
2019年 11月 28日 

 

 

 

 

愛知県の公園事業及び東山動植物園への寄付について 

 

名古屋銀行（頭取 藤原 一朗）は、SDGs達成のために金融機関として貢献し、あらゆる活動を

行っていくことを宣言しております。 

今般、当行の取組みにご賛同いただいた法人のお客さまから収受した収益の一部を、愛知県の

公園事業及び東山動植物園へ寄付いたしましたのでお知らせします。  

 

記 

 

1. 寄 付 日 2019年11月28日（木）  

 

2. 寄 付 金 額 ・愛知県 1,000,000円 

・名古屋市 1,000,000円 

  

3. 寄 付 団 体 ・愛知県 県営都市公園の遊具の改修や新設への利用を依頼 

・名古屋市 東山動植物園の動物たちのえさ代等への利用を依頼 

 

4. ご賛同企業 別紙参照願います 

 

以 上 

 

 

 

 

 

  



別紙
※敬称略・順不同

【名古屋市千種区】 【名古屋市中区】 【名古屋市中川区】 【名古屋市名東区】 【愛知県津島市】 【愛知県愛西市】

株式会社ちくさ正文館 セキュネット株式会社 プライム株式会社 株式会社インターテック 株式会社アルファブレイン 早坂鉄工株式会社

株式会社ダイワ ファミリアホームサービス株式会社 ナワ繁株式会社 株式会社橋本建設 アイズ継手技工株式会社 佐屋運輸株式会社

株式会社G-STARS 株式会社レッティ 株式会社玉船鍛工所 株式会社中部機器工業所 三州食肉株式会社 【愛知県清須市】

株式会社日建工業 合資会社山本屋 三和鋼機株式会社 株式会社NATiON 有限会社平山運輸 株式会社リアン

株式会社システム東海 成和産業株式会社 余合ホーム＆モビリティ株式会社 医療法人社団明照会 【愛知県碧南市】 株式会社テクノアドバン

奥村株式会社 株式会社エスティケー 幸栄運輸株式会社 株式会社五蘊 株式会社ジェネックス 株式会社イワニ工舎

株式会社谷口業務店 株式会社BMR 株式会社双葉 パウダーフーズフォレスト株式会社 【愛知県刈谷市】 株式会社THライン
医療法人社団エルム 伊藤クリニック 株式会社印藤商店 有限会社中京繊維整理工場 株式会社イクイップアジア プロマスト株式会社 【愛知県北名古屋市】

株式会社金城軒 株式会社山田仏具 元気でんき株式会社 株式会社e-Life 有限会社落合鉄工所 株式会社愛北リース

株式会社中村商店 ベリテック三協株式会社 神鳥工業有限会社 株式会社クリアスペース 【愛知県豊田市】 有限会社野田工業製作所

中日コプロ株式会社 株式会社JTN 青山工機株式会社 エイテック株式会社 三河計器サービス株式会社 双栄建装株式会社

株式会社mieux plus 株式会社ideal 伊藤鋳工株式会社 株式会社中部住器 原田鋼業株式会社 【愛知県弥富市】

中央瀝青工業株式会社 トキワランバテック株式会社 昭和金属株式会社 株式会社エイピィエム 株式会社おおたに商事 美光商運株式会社

株式会社エーアンドブイ 株式会社ホーボーズ 株式会社エントリー 株式会社マツミ 福岡合成株式会社 株式会社名西深孔

大和食器産業株式会社 株式会社エイビック 株式会社市川組 株式会社アネストワン 株式会社ムツミ建設 【愛知県みよし市】

【名古屋市東区】 株式会社日比野鍍金工業所 内田工業株式会社 株式会社ダイナテック 深田電機工業株式会社 寺西商事株式会社

株式会社スティルツ 横井工業株式会社 株式会社親孝行 日建ビルテクノ株式会社 株式会社ウィンガイア 株式会社名古屋ビニックス

株式会社グローブホーム 株式会社弘報社 株式会社YTEC 【名古屋市天白区】 奥田工業株式会社 株式会社丸工モールド

株式会社セネック・サービス 株式会社青島設計 art-lover株式会社 株式会社加納電設 有限会社豊田タイヤ 株式会社彩裕
株式会社ISP総合メンテナンス 株式会社羽根田商会 有限会社ステイブル 有限会社サカエ 桜井車体工業有限会社 株式会社モトムラ

株式会社保坂工業所 アミティエホールディングス株式会社 東武建設株式会社 夢木香株式会社 有限会社岩月組 有限会社昭和工業

株式会社加藤設計 リアル・スタイル株式会社 株式会社ユニックスジャパン 株式会社葵フーズディナーズ 有限会社名豊テラプリモ 有限会社森島製作所
株式会社オートブティックマルヰ 株式会社マルダイスプリング 【名古屋市港区】 YKR株式会社 有限会社シオヤキャッスル 有限会社マツイワ

株式会社イザナス 株式会社荒川印刷 福山冷蔵株式会社 丹羽機材株式会社 【愛知県安城市】 極東工業株式会社

株式会社GIFT ABSホールディングス株式会社 三立興業株式会社 山和フェンス株式会社 株式会社はちどり 株式会社久保組

株式会社ビジネスサポート 株式会社クルーズ 中京ライナー株式会社 中西株式会社 ジャスサービス株式会社 【愛知県あま市】

有限会社Bee 株式会社光響社 有限会社藤田船用作業所 名南化成工業株式会社 三晴工業有限会社 株式会社中部NL

株式会社青電社 共栄貿易株式会社 株式会社ジー・エム・ジー 有限会社タック 株式会社中部日軽 株式会社富士美化成
株式会社サッポロエンジニアリング 株式会社フロンテア 有限会社大西製作所 株式会社浜名 株式会社ティーエス 株式会社はいはい

愛知冷機株式会社 株式会社星野商店 株式会社アライ 【愛知県豊橋市】 【愛知県西尾市】 株式会社了生

株式会社名菱運輸 株式会社REVOLEA 東海タンカー株式会社 株式会社あつみ 株式会社やまひろ運輸 株式会社サカイ

株式会社Smallit 株式会社トゥーワン リサイクルテック・ジャパン株式会社 ミカワリコピー販売株式会社 有限会社丸庄商店 中央工業株式会社

【名古屋市北区】 株式会社エイムインターナショナル 三英運輸株式会社 神谷薬品株式会社 株式会社メカメイト 宝合金鋳造合資会社

山田美術印刷株式会社 株式会社東興 豊運輸株式会社 株式会社ニシ 株式会社ボディーショップ杉浦 大日産業株式会社

株式会社KDC 丸平紙工株式会社 株式会社名古屋合成樹脂工業所 株式会社オカダコーポレーション 【愛知県犬山市】 株式会社ダイヤエクシード

コロナ美術印刷株式会社 株式会社カシータフロル 株式会社前田商事 西島株式会社 株式会社三笠製作所 【愛知県愛知郡】

ガイアパイル株式会社 【名古屋市昭和区】 株式会社大功電気 ルクラ株式会社 有限会社オークラ 株式会社中日プルーフ

株式会社東洋工藝社 株式会社福友ハウス 東海機械製造株式会社 佐藤精工株式会社 【愛知県江南市】 FELLOWS株式会社

木下精密工業株式会社 株式会社福友総合サービス おしまフローリング株式会社 【愛知県岡崎市】 佐伯運輸有限会社 【愛知県海部郡】

株式会社SKK 株式会社サンスターストロボ 株式会社前田商店 株式会社清水総合設備 尾関建設株式会社 有限会社古澤製作所

株式会社リクラス 株式会社ジャストプラン 株式会社エスディーエス アイチ信和株式会社 大森鍍金有限会社 株式会社アイパックス

株式会社大輝 株式会社ナカケン 有限会社南陽硝子 ファニチャーストーン株式会社 【愛知県小牧市】 株式会社名大産商

株式会社IRINO 伊藤化学工業株式会社 富田工業株式会社 山本機械販売株式会社 株式会社三喜工務店 株式会社奥田電気製作所

大隅鉄工株式会社 株式会社APOLLO11 株式会社華盛 有限会社小久井農場 株式会社リボン 菱源株式会社

株式会社名団 株式会社安田自動車工業所 株式会社七色 プライムケア愛知株式会社 コムズ株式会社 【愛知県知多郡】

株式会社志ら玉 株式会社石黒製作所 【名古屋市南区】 有限会社金原商店 株式会社エーアイテック 有限会社山下組

株式会社イーマックス中部 株式会社サクラ自動車工業所 株式会社髙千穂運輸 株式会社福井ポンプ技研 株式会社A.P.C 有限会社東和工業

【名古屋市西区】 有限会社タナカ興業 カネハツ食品株式会社 有限会社味の集会場魚信 有限会社佐藤木型製作所 【愛知県西春日井郡】

山眞産業株式会社花びら舎 有限会社中川ビニール工業所 日進螺子工業株式会社 メイユー株式会社 名成コンクリート株式会社 萬青果株式会社

株式会社飛球商会 株式会社ミユキ商會 株式会社富士石油商会 株式会社櫻建設 中部高速運輸株式会社 株式会社北部市場販売

藤間工業株式会社 【名古屋市瑞穂区】 明研工業株式会社 【愛知県一宮市】 株式会社大喜 【愛知県丹羽郡】
ツーエス・テクノロジーズ株式会社 安藤印刷株式会社 株式会社共豊コーポレーション 丸八株式会社 株式会社プロネットワークス ダイワ化工株式会社

株式会社山田製菓 株式会社スマートテクニカ 株式会社ツルミ 糸喜株式会社 株式会社アイテックリサーチ 株式会社中京クッキング

株式会社石川商店 有限会社パール金属 司重機株式会社 有限会社サーブ介護センター 【愛知県稲沢市】 【岐阜県】

株式会社大島 有限会社GRAZIE 道徳運輸株式会社 株式会社フジカワ商事 有限会社桑山工業 株式会社毛利産業

愛新化成工業株式会社 【名古屋市熱田区】 奥村商事合資会社 株式会社オムニバス 天長食品工業株式会社 春日井金属工業株式会社

村武建築株式会社 株式会社中京ゴム 創輝建設株式会社 株式会社蘇東電機商会 【愛知県長久手市】 有限会社塩澤工業

三和食品工業株式会社 株式会社テックササキ 有限会社名栄 【愛知県瀬戸市】 株式会社ベスト・サービス 株式会社片山製作所

有限会社城西 名古屋市南部食鶏加工協同組合 株式会社トーカイテック 東海化工株式会社 株式会社森電気 浅野撚糸株式会社

岐阜工業株式会社 株式会社山下工作所 株式会社モトシオプラスチック 株式会社アカギ 特定非営利活動法人百千鳥 株式会社油研
株式会社マーケットマネージメント ユニテクノロジー株式会社 有限会社ホカゾノ製作所 【愛知県半田市】 株式会社ラック サン・ワード株式会社

名菓屋食品株式会社 株式会社瓢屋 株式会社エフォール 株式会社カミオカプロダクト 【愛知県東海市】 株式会社平中サービス

岡田建材株式会社 株式会社中京メディカル 【名古屋市守山区】 有限会社ガレージハタ 富田日中貿易有限会社 株式会社ハツカワ

株式会社伊藤清商店 株式会社名古屋製作所 株式会社八創 【愛知県春日井市】 ブリッド株式会社 株式会社アイエムイー

株式会社ほった 一般社団法人あいち福祉振興会 株式会社新生工務 有限会社藤枝塗装 株式会社西村工業所 【三重県】

株式会社ハンディ 源冷機部品株式会社 株式会社ジェーケー・コーポレーショ ン 株式会社全日本ピアノ運送 株式会社RETICE 株式会社大西エンジニアリング

株式会社ブルーライン 株式会社テイサク 大森電機株式会社 株式会社大東紙工業 【愛知県大府市】 株式会社イシガキ産業

丸岡運輸有限会社 三幸タクシー株式会社 協立運輸株式会社 株式会社真功社 株式会社向陽工業 株式会社イトー

株式会社ダイワテック 合資会社日比野製作所 名陸流通株式会社 日新電装株式会社 【愛知県知多市】 丸冨士興運有限会社

大昭工業株式会社 有限会社東海商会 株式会社中部日本互助会 株式会社トライバル 株式会社エムプロ 有限会社木曽岬農業センター

東海プラスチック工業株式会社 株式会社山田商店 株式会社セイシングランドワーク 伊原電子工業株式会社 株式会社大洋商会 伊藤産業株式会社

有限会社中央鉄工所 株式会社総合企画 株式会社伍神工業 株式会社氷屋川久 有限会社戸高工業所 【静岡県】

名西株式会社 有限会社餅市商店 【名古屋市緑区】 今川運送株式会社 【愛知県知立市】 株式会社塩川光明堂

【名古屋市中村区】 株式会社芋利商店 大同建設株式会社 株式会社ホニック 光陽陸運株式会社 株式会社鈴木工芸所

ダンフーズ株式会社 有限会社仲商店 ゼネラルヒートポンプ工業株式会社 株式会社みのり食材 メーコー工業株式会社 株式会社静岡県セイブ自動車学校

株式会社大日堂 深川果実有限会社 株式会社JS Meister 株式会社明知組 【愛知県尾張旭市】 株式会社マグナ.リゾート

名川繊商株式会社 【名古屋市中川区】 有限会社岩田プランテック 株式会社愛栄建物管理 フジ建材リース株式会社 株式会社アイ・ビー・フォックスフーズ

株式会社D.O.N 中川タクシー株式会社 株式会社オーエイ推進センター 【愛知県豊川市】 株式会社タチ基ホーム 【東京都】

株式会社パブリック 株式会社Hi-W 株式会社イナガキ 八ッ藤工業有限会社 ライフマインド住宅販売株式会社 株式会社アクアイグニス

ワンダフルハーツ株式会社 株式会社名古屋シリコン 株式会社久門精機 有限会社羽矢製作所 東名精密工業株式会社 株式会社シジャム・ビーティービー

株式会社テン・エナジー 丸建商事株式会社 株式会社三河鉄工 藤原建設株式会社 【愛知県岩倉市】 　

株式会社北辰 株式会社おかむら 株式会社わ 三鷹製版株式会社 医療法人知邑舎 岩倉病院 　

豊正株式会社 株式会社共和コーヒー店 株式会社旭工務店 有限会社アンソウエンジニアリング 【愛知県豊明市】

舟瀬鉄工株式会社 合資会社伊藤製作所 三成産業株式会社 【愛知県津島市】 堀池デザインワークス株式会社

【名古屋市中区】 株式会社金広 医療法人一真会 タケウチ興業株式会社 【愛知県日進市】

医療法人修愛会 アイセイハード株式会社 　 有限会社辰栄製作所 株式会社フジタ  


