
新型コロナウイルス対策として、店頭・オフィス受
付・トイレ周辺などに、消毒用アルコールボトルが置
かれるようになりました。誰が触れたか分からない汚
れたボトル上部を押すのに抵抗がある方に、「踏みっ
シュッSE＋」がおすすめです。堅牢で長期耐久性に優
れている点、電池切れの心配が無い点が評価され、防
災安全協会主催の防災推奨品に認定されています。上
部からも押せて、メッセージプレートも付いてる親切
設計。　

【新型コロナウイルス感染対策　医療現場で
も活躍　電源不要　手を使わず足踏み式アル
コール消毒】

（株）サカタ製作所

withコロナ対策ニーズ特集

株式会社三井住友銀行 法人戦略部 部長代理 高瀬 優梨江

昨年より拡大している新型コロナウイルスの影響によりこれまで通りの事業の継
続が困難なお客様もいらっしゃるかと思います。また、今までとは違う働き方を
従業員の方々が行わないといけないお客様も多いかと思います。

そのようなお困りごとに少しでもお役に立てるような商材を取り扱っているお客
様を今回はご紹介させていただきます。是非一度ご覧ください。

※本ページに記載のニーズは弊行が保証、推奨するものではありません。

特許技術の特殊な液体を室内の壁や家具等に丁寧に塗
布します。

無色透明・無臭の液体のため、施工時の養生は不要、
木・スチール・ガラスなど素材を選ばずに施工が可能
です。

天然ミネラル100%の安心・安全な液体を使用、6つの
効果と豊富なエビデンス、空気の力で24時間作用、5
年程度の効果持続が期待できます。

企業の執務室や来客スペース、大学、幼稚園、飲食
店、病院など人が集まる場所で採用されています。

【＜新型コロナ減少効果を確認＞抗菌・抗ウ
イルスの塗布施工！SDGs対策・事業継続に】

イシグロ株式会社



ジェイ・エス・エス

デジタル身分証とはスマホアプリで本人確認ができる
[次世代型の身分証]新潟を中心に全国の大学 学校法
人、その他法人、業種問わずで利用中。政府もデジタ
ル化を加速させる中、利用拡大は必然。オンライン授
業やテレワークに伴い、現場に来ずとも配布が可能、
かつ利用者自身のスマホを使用するため、確実かつタ
イムリーな情報の共有も実現。導入検討、代理店検討 
共同提案 、協業検討 共同開発 お気軽にご相談くださ
い！

【デジタル身分証(学生証・社員証・会員証) 
　スマホで実現する次世代の身分証!】

アンカー・ジャパン（株）

世界100カ国以上で事業を展開するハードウェアメー
カーであるAnkerが手掛ける、会議用Bluetoothスピー
カーフォンです。Anker独自の技術によりクリアな音
声や音量の最適化を実現。本体にバッテリーを内蔵し
ており、単体でも最大24時間連続で稼働が可能。快適
なリモート会議をサポートします。お求めやすい価格
で、高品質なスピーカーフォンの導入をお考えの方、
是非エントリーをお願い致します。

【リモートワークに最適！優れた音声品質と
利便性が魅力のコンファレンススピーカー】

社内や対面式のご接客を行っている企業様向けに、ア
クリルパーテーションをバリエーション豊富に取り
扱っております。書類の受け渡し用に隙間の空いたモ
ノや三方を囲まれたモノ、会議室で使用する大きめの
モノなど、様々なご用途に合わせてご用意可能です。
その他、感染症対策商品も幅広く取り扱っておりま
す。必要と言われているもののどこで買えばいいのか
わからなかった商材をお探しの方は是非エントリーお
願いします。

（株）ハイパー
【コロナウイルスの感染予防に最適です。飛
沫感染防止アクリルパーテーション】



（株）テレコムスクエア

在宅勤務やリモートワークでの、従業員の通信環境確
保をお悩みの企業様に。

契約期間に縛られず、面倒な工事も不要なWiFiレンタ
ルはいかがでしょうか。

手続きはWEBサイトで完結。17時までのお申し込みで
最短翌日に届きます。

さらに、今なら「テレワーク応援キャンペーン」で定
価の10%OFFでご提供。

エントリーをお願いします。

【テレワークの必要な時に必要なギガを
チャージできる「スタンバイWi-Fiレンタ
ル」】

通勤や取引先への営業での運動が在宅ワークにより
なくなり、運動不足が加速した従業員の方も多いか
と思います。そのような方々の健康促進へ向けて当
社ではオンライン健康セミナーを実施しております。
オンラインでの開催ですので、全国に従業員がい
らっしゃる企業様、在宅ワークを中心に行っている
企業様でのご満足いただけます。従業員の為の新た
な福利厚生をご検討の企業様は是非一度エントリー
をお願いします。

スポーツクラブNAS

【【オンライン健康セミナー】従業員様の健
康増進ご相談承ります】

WeWork合同会社

国内6都市30拠点以上で展開しているサテライト
オフィスを、1人当たり月額39,000円（税抜）で使
い放題になる新プラン「All Access（オールアク
セス）」をご提供しております。自宅近くのイン
ターネット環境が安全なワークスペース、出先か
ら気軽に立ち寄れるワークスペース、設備の整っ
た快適なサテライトオフィスが必要といった要望
にぴったりです。ぜひ、一度ニーズへのエント
リーをお願いします。

【月額39,000円（税抜）で30拠点以上を使い
放題のプランが新登場！】



（株）ネクストジェン

テレワークが進む中、オフィスにかかってくる電
話の応対にお困りではありませんか？当社では、
オフィスへの電話をWEBにリスト化し共有・受発
信できるクラウドサービスや、AIによる留守電の
テキスト化、スマートフォンの内線化等、テレ
ワーク時でもオフィス内の電話業務を効率的に継
続できるソリューションをご提供しております。
テレワーク導入において電話応対がネックになっ
ている企業様は是非エントリーください。

【コロナ禍での在宅テレワークソリューショ
ンを販売します。】

WOTA（株）

私たちWOTAは、すべての人に、いつでもどこでも
安心安全の水利用を提供することを目指していま
す。独自の技術で開発した、全く新しい手洗いス
タンド「WOSH」は、水道のない場所での水利用
を実現。多くの安心・安全なまちづくりを目指す
企業様や自治体で設置が広がっています。働き
方・暮らし方に変化が多い時代に、より創造的で
持続可能な暮らしを実現するWOTAの技術を導入
してみませんか？

【水道なしで、ずっと綺麗な水で手が洗え
る。手洗いスタンド予約受付中！】

（株）ネオジャパン

企業のニューノーマルへ対応が急務となる中、業
務のデジタル化を阻む要因は、メール・会議に依
存した業務スタイルと、紙・メール・Excelによる
現場任せの業務遂行です。ネオジャパンは、社内
業務のデジタル改革を簡単かつ低コストに実現す
る、2つのクラウドサービスを提供しています。導
入実績400万ユーザー以上、顧客満足度は6年連続
No.1。「社内のデジタル化の遅れ」にお悩みの方
は、お気軽にご相談ください。

【【働き方改革】お客様満足度No.1グループ
ウェア「desknet’s NEO」】



（株）テラモト

職場のコロナ感染対策ソリューションは、当社で
全て揃います。受付で使える体温検知カメラや手
指消毒スタンド、カウンターパネル、制菌効果の
あるクロスなど、感染症対策に役立つ商品を幅広
く扱っております。感染症対策アイテムをまとめ
たパンフレットもございます。是非一度ニーズへ
のエントリーをお願いします。

【職場の感染対策をトータルでご提案】

ブルーミング中西（株）

当社のブランド「Antivirus」でのオリジナル商品
のご提案をいたします。弊社は布物やPVCなどの
抗ウイルス加工または素材を使って、抗ウイルス
アイテムを多数企画・開発・生産しております。
実績としては、ハンカチーフ、タオルハンカチー
フ、マスク、マスクケース、マルチポーチ、ID
カードケースなど、多岐に渡ります。「withコロ
ナ」の時代背景にもぴったりなアイテムです。ま
ずはお気軽にご相談ください！

【抗ウイルス素材(Antivirus）を使った、オ
リジナル商品の企画・開発】

ユアマイスター（株）

◆特徴①除菌・消毒作業を即日開始可能

「除菌完了までのスピードの速さ」に自信あり！

最短即日対応いたします！

◆特徴②実績多数（年間施工件数1,000件以上）

多くの実績があるからこそ、万全の除菌を行うことが可能！

施工実績：コールセンター/不動産会社 /介護施設など

◆特徴③リーズナブルな金額設定

多重下請け構造の解消により大幅なコストダウンを実現！

50％以上のコスト削減ができたお客様もいらっしゃいます！

【【全国最短即日対応！】緊急時も安心、
リーズナブルな『除菌サービス』】



当社は、愛知県を起点に全国へ再エネサービス引いて
は、太陽光による電気を届ける企業です。売電や自家
消費型太陽光発電所の運用・保守管理を施工・発電/需
要家など多角的な視点からご案内し、質の高いサービ
スを提供しています。2021年4月には、「オフサイト
自己託送サービス」の商用化も実現しました。最先端
の太陽光発電事業、節電対策、環境貢献活動など太陽
光発電に関するお問合せは是非、弊社までお寄せ下さ
い。

【オフサイト自己託送で遠隔地に再エネを活
用【太陽光発電】】

株式会社ＦＤ

オカダジーエージェイ株式会社

当社は省エネ関連製品として省電力冷暖装置【e-
comfort】を販売しております。これは井戸水などの自
然エネルギーを有効利用することによりエネルギー消費
効率（COP値）を大幅に向上させた冷暖房装置です。製
造業など工場でご使用頂くことで、環境負荷の低減、電
気代削減による工場の運営費低減や職場環境改善を実現
することを目的します。SDGs達成をお考えになっている
企業様はぜひエントリー下さい。

【井戸水等の熱源を利用した省電力冷暖装置
を販売しています。】

近年のビジネス領域におけるSDGsへの注目の高まりや、2020年10月に政府が公
表したカーボンニュートラル宣言を受け、『Biz-Create』にもサステナ関連の
ニーズが多数寄せられております。そこで今回は、その中でも特に注目の集まる
「脱炭素」関連のソリューションをお持ちの企業について特集致します。是非、
『Biz-Create』で脱炭素への具体的なアクションを進めませんか？

株式会社三井住友銀行　 ホールセール統括部　 サステナブルビジネス推進室　 清水倫

脱炭素関連ニーズ特集



詳しく見る

ダイダン株式会社

ビル管理のDXソリューションとして提供しているク
ラウド型自動制御システム「リモビス」は、建築設備
の使用状況を受信し、見える化し、運転を最適化する
ことができます。建築物のLCCO2の60％は運用段階
といわれています。ダイダンは、新たな発想で、お客
様のカーボンニュートラルの取組みをご支援いたしま
す。

【DX化したビル管理サービスを一緒に提供し
ませんか】

東和アークス株式会社

バイオガス発電事業のコンサルティングやエンジニ
アリング、機器調達、運営受託を手掛け ており、新
たに事業への参画を検討しているお客様のサポート
を致します。バイオガス発電 事業はカーボンニュー
トラルを満たすため、脱炭素化社会の実現に貢献し
ます。自社発電所 の運営もしておりますので、独自
ノウハウを基にご提案することが可能です。

【食品廃棄物を電力に！バイオガス発電事業
への新規参入をサポートします。】

詳しく見る

三建設備工業株式会社

当社は、2050年のカーボンニュートラル・脱炭素社
会の実現に向けて活動しています。エネルギー消費
に伴って発生する温室効果ガス排出量を大きく減ら
すことができるZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビ
ル）の普及に貢献するのみならず、脱フロン、省資
源、廃棄物抑制・リサイクル処理など、複雑・多様
化する環境問題に幅広く対応し、数十年にもわたる
建物のライフサイクルに対応した技術とサービスを
提供してまいります。

【建築設備（空気調和設備、給排水衛生設
備）のエンジニアリング企業】



詳しく見る

株式会社リヴァックス

当社は食品工場で発生する汚泥などの産業廃棄物を
乾燥処理し、バイオマス燃料として加工しています。
動植物由来の廃棄物のみを原料にしているので、環
境にやさしいエネルギーとして、ＣＯ2削減の取組や
燃料コストの低減に貢献できる燃料です。バイオマ
ス燃料の販売先様並びに、販路開拓を共同で行うボ
イラーメーカー様を探しています。

【【CO2削減】廃棄物由来のバイオマス燃料
の販売先を探しています。】

詳しく見る

株式会社ＷＡＫＯ

当社は広島を拠点とする総合企業グループです。脱炭
素社会に向けた取組として、新たな遮熱/断熱塗料を
開発致しました。屋根や内外壁への塗装により、冷暖
房等で発生するエネルギー削減（40%以上の削減実績
もございます）が可能です。本塗料は船舶塗料で20
年以上培った技術を基に開発され、自動車サプライ
ヤー工場やショールームへの採用実績もございます。
環境への取組にご興味をお持ちの企業様はお気軽にお
声掛け下さい。

【【SDGs/ESG】 断熱塗料による経費削減・
CO2削減】

ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ株式会社

当社は『エネルギーの未来をつくる』をミッションに
掲げ、中立的な立場でエネルギー業界のイノベーショ
ンを推進するエネルギーテック企業です。脱炭素社会
の実現に向けEVシフトが加速するなかで必要となる
EV充電器を費用負担なしでも導入できる『EV充電
サービス』を展開しています。充電課金による収益化
をはじめ、施設への集客や脱炭素促進のPRにもご活
用頂けます。EV充電器を導入検討の際は、当社まで
お問合せ下さい。

【EVシフトを見据えたEV充電設備導入を検討
しませんか？】



詳しく見る

シナネン株式会社

創業95年の総合エネルギー商社として、CO2排出量
の算定から具体的な削減ソリューションのご提案ま
でワンストップで対応が可能です。環境にやさしい
電力の供給、コーポレートＰＰＡ、カーポート設置
型の太陽光発電システム『おひさまCARルーフFor 
Business』の設置工事など様々な手法で脱炭素にお
取り組みの企業様の課題解決に柔軟に対応しており
ます。是非とも信頼のシナネンにご相談ください。

【シナネンでんき ～ SDGs 脱炭素 環境対策 
CO2削減 経費削減 ～】

詳しく見る

Ｒｅｉｖａｌｕｅ（株）

当社は、カーボンニュートラル・脱炭素を実現可能な
FIT非化石証書を仲介販売しています。FIT非化石証書
は、コストを抑制しつつ、再エネ電力比率の向上、
CO2削減を実現可能であり、採用される企業が急速に
増加しています。また、電力業界に長く携わる代表を
中心に、脱炭素ロードマップ策定から手法の比較、導
入までを具体的に支援しており、海外や自治体案件も
手掛けています。ぜひお気軽にお問合せください。

【FIT非化石証書を仲介販売します。（CDP・
RE100対応）】



アイリスオーヤマ(株)ではBtoB事業としてLED照明事
業に続いて2018年より「建材事業」をスタートいたし
ました。ゼネコン様はもちろんのこと、ユーザーダイ
レクトでの営業スタイルを強みに、メーカーとして開
発した建築資材(天井材、OAフロア、床仕上げ材など)
に加え、施工工事も請け負う材工一括受注を拡大すべ
く全国の協力会社様と工事ネットワークを築きたいと
考えております。

【内装施工工事をお願い出来る企業様を探し
ています】

アイリスオーヤマ（株）

カメイ（株）

弊社は1903年創業の宮城県仙台市に本社を置く総合商社
です。新たに取扱可能な商材やサービス、企業連携や案
件協業などを募集しております、是非東北地区で未販売
をお取り扱いの企業様がいらっしゃればエントリーをお
願いします。尚、弊社が得意としております業態は工
場、各種施設、福祉施設、飲食店、オフィス、一般家
庭、店舗商売、建築会社です。この業態にマッチしそう
な内容を特に募集致します。

【東北地区で未販売や取扱代理店を探してい
る商材・サービス情報を検討したい】

2020年12月特集で「有名企業仕入ニーズ」を採り上げて以降も『Biz-Create』
には新たな企業や新たなニーズの登録が多くされております。今回は「有名企業
仕入ニーズ特集第二弾」として誰もが聞いたことのある企業が発信しているニー
ズをご紹介致します。工事に関する協力業者の募集や特徴的な素材の仕入等多岐
に渡ったニーズが掲載されております。是非、一度ご覧ください。

※本ページに記載のニーズは弊行が保証、推奨するものではありません。

株式会社三井住友銀行　 法人戦略部　 営業支援企画グループ　 川村真緒

有名企業特集仕入協業
第
二
弾



日本管財（株）

日本管財は半世紀以上の歴史を持つ独立系の建物総合
管理会社であり、オフィスビル・商業施設・大学・病
院・官公庁施設など多種多様な建物を、全国で約
4,000棟管理している実績がございます。

弊社は快適・最適な建物管理を追求しており、様々な
協力会社様を探しております。特に各種清掃業務を実
施していただける会社様においては全国各地で求めて
おりますので、是非下記ニーズからエントリーお待ち
しております。

【建物の清掃業者様を募集しております！】

詳しく見る

シャープ（株）

弊社グループは、電卓等に搭載されている室内光発
電用のアモルファスシリコン太陽電池に比べ約２倍
の発電性能を持つ「色素増感太陽電池」を低価格で
ご提供します。環境に優しく、電池交換等のメンテ
ナンスを容易にできることから、屋内又は半屋内で
使用する様々な新規製品の創出を担っていただける
パートナーを募集します。

【色素増感太陽電池を使用した協業先の募
集】

詳しく見る

住友電工オプティフロンティア（株）

当社は住友電工の情報通信部門と連携し、光ケーブ
ル・光コネクタや融着接続機等の情報通信関連製品
メーカーとして、グローバルに事業展開し、光機器
および 光ケーブルの製品開発、設計、製造、納品ま
で一貫生産体制で事業を行っています。当社では環境
に優しく、高品質・高精度でコストパフォーマンス
の良い部品や材料を求めています。 

【光機器製品に関する環境に優しい、耐久性
のある部材調達の件】



詳しく見る

ルートインジャパン（株）

当社は宿泊特化型ホテル、観光型ホテルを全国に展
開する、総客室数55,000室以上のホテルチェーンで
す。足元のDX化を踏まえまして高速通信の需要が非
常に高まっており、ネットワーク環境の強化が必要な
為、館内Wi-Fi・ネット環境改善に関してご提案等頂
けたらと考えております。当社運営ホテルの顧客満足
度向上へ向けご協力いただけませんでしょうか？ご
興味ある方は是非エントリーください。

【館内Wi-Fi・ネット環境改善に関して】

ユザワヤ商事（株）

「ユザワヤ」は、生地、和洋裁用品、服飾雑貨、ミ
シン、毛糸、手芸・工芸材料、ビーズなど、手作り関
連の材料や道具を販売している、手作りホビーの専
門店です。高品質でお買得な商品を手芸ファンのお
客様に販売していくため、生地や毛糸ほか、国内外
の新たな商品、OEM商品のご提案をお待ちしており
ます。

【手芸店での販売に適する商材を探しており
ます。】


