
～ SDGs目標達成に向けて ～

『 サンコーシヤグループは

SDGs実現に貢献してまいります 』

＜2021年10月 更新＞

〖 SANKOSHA SDGs Action 〗



サンコーシヤグループ SDGs取組宣言

〇 『 世界を変えるための17の目標 / SDGs 』 が国連サミットで採択され、世界が

それぞれのゴールに向かい変わり始めています。

〇 私たちサンコーシヤグループは、創業以来、自然災害である 『 雷 』 と向き合い、

雷防護技術の発展に貢献して参りました。

〇 当社は通信、電力網整備などの戦後復興事業への貢献をはじめ、高度成長の

インフラ構築を支えてきました。

〇 『 広く親しまれ社会に貢献するサンコーシヤを目指す 』 という

当社経営理念のもと、この 『 持続可能な開発目標 / SDGs 』

に共感し、サンコーシヤグループは最終ゴール2030年に

向かって事業活動と社会貢献活動を通じて持続可能な社会

実現に貢献してまいります。



サンコーシヤグループ グループ会社一覧

【 国内グループ会社 】

＜販売拠点＞ ＜製造拠点＞ ＜関連事業＞

・ 株式会社北陸サンコーシヤ ・ 株式会社ライゼン ・ 株式会社フランクリン・ジャパン

・ 株式会社九州山光社 ・ 株式会社茨城テック ・ 株式会社ベータテック

＜設備工事等施工＞ ・ 北九州住設株式会社 ・ エースライオン株式会社

・ 株式会社サンコーシヤ ＜独自事業＞ ・ 株式会社オプトテクノ

システムエンジニアリング ・ サンコーリース株式会社

・ 株式会社山光社エステート

【 海外グループ会社 】

＜販売拠点＞ ＜製造拠点＞

・ SANKOSHA U.S.A., INC. ・ PT. SANKOSHA INDONESIA

・ SANKOSHA ENGINEERING ・ SANKOSHA VIETNAM

(THAILAND) CO.,LTD. ・ 広州聖科薩防雷科技有限公司

・ SANKOSHA KOREA CORPORATION

・ 山光社香港有限公司



＜都市及び重要インフラのレジリエンス
向上策としての雷防護事業＞

～ 当社は雷防護システム及び関連製品の提供を通じ、通信・電力・交通等の重要インフラを
雷被害から防護し、当社技術が都市機能のレジリエンス(※)向上に貢献することを目指
してゆきます。 ～

(※) レジリエンス： Resilience、強靭性/事故や障害からの回復性・復元性

『住み続けられるまちづくりを』

都市と人間の居住地を包摂的、
安全、強靭かつ持続可能にする

『産業と技術革新の基盤をつくろう』

強靭なインフラを整備し、包摂的で
持続可能な産業化を推進すると
ともに、技術革新の拡大を図る

『貧困をなくそう』

あらゆる場所で、あらゆる形態の
貧困に 終止符を打つ

『パートナーシップで目標を達成しよう』

持続可能な開発に向けて実施手段
を強化し、グローバル・パートナー
シップを活性化する
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サンコーシャグループSDGs活動のロジックモデル＜雷防護関連事業＞

Input Output Impact

都市インフラ(携帯
基地局、鉄道運行

システム等)への
避雷設備設置

顧客重要インフラ設備
の雷防護設備導入

雷防護事業の海外展開

雷防護分野の共同
研究事業推進

雷防護関連国際
規格制定への取組 等

都市インフラ設備の
雷被害軽減

顧客主要インフラ
設備の雷被害軽減

途上国各都市インフラ
への雷防護設備の設置

雷防護分野の
共同研究成果の発表

汎用的な雷防護
国際規格の実現

11.5： 2030年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に
焦点をあてながら、水関連災害などの災害による死者や
被災者数を大幅に削減し、世界の国内総生産比で直接的
経済損失を大幅に減らす。

9.1： 全ての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展
と人間の福祉を支援するために、地域・越境インフラを含む
質の高い、信頼でき、持続可能かつ強靱（レジリエント）な
インフラを開発する。

1.5： 2030年までに、貧困層や脆弱な状況にある人々の強靱性
（レジリエンス）を構築し、気候変動に関連する極端な気象現象
やその他の経済、社会、環境的ショックや災害に暴露や脆弱性
を軽減する。

11.b： 2020年までに、包含、資源効率、気候変動の緩和と適応、災害
に対する強靱さ（レジリエンス）を目指す総合的政策及び計画
を導入・実施した都市及び人間居住地の件数を大幅に増加
させ、仙台防災枠組2015-2030に沿って、あらゆるレベルでの
総合的な災害リスク管理の策定と実施を行う。

9.5： 2030年までにイノベーションを促進させることや100万人当たり
の研究開発従事者数を大幅に増加させ、また官民研究開発
の支出を拡大させるなど、開発途上国をはじめとする全ての
国々の産業セクターにおける科学研究を促進し、技術能力を
向上させる。

17.17： さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、
効果的な公的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励・
推進する。

・ 当該インフラサービスの安定供給
・ 雷被害による経済損失の最小化

・ 主要インフラサービスの安定供給
・ 雷被害による経済損失の最小化

・ 途上国の雷被害による
経済損失の最小化

・ 途上国の都市レジリエンスの向上

・ 雷防護分野のイノベーション
や技術発展の進化

・ 精度の高い雷防護設備の普及推進
・ パートナーと社会貢献を目指す

Outcome
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・ 昭和5年の創業以来、サンコーシヤグループは『 雷防護 』

にあたって常に基盤防護まで捉えた技術提供を徹底し、

心がけてまいりました。

・ 雷防護製品も創業当時の単品販売から拡大して、総合的

な雷保護システム（避雷針から各種SPD：Surge Protective

Devicesや接地システムまで）、さらに雷観測システム、

落雷情報提供など雷防護に関する一貫した事業展開を

しています。

・ 特に、雷コンサルティングでは、サンコーシヤグループが

蓄えたノウハウを基に、現地調査から対策提案、製品提供

からメンテナンスまで一貫したサービスを提供し続けています。

都市インフラに対する雷防護事業

通信用Smart SPD

SMH-CLPシリーズ

同軸用SPD

N-JP-6G

LAN用SPD

LAN-CAT5e-P+Ⅱ(R)

高絶縁外部雷保護システム

耐雷システム600

半導体サージ防護素子

SPダイオード
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《販売拠点》 株式会社サンコーシヤ、株式会社九州山光社、株式会社北陸サンコーシヤ、SANKOSHA KOREA CO. 
《製造拠点》 株式会社ライゼン、株式会社茨城テック、北九州住設株式会社、PT.SANKOSHA INDNESIA、

広州聖科薩防雷科技有限公司
《設置工事等》 株式会社サンコーシヤシステムエンジニアリング 《保守業務等》 株式会社ベータテック

関係拠点及びグループ会社

・ 最先端の独自技術と製品を駆使し、さらに緻密化・複雑化

する情報通信ネットワークをサポートしています。

・ 各種端子板をはじめとするメタル通信関連の機器・設備

から、光デバイス、カプラをはじめとする光通信関連の

機器・設備及び各種制御機器やCATV関連機器に至る

まで、より高速化する次世代コミュニケーションネット

ワーク構築に不可欠な製品を供給し、都市機能向上に

貢献し、住みやすい街として、人々の満足度に貢献して

ゆくことを目指してゆきます。

都市機能向上に向けた情報通信ソリューション事業

光成端箱

高輝度LEDを用いた

中光度赤色航空障害灯

光クロージヤ

FS型クロージヤ

信号設備用ハット
収納箱

バッテリー監視装置

変電所用 保安器箱

変電制御（直流用）保安器箱
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广州聖科萨防雷科技有限公司

SANKOSHA VIETNAM

《北米エリア》 SANKOSHA U.S.A., INC.
《東アジア》 広州聖科薩防雷科技有限公司、山光社香港有限公司、 SANKOSHA KOREA CO.
《東南アジア》 SANKOSHA ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD.、 PT. SANKOSHA INDNESIA、SANKOSHA VIETNAM

海外グループ会社

・ “世界的災害である「雷」には、世界水準の本質的な「雷防護」を打ち立て向き合う

べき” という理念の元、サンコーシヤグループは海外市場展開にも注力しています。

・ 現在ではアメリカ、中国、韓国、タイ、ベトナム、インドネシアの6カ国に拠点展開を

図り、更なる規模拡大を進め、世界各地のインフラ展開や経済発展に、当社の環境

レベルに通じる技術力や視野が大きく貢献しています。

・ “街に灯るあかりも、家族とつながる電話も、走る通勤電車も、今日のあたりまえが

明日も当たり前であるために” サンコーシヤグループは社会の根幹たる基盤（イン

フラ）を見つめ、雷防護技術と電気通信設備を通して、さまざまな社会インフラを

支え続け住み続けられるまちづくりへの貢献を目指してまいります。

雷防護事業の海外展開
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・ サンコーシヤグループでは、雷保護に関する広範な国際規格開発

に貢献するとともに、国内審議団体にも所属、国際委員としてIEC

規格のみならず、JIS規格作成にも積極的に貢献しています。

・ IEC TC57 電力保安通信、IEC SC37A/B 低圧サージ防護デバイス

/ 同部品、IEC TC88 風力発電システムなどに参画しています。

雷防護関連国際規格制定への取組

※ 国際規格： International Standard
※ 国際電気標準会議：

International Electrotechnical Commission
※ 日本産業規格：

Japanese Industrial Standards

・ グループ会社/株式会社フランクリン・ジャパンは、全国雷観測ネット

ワーク(JLDN）の観測性能向上に努め、学術の場でも発表、その成果

として、技術部長が静岡大学より博士（工学）学位授与されました。

・ 今後、研究成果活用と発展的な研究によって、世界最高水準の

雷観測ネットワークとして、雷害低減を通じて社会インフラ維持に

貢献していきます。

グループ会社社員が博士号（工学）を取得

IEC TC81国際会議 / ミラノ市

株式会社 フランクリン・ジャパン
技術部 松井部長



＜雷情報の観測・情報発信を通じた
気候変動への対応と促進＞

～ 情報化社会の高度化に伴い、低電圧の機器の増加、ネットワーク化が進み、雷の被害は
増加しています。当社の雷防護製品によって落雷被害を最小化させるとともに、雷対策情報
やグループ会社/株式会社フランクリン・ジャパンの雷・気象情報の提供により、雷被害回避
や事前の落雷対応を可能にすることよる人的・物的被害の軽減を目指してまいります。 ～

『質の高い教育をみんなに』

すべての人々に包摂的かつ公平
で質の高い教育を提供し、生涯
学習の機会を促進する

『エネルギーをみんなに
そしてクリーンに』

すべての人々に手ごろで信頼でき、
持続可能かつ近代的なエネルギー
へのアクセスを確保する

『気候変動に具体的な対策を』

気候変動とその影響に立ち向かう
ため、緊急対策を取る
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サンコーシャグループSDGs活動のロジックモデル＜雷情報及び気候変動への対応＞

Input Output Impact

教育・情報発信・雷対策
Web相談室の設置

雷・気象情報の提供

可搬型電源や電源
システムの提供

専門書籍出版や子供
向け環境教育の実施

雷関連情報の
提供により、顧客

事業のリスク最小化

工事現場やイベント
会場などへの設置

4.7： 2030年までに、持続可能な開発のための教育及び持続
可能なライフスタイル、人権、男女の平等、平和及び非暴
力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様
性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通
して、全ての学習者が、持続可能な開発を促進するため
に必要な知識及び技能を習得できるようにする。

13.3： 気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警戒に関
する教育、啓発、人的能力及び制度機能を改善する。

13.1： 全ての国々において、気候関連災害や自然災害に
対する強靱性（レジリエンス）及び適応の能力を
強化する。

7.2： 2030年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生
可能エネルギーの割合を大幅に拡大させる。

・ 雷に対する意識の向上
・ 子供たちの寄稿に関する意識向上

・ 顧客及びその先の顧客の安全意識
が高まり、減災に繋げられる

・ サービス供給都市/地域全体
のレジリエンスの向上

・ 災害発生時の電力確保が可能に
(BCP対応)

・ 自家消費型の再生可能
エネルギー発電設備設置の増加

Outcome
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・ 創業90周年の記念事業として、停電を引き起こしたり、電化製品を

壊したりする『 雷 』の正体を解き明かし、雷被害を防ぐ方法など、

『 雷 』とのつき合い方などをわかりやすく紹介した小学生向け

学習まんが書籍 『 雷のひみつ 』 を制作し、出版した書籍を、全国

の小学校や公立図書館 に寄贈致しました。

“まんがでよくわかるシリーズ”『雷のひみつ』  

2019年 10月 

株式会社サンコーシヤ 

 

“学研 まんがでよくわかるシリーズ”『雷のひみつ』を共同制作 

～ 全国の小学校や公立図書館へ寄贈 ～ 

 

株式会社サンコーシヤは、株式会社学研プラス(以下、学研)の小学生向け学習まんが書籍

“学研 まんがでよくわかるシリーズ”１６５作目となる『雷のひみつ』を制作しました。 

また、出版された書籍を、全国の小学校や公立図書館等に寄贈いたします。 

 

“学研 まんがでよくわかるシリーズ”は、小学生向けにさまざまなテーマを分かりやす

く紹介し、社団法人日本ＰＴＡ全国協議会の推薦を受けた教材として、全国の教育現場で活

用されている学習漫画です。 

 

           

        表紙                  裏表紙 

 

今回の『雷のひみつ』では、停電を引き起こしたり、電化製品を壊したりする『雷』の 

正体を解き明かし、雷被害を防ぐ方法など『雷』とのつき合い方などをわかりやすく紹介し、

子供たちに『雷』についての理解を深めてもらいたいという思いから、本書の制作及び寄贈

に至りました。 

 

株式会社サンコーシヤは、創業以来、自然災害である『雷』と向き合い、2020年 4月に

創業 90周年を迎えます。これからも、雷から社会を守り、“今日のあたりまえが、明日もあ

たりまえであるために”社会に貢献して参ります。 

・ 近年では情報の高度化が進むにつれて電気・電子機器の雷被害

が増加傾向にあり、落雷によって発生する雷サージが原因です。

・ 雷サージとはどのようなものなのか、雷被害のリスクを低減する

ためにはどのような雷サージ対策が有用なのか等について解説

した書籍 『雷サージの本（スッキリ！がってん！）』 を制作、出版

いたしました。

『 雷サージの本（スッキリ！がってん！） 』 【 目 次 】
はじめに
1, 雷サージってなあに

雷ってどうやって起こるの
雷観測
雷サージの正体

2, 雷サージの基礎
雷サージの発生原理・

メカニズム
雷サージの侵入経路
雷サージの波形
雷サージシミュレーション

3, 雷サージ対策
雷サージ対策の基本
外部雷保護システム
内部雷保護システム
電気・電子機器の

雷サージ対策
電気・電子機器の

雷サージ対策例
参考文献/索引
おわりに



・ 2020年7⽉、子供たちが科学に興味を持ってもらうことを主旨として⼾⽥

市新曽南多世代交流館主催の「ラジオ⼯作教室」が開催されました。

・ 雷とラジオは少なからず繋がりがあり、科学に興味を持ち、雷の理解を

深めてもらうため、 当社発刊の『雷のひみつ』 等を教材に、小学生

4～6年生の子供達に雷の勉強会を実施しました。

子供向け 『ラジオ工作教室』 / 株式会社サンコーシヤ

・ 2021年6月、岐阜県の市立瀬尻小学校で、子供たちへの安全教育の

資料として「雷ぶらり」の「身を守る」の頁をご活用いただきました。

・ また、安全小冊子「教えて！フランクリン先生」のダウンロードもご利用

いただきました。

子供向け教育教材の提供 / 株式会社フランクリン・ジャパン



ホームページを通じて 『雷対策の基本』 『接地の基礎知識』 など幅広い情報を公開すると

ともに、『雷対策WEB相談室』を開催、雷に関する幅広い知識や対策の普及にも努めています。

(※) 「株式会社サンコーシヤ / 雷対策の基本」

(※) 「株式会社サンコーシヤ / 接地の基礎知識」

(※) 「株式会社サンコーシヤ / 雷対策WEB相談室」

https://www.sankosha.co.jp/earthing-systems/

https://www.sankosha.co.jp/basic-lightning-protection/

https://www.sankosha.co.jp

雷に関する情報発信 / 株式会社サンコーシヤ



サンコーシヤグループ各社もホームページを通じて、雷に関するいろいろな知識の普及に注力

しています。また、雷対策事例を紹介するとともに、雷被害の最小化の為、当社グループ内の

ノウハウを活用した具体的な雷対策についてのアドバイス等も積極的に行っています。

(※)  「株式会社フランクリン・ジャパン」 HP

(※)  「株式会社フランクリン・ジャパン / 雷（らい）ぶらり」

https://www.franklinjapan.jp/

https://www.franklinjapan.jp/raiburari/

雷に関する情報発信 / 国内外グループ会社

(※)  「エースライオン株式会社 / 雷の話」

(※)  「SANKOSHA U.S.A., INC / Learn More About」



《販売拠点》 株式会社サンコーシヤ、株式会社九州山光社、株式会社北陸サンコーシヤ
《製造拠点》 株式会社茨城テック、北九州住設株式会社

関係拠点及びグループ会社

・ サンコーシヤグループはインフラ構築で培ったノウハウと最新技術

を融合し、太陽光エネルギーなどのクリーンエネルギーや次世代

エネルギーの設備・システムを社会に提供しています。

・ また、BCP対策として注目を集める可搬型電源や万一の災害時に

必要となる非常用電源として蓄電システムやディーゼル発電機、

水素燃料電池など幅広いラインナップで、社会の要求に対応し、

各インフラへのサービス安定供給の実現を目指してゆきます。

エネルギー関連事業

可搬型電源

「EneWhere Portable」

オフグリッド電源システム
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《販売拠点》 株式会社サンコーシヤ、株式会社九州山光社、株式会社北陸サンコーシヤ、
SANKOSHA U.S.A. INC.、SANKOSHA ENGINEERING (THAILAND) CO.,LTD. 、
SANKOSHA KOREA CORPORATION 

《製造拠点》 株式会社ライゼン、株式会社茨城テック、北九州住設株式会社、エースライオン株式会社、株式会社オプトテクノ、
PT. SANKOSHA INDNESIA、広州聖科薩防雷科技有限公司、SANKOSHA VIETNAM

《接地工事等》 株式会社サンコーシヤシステムエンジニアリング 《雷情報提供》 株式会社フランクリン・ジャパン

関係拠点及びグループ会社

・ また、雷防護の先駆者として築きあげた技術とメソッドを活用、

高度にＩＴ化された現代の産業インフラを雷被害から守ってゆく

ため、製品の供給にとどまらず、国内唯一の全国雷観測ネット

ワークを利用した落雷情報サービスやコンサルティング、

システム構築までを、高い技術を駆使してトータルでサポート、

雷被害による経済損失の最小化を目指してゆきます。

雷予測情報の提供

落雷位置標定システム（LLS）

LS7002センサ
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全国31ヶ所に設置したセンサーをネットワーク化

(全国雷観測ネットワークJLDN) 

《雷情報提供》
フランクリン・ジャパン

・ サンコーシヤグループは、外部雷保護システムから内部雷保護

システム/雷観測システムの他、雷による被害を防ぐ「防雷」の

みならず、「調査・分析」についても早くから注力し、グループ会社

フランクリン・ジャパンが雷観測ネットワーク「JLDN」を構築し、

31基のセンサーにより国内全域での24時間体制リアルタイム

雷観測を実現しました。

・ 「JLDN」の雷データと気象庁の気象データを組合せ、人命や財産

を守るための落雷・天気情報・雨量など情報提供サービスを展開

することにより、雷被害回避や事前の落雷対応を可能にすること

による人的・物的被害の軽減を目指してまいります。

・ さらに、観測結果を当社の様々な分析から雷防護技術向上に

役立てることを目指してまいります。

雷・気象情報の提供

関係拠点及びグループ会社
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＜事業会社としての社会貢献＞

～ 企業としての社会的責任を果たす為、これからも環境・品質・情報セキュリティに対する
マネジメント強化に努めています。また、パートナーシップを活性化、持続可能な開発
目標達成に向けた実施手段を拡大してまいります。 ～

『つくる責任 つかう責任』

持続可能な消費と生産のパターンを確保する

『働きがいも経済成長も』

生産的な完全雇用およびDecent work(※)
を推進する

『平和と公正をすべての人に』

平和で包摂的な社会を推進し、効果的で責任
ある包摂的な制度を構築する

※ 働きがいのある人間らしい仕事

『質の高い教育をみんなに』

すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い
教育を提供し、生涯学習の機会を促進する

『パートナーシップで目標を達成しよう』

持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、
グローバル・パートナーシップを活性化する



サンコーシャグループSDGs活動のロジックモデル＜事業会社として社会貢献＞

Input Output ImpactOutcome

企業に求められている
責任ある対応

社会的責任監督及び
環境・品質・情報等に

対するマネジメント強化

・ EMS,QMS、ISMSなど
各種マネジメント

システムの継続運用

12.4： 2020年までに、合意された国際的な枠組みに
従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正
な化学物質や全ての廃棄物の管理を実現し、
人の健康や環境への悪影響を最小化する
ため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌へ
の放出を大幅に削減する。

17.17： さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略
を基にした、効果的な公的、官民、市民社会の
パートナーシップを奨励・推進する。

パートナーシップの推進
汎用的な雷防護

国際規格の実現

・ パートナーとの
コラボレーションに

よる社会貢献を目指す

・ 労働/安全/環境/倫理
及びそのマネジメント

システムの継続運用

16.2： 子供に対する虐待、搾取、取引及びあらゆる
形態の暴力及び拷問を撲滅する。

8.8： 移住労働者、特に女性の移住労働者や不安定な
雇用状態にある労働者など、全ての労働者の
権利を保護し、安全・安心な労働環境を促進する。

4.4： 2030年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、
働きがいのある人間らしい仕事及び起業に必要
な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加
させる。



“ Certificate of Responsible Business Alliance ”

PLATINUM Status

PT. Sankosha Indonesia

・ 電子機器業界における倫理的且つ責任あるサプライチェーン構築を目的

として、グループ会社のPT. Sankosha IndonesiaがRBA(※)の第三者認証

機関の監査を受審、最高位の“PLATINUM Status”認証を取得しました。

※ RBA： “Responsible Business Alliance“の略称、グローバルサプライ

チェーンのCSRを推進する世界最大の企業同盟

・ 茲許、不当な低賃金労働・強制労働・劣悪な労働環境・安全衛生管理・

製造プロセスにおける環境への悪影響などに対して国際的な関心が

高まっており、取引企業間でRBA認証が注目されています。

・ PT. Sankosha Indonesia 及び当社グループでは、これからも労働・安全・

環境・倫理及びそのマネージメントシステムのRBA監査全項目順守に努め、

最高位“PLATNIM Status“取得を継続してゆく為、サプライチェーンに

おける社会的責任維持に注力してまいります。

責任あるサプライチェーン構築



ISO14001(EMS) ：

事業活動において地球温暖化の防止など地球

規模の環境問題に積極的に取組んでいます。

ISO9001(QMS) ：

製品開発における各種検証や製造現場での

改善活動を行い、高い品質を追求しています。

ISO27001(ISMS) ：

情報の保護と適切な取扱いにより、信頼性を

向上、お客様に安心してお取引いただける

よう取組んでいます。

環境・品質・情報への取組み

ISO19001マネジメントシステム登録証 ISO/IEC27001マネジメントシステム登録証

ISO14001マネジメント
システム登録証

EMS (環境)
QMS (品質)
ISMS (情報)

各マネジメント
システム登録証



三井住友銀行様ホームページに掲載されたNews Release

・ 『持続可能な開発目標/SDGs』 の主旨に共感、 2019年

に 【サンコーシヤグループ SDGs取組宣言】 を行い、

事業活動と各種社会貢献活動を通じて持続可能な社会

実現に貢献してゆく取組みをスタートしました。

・ 同活動の継続実施に向け、定期的に専門シンクタンクに

よるヒヤリングを受け、目標達成に向けた活動状況 等の

チェックとアドバイスを受け、より効果的な活動を実施して

いくように努力を続けています。

・ サンコーシヤグループは、これからも 『持続可能な開発

目標/SDGs』の主旨に沿って、より積極的に持続可能な

社会実現に貢献してゆくことを目指 してまいります。

SDGs目標達成に向けて

三井住友銀行様より
SDGs推進融資実行証の贈呈



・ 東日本大震災から10年目を迎え「復興・創生期間」の区切りの年に、

「世界から寄せられた支援に対する感謝の気持ち」や「復興に向けて

着実に歩んでいる元気で安心な東北の姿」等、世界に発信する事業・

イベント 『東北ハウス』 に、株式会社サンコーシヤは協賛しています。

情報発信事業「東北ハウス」協賛 / 株式会社サンコーシヤ

・ 社会問題解決に貢献することを目的として発行手数料等の

一部が、取引金融機関を通して社会貢献やSDGs目標達成

に取組む団体に寄付される私募債等を発行してきました。

・ 今後も、企業の社会的責任を意識したCSR活動にいろいろ

な形で取組んでゆくことを目指してまいります。

財務活動を通じた社会貢献 / 株式会社サンコーシヤ

『 日本万博・SDGs応援ファンド 』 私募債 発行

『 SDGs私募債 ～未来へ～ 』 私募債 発行

全国版CSR私募債
『 SDGs推進ファンド 』 発行

『 ESG私募債(エコロ) 』 私募債 発行

＜起債事例＞


