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地域の未来を
プロデュースする
ということ。



お客さまが抱える経営課題や資金運用ニーズに北陸銀行の総合力を発揮してお応えします。
「高度なノウハウに基づく経営支援」や「ニーズに応じた幅広い商品の提供」といった価値ある金融サービスで、
地元経済の成長に向けて大きな役割を果たしていきます。

2000年度からM&A業務をスタート。
日本M&Aセンターの「バンクオブザイ
ヤー」（最も多くの実績を上げた提携
金融機関1行に授与される賞）を通
算5回（2012年、2015年、2016年、
2018年、2019年）受賞しています。
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創業・開業コンサルティング／事業承継／M&A 企業型確定拠出年金／公的助成活用／
ビジネスマッチング
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人材紹介 海外ビジネスコンサルティング

地銀トップクラスのM&A実績
クラウド活用によるマッチング管理・
検索システムをリンカーズ株式会社
と共同開発しました。お客さまのビジ
ネスマッチングニーズとビジネスパー
トナー情報をダイレクトに結びつけ、
ビジネスの拡大をサポートします。

ビジネスマッチングシステム（BMS）

働き方改革、生産性向上、コンプラ
イアンス順守の社会的要請が高ま
り、ITの導入が求められる現代にお
いて当行の幅広いネットワークや提
携する専門家により本質的な問題
点抽出をサポートします。
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経営コンサルティング／ITコンサルティング ファイナンス／リース／キャッシュレス

IT利活用による解決

クレジットカード・デビットカード・電
子マネーといった支払い手段と売
り上げ回収（加盟店サービス）の両
面からビジネスのキャッシュレス化
をサポートします。

カード決済やスマホアプリで
お客さまとお店をつなぐ

都市圏からの中堅人材のU・I・J
ターン就職サポートや役職定年者、
定年退職者のセカンドキャリアの
形成をサポートし、地域経済の原
動力である地元中小企業の成長
を応援します。

労働力不足の解消、
成長戦略の推進 北陸銀行では6都市に海外駐在

員事務所を構えています。また、海
外現地政府、金融機関等とも多数
連携しており、海外進出案件から、
ビジネスマッチングまで多岐にわ
たってお客さまの海外ニーズをサ
ポートします。

ワールドワイドなビジネス支援

働き方
改革

生産性
向上

コンプライ
アンス

ほくほくPay

J-Coin Pay
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お客さまの未来を、
地域の未来を
プロデュースする
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PRODUCE

ニューヨーク
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データ
マーケティング

デジタル
金融サービス

銀行で保有するお客さまの
お取引情報やインターネット
バンキングの利用状況、
ポータルアプリの操作履歴
等、さまざまなデータを分析
しニーズや適切なアプロー
チ方法を探り、営業推進、
営業施策の高度化に取り
組んでいます。特に今後は、
Eメールやアプリなどの非対
面チャネルを用いて、お客さ
まそれぞれのニーズに沿った
サービスを最適な手段・タイ
ミングで案内することで、幅
広いお客さまとのつながり強
化を目指します。

全国の金融機関で
初めて通帳機能・資
産管理機能・家計
簿機能が一つに
なったアプリケーショ
ンを導入しました。

人生100年時代、お客さまのライフステージや対面・非対面チャネルに応じた商品を拡充しています。
お客さま一人ひとりに合わせた資産形成や、将来の支援を通して地域の金融リテラシーの向上にも努めています。

金融サービスと情報技術を結びつけ、お客さまサービスと当行の業務両面において
デジタルバンキング機能を強化するとともに、地域のキャッシュレス化のインフラ整備を進めてまいります。

預金 ローン 投資
信託 証券 保険 信託

資産形成 資産運用 相続対策
QR・来店予約

ウェルス
マネジメント
センター

ほくぎんプラザ
ファボーレプラザ

遺言信託
遺言代用信託
遺産整理

ITやFinTechなどの発展によって便利な世の中になりました。
それとともに、地域のお客さまが抱えるお金の悩みや経営課題が多様化しています。

私たちの仕事は、ただお金を貸したり、預かったりするかつての業務から、
お客さまの想いを知り、情報やチャネルを駆使して最適な提案を行い、
金融面=人生をサポートする業務へと変化しています。

私たちは「Face to Faceのお客さまに寄り添ったサービス」と
「利便性を追求したデジタル金融サービス」の両面で進化し、
持続的に地域に貢献するという経営戦略を掲げています。
つねに地域の未来を見据えながらお客さまの未来をプロデュースする業務を紹介します。

02 個人コンサルティング業務
PRODUCE

03 FinTech
PRODUCE

キャッシュレス決済機能
（QRコード決済）

ライフプラン
シミュレーション

預金残高・
入出金明細照会

クレジット/デビット
カード入会申込

各種届出事項
変更等手続き

インターネットバンキング

ローンのお申込投資信託購入

新規口座開設

デジタル通帳化
（かんたん通帳）

一つのアプリで口座
開設や各種お手続
きの申し込みが可
能。口座開設時に
非対面で本人確認
が完結する手続き
は、全国の金融機関
では例のない先進
的な取り組みです。

口座開設＆
お手続きアプリ

かんたん
通帳アプリ

自動会計簿
資産管理機能



北海道・東北・北陸
ビジネスマッチングin東京の開催

「ほくほくフィナンシャルグループ連携及
び東北・北海道地区交流促進地銀連
携」のリレーションを活かし、北陸・東北
各県と北海道が有する地域特産品の
付加価値を高めることやビジネスマッチ
ングを支援することを目的としています。

明治19年4月、日本橋伊勢町（現：日本橋室町）に東京支店を開設しました。日本橋は江戸幕府開府時から五
街道の起点として栄えたことに加え、魚河岸（うおがし）として発展してきた歴史があります。2019年4月１5日、
日本橋エリアの情報発信拠点となる最新の大規模複合ビル「日本橋室町三井タワー」に移転しました。

NIHONBASHI MEGURU FES　めぐるのれん展

江戸の繁栄の痕跡を残す目的で制作されたと伝えられる全長12mに及ぶ長大な絵巻
「熈代勝覧（きだいしょうらん）」。江戸一の問屋街であった日本橋通りとそこを行き交う
人物が克明に描かれており、その複製が東京メトロ三越前駅の地下道に飾られていま
す。めぐるのれん展は熈代勝覧の賑わいの再現を目指す、全長160m以上にも及ぶ、
大規模なのれんの展示イベントです。日本橋に居を構える企業として、アイデンティティ
を表現したオリジナルデザインののれんの制作を行いました。

TOKYO

遠く離れた地元に東京から恩返し
大学で学んだ経済の知識を活かして、“地元”富山に恩返しできる働き方を探していた就職活動時、出会ったのが当行で
した。現在は東京支店に所属し、主に企業への融資を担当しています。日本の中心地である東京から、大好きな地元に
貢献できるのは当行の魅力の一つ。さまざまな業務を通して北陸を支えていきたいと思います。

PROFESSIONAL VOICE

藤井 知佑  ［ 2018年度入行 ］

日本の中心で
地域と地域をつなぐ

TOKYO

東京の未来をプロデュース！



「金沢第十二国立銀行」が創業した翌々年の明治１２年に「富山第百二十三国立銀行」が誕生。両行は明治１７年に
合併して「富山第十二国立銀行」となり、本店を富山市に置きました。売薬業を中心とする地場産業の発展や県外進
出を支えるため石川・福井のほか、東京・大阪・高山・北海道へも積極的に進出し、広域店舗網を展開していきました。

TGC 富山 2019開催に協力

2018年に引き続き富山で2回目の開催となった東京ガールズコレクションプロデュース「プレス
テージ・インターナショナル presents TGC TOYAMA 2019 by TOKYO GIRLS COLLEC-
TION」に協力企業として参加しました。「富山をもっと元気に！」という想いのもとに今回も誘致
を働きかけ､SDGsに通じる地域経済の活性化や女性が輝く社会の推進に向けて積極的に協
力しました。2018年に初開催となったTGC 富山 2018ではのべ約6,850人が来場し、“グルメフ
フェス”、“ミュージック花火”と合わせるとのべ約46,850人とTGC史上最大の動員数を記録。
経済効果は12億3,697万円に上りました。

富山市とSDGs包括連携協定

国の「SDGs未来都市」に選定され
ている富山市と「SDGsの推進に関
する包括連携協定」を締結しました。
富山市と北陸銀行が相互の連携を
強化し、SDGsの推進を通じて地域
社会の持続的な発展に貢献していく
ものです。

TOYAMA

私らしく活躍できる場所
やりがいを持って仕事に打ち込みながら、プライベートも充実させたい。当行には、その想いを実現できる環境があります。育児休業
や育児短時間勤務などの育児支援があり、家庭と仕事の両立をかなえる制度が充実しています。みんなで支え合おうと、制度の活
用を後押しする雰囲気もある職場です。当行であれば、この先も私らしく活躍していけると感じています。

PROFESSIONAL VOICE

小林 美智子  ［ 2018年度入行 ］

©プレステージ・インターナショナル presents TGC TOYAMA 2019

TOYAMA

北陸の地域経済を
支え続ける

富山の未来をプロデュース！



明治10年、北陸銀行の前身である「金沢第十二国立銀行」は、加賀藩前田家の出資により創業しました。初代頭取
には加賀藩の軍艦奉行、御算用奉行を歴任した小幡和平が就任するなど、前田家と深い関わりがあります。

古民家などの歴史的建造物を活用した地域活性化支援で連携す
る西日本旅客鉄道（株）および（株）NOTEとの3社で古民家化活用
ワークショップを開催しました。本ワークショップは古民家等を活用し
「観光振興」「雇用創出」「空き家対策」などの地域課題を解決する
ことを目的としています。古民家を利活用した街づくり事業を実施す
るうえでの基本的な流れとプロセスを学び、仮想物件や実在する物
件を題材に事業計画の策定をワークショップ形式で実施しました。

ISHIKAWA

営業店が地元エリアの学校に出向き「SDGs金融経済教育『ほくぎ
ん出前授業』」を展開しています。小学生は、お金の役割や、計画的
にお金を使うことの大切さを学び、中・高生は、今後のライフプランを
描きながら、家計管理の大切さや資産形成の必要性、金融商品の
種類や特徴、ローンの仕組みなどについて学びます。活動を通して若
年層の金融リテラシーの向上を図り、将来の健全なマネーライフを支
援することで、持続可能な社会経済の発展にも貢献していきます。

古民家活用ワークショップ 金融経済教育『ほくぎん出前授業』

人に、想いに、向き合い続ける
当行の業務を一言で表すなら、「人に寄り添う」に尽きると思います。「お客さまと営業担当」としてではなく、「人と人」として向き合
い、想いに応え続ける。そう心に決めて法人融資業務に取り組んできました。その結果、「沖野を信頼して任せるよ」という言葉をい
ただくこともあり、自分の信念が間違っていないことを確信しています。

PROFESSIONAL VOICE

沖野 恵司  ［ 2016年度入行 ］

歴史ある街を
もっと豊かに

ISHIKAWA

石川の未来をプロデュース！



北陸銀行と北海道の関係は、明治中期の開拓全盛期より、120年にわたる永い歴史を有しています。その
先駆けとなったのは、明治32年10月、前身である十二銀行小樽支店（現：小樽支店）の開設でした。実は、北
海道に初めて進出した地方銀行が当行です。

HOKKAIDO

YOSAKOIソーラン祭り ほくほくフィナンシャルグループ

2004年に北海道銀行と持株会社「（株）ほくほくフィナンシャルグループ」を設立し経
営統合しました。広域なネットワークを活かし、北陸と北海道など、地域をまたいだコン
サルティングや金融サービスの共同活用により営業力を強化しています。2017年に
は、北陸・北海道地区で初となる地銀系の証券会社『ほくほくＴＴ証券（株）』を開業。
証券会社を通じてお客さまにご選択いただける金融商品を大幅に拡充するとともに、
専門性の高い資産運用相談やコンサルティングサービスを強化してまいります。

札幌の初夏を彩る「YOSAKOIソーラン祭り」。
1992年に始まり、約27,000人の参加者と
約200万人の観客が集うお祭りです。「北海
あほんだら会＆ほくほくフィナンシャルグループ」
チームとして私たち札幌市内店の有志と北海
道銀行行員とともに参加しています。

地域をまたいだ大きな仕事に携わる
融資だけでなくM＆Aやコンサルティングなど、多角的に企業の事業創出を支援できる環境に惹かれ入行しました。現在
は、ビジネスマッチングなどの業務も担当し、札幌と東京の離れたお客さま同士をつないだ経験もあります。入行理由でも
あるスケールの大きな仕事に携わりながら、自分自身の成長を日々感じることができています。

PROFESSIONAL VOICE

中道 陸  ［ 2017年度入行 ］

地域社会の
未来を開拓する

HOKKAIDO

北海道の未来をプロデュース！



人事部 採用担当 
富山県富山市堤町通り1-2-26 
TEL：076-423-7111

東京事務所 採用担当 
東京都中央区日本橋室町3-2-1 日本橋室町三井タワー14F
TEL：03-3231-7302

お問い合わせ

saiyo@hokugin.co.jp

採用HP FacebookLINE

名称

設立年月日

本店所在地

株式会社北陸銀行

昭和18年7月31日（創業明治10年）

富山県富山市堤町通り1-2-26

CORPORATE PROFILE
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