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第三金融事業本部の事業拡大に向けた取り組み

1 取り組み紹介

地域金融機関や地域経済を支える
第三金融事業本部の取り組みについて
NTT データ 第三金融事業本部（以下、三金本部）は信用金庫、信用組合、労働金庫、JA バンクをお客様とした共同利
用型バンキングシステムの提供を軸に、食農ビジネス、インドネシア向けマイクロファイナンスなど幅広く事業を推進し
ている。安定的なシステム提供を続ける一方、社会状況の変化に対応するお客様のニーズに応える取り組みを強化してい
る三金本部の活動について紹介する。
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「マーケティングチーム」を組成
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三金本部としての具体的な取り組み全体像
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お問い合わせ先

地域金融機関と
地域社会をつなぐ
ハブになるサービ

NTT データ株式会社
第三金融事業本部 戦略ビジネス本部
システム企画担当マーケティングチーム
050-5546-9982
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