

のぬりえコーナー

