
■創業・事業
　 計画書作成支援
■市場調査
■創業者セミナー

■ビジネスマッチング事業
■人材関連支援
■助成金・補助金申請支援
■海外展開支援
■各種セミナー開催

■経営支援・
　 事業再生支援
■事業承継
　 計画書作成支援
■M&A
　 仲介サービス

■新しく会社を
　 はじめたい
■今のお店から
　 独立したい
■新しい分野に
　 進出したい

■新たな販売先を開拓したい
■海外に進出したい
■補助金を活用したい
■人材を確保・育成したい

■経営を
　 立て直したい
■事業承継を
　 進めたい

せいしんのサポート

皆さまからのご相談

【令和3年度の相談実績】
相談内容

SDGsへの取組み支援

販 路 開 拓 支 援

そ の 他
合 計

補 助 金 申 請 支 援

事 業 承 継・M ＆ A 

人 材 関 連 支 援

労働生産性向上支援

34

13

120
884

経営のことで悩んだら…
　　せいしんにお任せください！

相談内容 件数

254

244

152

67

件数

　SDGsに関する情報提供、SDGs宣言書の作成支援、勉強
会やセミナーへの出講など、SDGsの取組みに係るご相談に
お応えしております。

私たちがSDGsに取組む
お客さまを応援します！

　お客さまの様々なご相談にお応えするため、相談センター
「kyoten」を令和3年4月より開設しております。
　小規模セミナーの定期開催も予定しております。皆さまの
ご参加をお待ちしております。

ご相談には事前のお申し込みが必要です。ご相談には事前のお申し込みが必要です。

kyotenの相談機能

事業者のお客さま
創業、新分野進出、販路開拓、人材確保、
海外展開、IT活用、事業承継、専門家相談 等

個人のお客さま
資産運用、ローン関連、
相続、専門家相談 等

その他
●小規模セミナーを定期的に開催   ●外部提携業者の個別相談会を開催
●顧客組織会員がミーティング等で利用できるフリースペースとして開放

ご予約は
こちらから

私たちがご相談にお応えします！私たちがご相談にお応えします！

地域創生SDGs推進課の体制強化！

大好評！相談センター「kyoten」
地域創生SDGs推進課職員

相談センター「 kyoten 」の様子

経営相談課・医療福祉介護担当職員

事業者のお客さま向け
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経営情報の提供

　せいしんビジネスクラブ（SBC）は令和4年7月に設立
35周年を迎えます。昭和62年7月に141名でスタートした
SBCは、会員数370名を超える規模となりました。SBCでは、
時宜に応じた様々なセミナー、勉強会、国内外の視察研修等
を企画しております。
　只今、令和4年度の新会員を募集しております。この機会に、
ご加入を検討ください。お問い合わせは、お取引支店の担当者
までご連絡ください。

　地域情報誌「View」では、特徴的な経営戦略を紹介する
「キラリ地元企業」、新商品・サービスを紹介する「巷で
話題の技術・商品・サービス」などを掲載しております。

昨年の様子を少しお届けします♪

経営研究会の様子
「アフターコロナに組織改革で
　挑む！最強組織の作り方」

講師：ハロルド・ジョージ・メイ 氏

運営事業の様子

「SBC新入社員研修」
講師：西原  裕 氏

＃171 アフターコロナ時代における中小企業の経営戦略について
＃172 中小企業のデジタルツール導入への対応状況について
＃173 ものづくり補助金を活用した投資効果について
＃174 デジタルツール導入に係る意識調査

経営レポート

情報誌「View No.78」

　お客さまアンケートを実施し、経営に役立つ調査レポートを
発行しております。

年二回発行しております♪

令和３年度、４本の経営レポートを発行

バック
ナンバーは
WEBで！

せいしんビジネスクラブ(SBC)の運営

地域情報誌「View」

オリジナル調査レポート

事業者のお客さま向け
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●全国80以上の銀行・信用金庫の取引先企業や
　大手企業とネット上でマッチング！
●販路拡大・福利厚生・情報収集・事業拡大など、
お客さまの経営課題をトータルサポート！

導入いただいたお客さまの声

Big Advanceとは 未 来 を つ なぐ、
ともに 前 へA b o u t

「ビジネスマッチングの活用」
取扱っている地元の新鮮な野菜
で大手スーパーとのマッチング
に成功。販路拡大、収益増加に
繋がりました。

（卸売業）

「士業相談の活用」
雇用契約や業務委託の契約書
作成を依頼しました。見積りも
1時間ほどで届き、相見積りを取る
ことでコストを抑えられました。

（運送業）

「ホームページ機能の活用」
ホームページを持っていなかった
ので試しに作ってみたら、新規
のお客さまから見積りの問い
合わせをいただき無事販売に
繋がりました。     （サービス業）

「補助金・助成金の活用」
コロナの影響もあり補助金の
申請を検討していました。国の
情報だけでなく、地元の情報も
タイムリーに掲載されるので
非常に助かりました。 （通信業）

Seishin Big Advanceご契約先の経営者・従業員向けフリー
ローン・ライフステージローンの取扱いを開始しました。

ホームページ機能

福利厚生サービス

チャット

ビジネスマッチング

士業相談

Seishin Big Advance充実の機能！
全国の会員企業へ自社のニーズを発信
自社で検索し、チャットで商談依頼
金融機関が介在する安心感

アンケート感覚で簡単に作成できる
スマホ対応、最短10分で情報更新
SEO対策済

クーポンサイトに自社商品を掲載
クーポン発行で他社の従業員を集客
従業員はクーポンを使い放題

WEB で士業に依頼可能
平均30分で見積りが届く

本部・営業店担当者と相談・情報交換
従業員IDを発行すれば社内利用も可能
テレワークの強い味方に

TOPICS

SBA（Seishin Big Advance）
の詳細はこちらから

ライフステージローンライフステージローンライフステージローン

月々3,300円 で、
　  ビジネスの舞台は
　　      静岡から全国へ！

月々3,300円 で、
　  ビジネスの舞台は
　　      静岡から全国へ！

月々3,300円 で、
　  ビジネスの舞台は
　　      静岡から全国へ！

ご融資利率

ご融資利率

（固定金利・保証料含む）

（固定金利・保証料含む）

経営支援プラットフォーム「Seishin Big Advance」

事業者のお客さま向け
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WEB - FBサービスで
経理業務を軽減してみませんか？
WEB - FBサービスで
経理業務を軽減してみませんか？
WEB - FBサービスで
経理業務を軽減してみませんか？

STEP 1
お申込にあたっての
ご留意事項をご確認のうえ、
お申し込みください。

STEP 2
「ご利用開始の案内」が
郵便（簡易書留）で届きます。

STEP 3
手順書に従ってパソコンから
ご利用を開始してください。

せいしんは、事業者の皆さまが本業に
専念できる環境づくりを応援します！！
せいしんは、事業者の皆さまが本業に
専念できる環境づくりを応援します！！
せいしんは、事業者の皆さまが本業に
専念できる環境づくりを応援します！！

WEB－FBは、インターネットを利用してお客さまのパソコン
から総合振込、給与・賞与振込、口座振替等の法人・個人
事業者向け取引を行っていただくことができるインターネット
バンキングサービスです。

月額基本手数料

※その他、振込手数料が別途かかります。
（令和4年5月31日現在）

（税込み）

●照会・都度振込
●上記サービス+総振・給振・口座振替

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ￥1,100
・・・ ￥2,200

●月々の振込や残高確認で来店に時間がかかる。

●振込手数料の負担を軽減したい。

職場からサービスを
ご利用できます！

セキュリティーも
充実しています！

振込手数料が
お得です！

TEL 0120 - 0988 - 59

お近くの店舗または、フリーダイヤルへ
お問い合わせください。

（フリーダイヤル受付時間：平日9：00～17：00）

ご不明な点等は、親切・丁寧にご説明いたします。

残高照会・お振込みなどをインターネットで！
法人・個人事業者のお客さま向け法人・個人事業者のお客さま向け

パソコンから便利なサービスが
ご利用いただけます。

せいしんWEB-FBサービスせいしんWEB-FBサービス

WEB-FBサービス
  導入までの3STEP

事業者のお客さま向け
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