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報道関係各位  

 

SDGs・寄贈型私募債「未来への絆」、寄贈品贈呈について 

名古屋銀行（頭取 藤原 一朗）は、今般、SDGs・寄贈型私募債「未来への絆」引受により、下

記の通り寄贈品の贈呈をいたしましたので、お知らせします。 

当商品は、私募債を発行されるお客さまから受け取る手数料の一部を、地域の教育機関や地方公

共団体、NPO法人に寄付・寄贈するものです。 

当行と発行企業は SDGs活動、CSR活動を通じて、地域の「未来」を応援し、「絆」をつくり、

地域社会の繁栄を目指してまいります。 

 

記 

発行企業 株式会社フリーワーカーエージェント 

企業住所 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字大海用 132番地 

代表者 佐々木 尚樹 

 

お取引店 蟹江支店 

寄贈日 2019年 10月 1日 

寄贈先 愛知県立美和高等学校 

寄贈品 

レーザーライナー 

巻尺、ゲームベスト 

サッカーボール 

 

 

発行企業 株式会社オニックス 

企業住所 愛知県蒲郡市大塚町平原 8番地の 1 

代表者 稲垣 忠 

 

お取引店 豊川支店 

寄贈日 2019年 10月 4日 

寄贈先 蒲郡市立大塚小学校 

寄贈品 新入生用椅子 17脚 

 



 

 

発行企業 豊田電気株式会社 

企業住所 愛知県豊田市元町 68番地 3 

代表者 芳賀 孝之 

 

お取引店 豊田南支店 

寄贈日 2019年 10月 7日 

寄贈先 愛知県立豊田工業高等学校 

寄贈品 業務用製氷機 

 

 

発行企業 株式会社ネットアーツ 

企業住所 名古屋市中区金山一丁目 14番 18号 A－PLACE金山 8F 

代表者 齋藤 秀一 

 

お取引店 八熊支店 

寄贈日 2019年 10月 8日 

寄贈先 西尾市立寺津小学校 

寄贈品 スポットエアコン 

 

 

発行企業 株式会社五合 

企業住所 愛知県春日井市大手町四丁目 8番地 10 

代表者 小川 宏二 

 

お取引店 春日井支店 

寄贈日 2019年 10月 10日 

寄贈先 小牧市立応時中学校 

寄贈品 デジタル一眼レフカメラ 

 

 

 

 



 

発行企業 株式会社NTサービス 

企業住所 愛知県みよし市三好町平池 7番地 73 

代表者 丹羽 悟 

 

お取引店 豊田営業部 

寄贈日 2019年 10月 11日 

寄贈先 豊田市立猿投中学校 

寄贈品 
クイックシェード 

テントウェイト 

 

 

発行企業 石光工業株式会社 

企業住所 愛知県あま市甚目寺山王 35番地 

代表者 石原 政則 

 

お取引店 中村支店 

寄贈日 2019年 10月 15日 

寄贈先 三重県立桑名北高等学校 

寄贈品 プロジェクター 

 

 

発行企業 椙山紡織株式会社 

企業住所 愛知県岡崎市明大寺町字河原 34番地 

代表者 椙山 良三 

 

お取引店 岡崎南支店 

寄贈日 2019年 10月 18日 

寄贈先 岡崎市立三島小学校 

寄贈品 アロマ加湿器 16台 

 

 

 

 

 



 

発行企業 三水工業株式会社 

企業住所 愛知県安城市池浦町曲尺手 23番地 

代表者 榊原 幸藏 

 

お取引店 安城支店 

寄贈日 2019年 10月 18日 

寄贈先 愛知県立安城農林高等学校 

寄贈品 
ワイヤレスマイク 

ワイヤレスアンプ 

 

 

発行企業 株式会社粕田組 

企業住所 愛知県知多市新舞子字大口 206番地の 8 

代表者 土井 政視 

 

お取引店 知多支店 

寄贈日 2019年 10月 21日 

寄贈先 愛知県立半田工業高等学校 

寄贈品 プロジェクター 

 

 

発行企業 石光工業株式会社 

企業住所 愛知県あま市甚目寺山王 35番地 

代表者 石原 政則 

 

お取引店 中村支店 

寄贈日 2019年 10月 28日 

寄贈先 三重県立いなべ総合学園高等学校 

寄贈品 

書画カメラ 

ディスプレイ 

移動式スタンド 

 

 

 

 

 



 

発行企業 萱野工業株式会社 

企業住所 名古屋市西区上名古屋三丁目 15番 11号 

代表者 萱野 淳一 

お取引店 浄心支店 

寄贈日 2019年 9月 26日 

寄贈先 学校法人桜花学園 桜花学園高等学校 

寄贈品 超音波骨折治療器 

 

発行企業 株式会社サンユーハウジング 

企業住所 名古屋市千種区仲田一丁目 5番 16号 

代表者 佐藤 庫司 

お取引店 今池支店 

寄贈日 2019年 10月 1日 

寄贈先 名古屋市立田代小学校 

寄贈品 
体育用マット 

ストップウォッチ 

 

発行企業 株式会社稲葉鈑金工作所 

企業住所 愛知県大府市桃山町一丁目 61番地の 2 

代表者 白井 勝彦 

お取引店 大府支店 

寄贈日 2019年 10月 4日 

寄贈先 大府市立大府小学校 

寄贈品 バドミントン支柱 4本 

 

発行企業 株式会社愛和工業 

企業住所 名古屋市緑区大高町字中道 54番地の 1 

代表者 小久保 愛一 

お取引店 大江支店 

寄贈日 2019年 10月 10日 

寄贈先 名古屋市立西福田小学校 

寄贈品 プログラミングロボット 4台 

 



発行企業 株式会社東海光機 

企業住所 名古屋市中村区烏森町八丁目 1216番地 

代表者 川野 昇二 

お取引店 岩塚支店 

寄贈日 2019年 10月 10日 

寄贈先 名古屋市立常磐小学校 

寄贈品 ミラーレス一眼レフカメラ一式 

 

発行企業 株式会社 ISOGAWA 

企業住所 愛知県瀬戸市南ケ丘町 82番地 

代表者 五十川 敏充 

お取引店 尾張旭支店 

寄贈日 2019年 10月 17日 

寄贈先 尾張旭市立旭中学校 

寄贈品 シューズボックス 

 

発行企業 共同グラビヤ印刷株式会社 

企業住所 愛知県津島市埋田町五丁目 100番地 

代表者 八谷 順一 

お取引店 津島支店 

寄贈日 2019年 10月 28日 

寄贈先 津島市立南小学校 

寄贈品 
ジャンピングボード 

逆上がり補助板 

 

発行企業 株式会社イワタ 

企業住所 名古屋市西区笠取町四丁目 40番地 1 

代表者 岩田 八郎 

お取引店 師勝支店 

寄贈日 2019年 10月 28日 

寄贈先 北名古屋市立師勝南小学校 

寄贈品 
電子キーボード 1台 

ピアニカ 4台 
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