
2020年 5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  2020年5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 東山動植物園の施設改修や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】 【名古屋市港区】 【愛知県岡崎市】 【愛知県安城市】 【愛知県愛西市】

株式会社トーヨーエンジニアリング 株式会社アースデザイン 株式会社西川樹脂工業所 株式会社スペースプロ 株式会社ビレッジ開発 株式会社アイデン

中部ホーム株式会社 株式会社インディ・アソシエイツ 株式会社華盛 株式会社セイワブリッド 株式会社プロイスト 株式会社リブテック

株式会社SKYcorporation 株式会社アートシステム 株式会社本永組 株式会社ソーケン 【愛知県西尾市】 【愛知県清須市】

株式会社サンエイテクニクス 日興商事株式会社 株式会社山村組 株式会社ティ・アイ・エス エスケイライン株式会社 株式会社モリオメンテナンス

株式会社メカニカルデザイン 株式会社オーサムエージェント 株式会社豊栄 【愛知県一宮市】 株式会社かとう製菓 江沢事務器株式会社

有限会社マルシェ 株式会社友人社 タカラ株式会社 株式会社V.A.M.P.S 油圧機工業有限会社 五輪電気工事株式会社

中日コプロ株式会社 株式会社マイ・プラン 三裕産業株式会社 スリーゼロ株式会社 株式会社鈴木組 松栄工業株式会社

株式会社不二家 旭産業株式会社 株式会社丸二運送 株式会社DIMS医科学研究所 株式会社タイヤスクエアミツヤ 株式会社ウイングオート

【名古屋市東区】 福花園種苗株式会社 有限会社奥山サッシ 株式会社アスディック 株式会社納所床工業 有限会社フォーション

株式会社インターコムシステムズ レイテック株式会社 【名古屋市南区】 株式会社河村商会 株式会社丸久尾崎組 【愛知県北名古屋市】

株式会社ランドキャリー 株式会社大嶽名古屋 株式会社三鈴製作所 株式会社サンケイ 株式会社若松商店 有限会社幸栄流通サービス

共立電気株式会社 株式会社キャプテン 名古屋石油株式会社 株式会社ディーアイディー 【愛知県蒲郡市】 有限会社野田工業製作所

バイオリサーチセンター株式会社 株式会社シノジー 株式会社小山内装 株式会社夢企画 日新化成工業株式会社 富永インテリア株式会社

株式会社大成 株式会社徳屋酒店 株式会社鶴田工業所 有限会社山田材木店 【愛知県犬山市】 有限会社ビーアンドエヌ

株式会社大勝物産 株式会社名古屋大森 株式会社アオマツ ニチイコンサルタント株式会社 兼子工業株式会社 【愛知県弥富市】

株式会社大邦建設 株式会社味仙 朝日タクシー株式会社 株式会社光輝 中村電機工業株式会社 株式会社荒尾サポートサービス

学校法人山田学園 株式会社ウエルオン 有限会社横井熔接工業所 株式会社中部サービス 株式会社尾張イエローハット 有限会社エル商会

株式会社KEEPRO JAPAN 株式会社かぶらやグループ 有限会社平野製作所 【愛知県瀬戸市】 株式会社松屋栄食品本舗 有限会社加藤工業所

株式会社キョーワ 株式会社福寿 株式会社カルヴィックオイル 有限会社ナオ 有限会社高田屋製菓 【愛知県あま市】

株式会社友愛玩具 株式会社ヤマセイ 株式会社ダイコー 【愛知県半田市】 萱場コンクリート工業株式会社 DJED STYLE株式会社

【名古屋市北区】 【名古屋市昭和区】 株式会社佐藤製作所 昭和建機株式会社 中京開発株式会社 株式会社横井加工所

株式会社舟橋塗装店 株式会社サウナシステム総業 株式会社村上精機 みつまる自動車株式会社 【愛知県常滑市】 【愛知県長久手市】

有限会社大雄 株式会社ノーボーダーズ 【名古屋市守山区】 有限会社K＆N 株式会社水野組 株式会社エバーブルーコーポレーショ ン

朝日化工株式会社 福田金属株式会社 名商技研工業株式会社 知多設備株式会社 有限会社フジイ 【愛知県愛知郡東郷町】

友宏ワイズ株式会社 株式会社アルゴ 脇田ボデー工業株式会社 有限会社ウェルハート 【愛知県江南市】 有限会社美芳園工業

プロップ貿易株式会社 株式会社センス 株式会社タカミ産業 有限会社丸十運輸 有限会社樋口工務店 有限会社水貝鉄工所

名北建陶株式会社 株式会社土樹和 株式会社ミツケン 【愛知県春日井市】 共立防災工事株式会社 株式会社エレックイザキ

株式会社エツカインターナショナル 有限会社名光通信システム 【名古屋市緑区】 株式会社クエタトレーディング 株式会社江和重機 トリニ化学株式会社

株式会社天馬商事 株式会社KAJIKEN 株式会社谷内工務店 株式会社アイチビジネスフォーム 【愛知県小牧市】 【愛知県西春日井郡豊山町】

株式会社中井 【名古屋市瑞穂区】 株式会社アルマックス マルワ工業株式会社 株式会社宝神鋼業 株式会社レイテック

株式会社ワコーヴィスコム 有限会社石原鉄工 光基工業株式会社 合資会社前並米穀店 コサカ精工株式会社 株式会社ダイショウ

株式会社ホワイト企画 【名古屋市熱田区】 丸高産業株式会社 株式会社秋和 東洋食品株式会社 【愛知県丹羽郡大口町】

株式会社JRS 株式会社名古屋製作所 株式会社小島産業 株式会社大野ステンレス工業 株式会社三洋電機製作所 株式会社酒井建築

株式会社エスター 株式会社瓢屋 東部建設株式会社 株式会社つかもと 株式会社タイヤセンター小牧 【愛知県海部郡飛島村】

株式会社横田管工 太田商事株式会社 大高鈑金株式会社 株式会社トラスト 株式会社藤本工芸 株式会社楽創

有限会社テクノアシスト 株式会社ゴールドサービス 【名古屋市名東区】 株式会社濵田建設 沖壱産業株式会社 株式会社エムエムエクスポート

【名古屋市西区】 【名古屋市中川区】 株式会社ブルー 株式会社ファイントラスト 三晃金属株式会社 【愛知県知多郡東浦町】

株式会社杉野商店 有限会社スーパーセフティ 株式会社セカンドスクール 有限会社マエノフードサービス 株式会社Next Innovation 有限会社石地工業

株式会社トーアフォート 株式会社アクティー 有限会社膳や 有限会社松井組 株式会社シンポジューム 名古屋パイプ株式会社

MARUJOU株式会社 株式会社スズソウ 【名古屋市天白区】 株式会社三晃商会 株式会社中部石材工業 【愛知県知多郡南知多町】

協和染料株式会社 株式会社石三 株式会社ランズワーク 有限会社市原エンジニアリング 有限会社ニシコウエンジニアリング シーライン物流有限会社

児玉興業株式会社 株式会社サラダ介護 津田硝子株式会社 ミノキン株式会社 株式会社アイエンタープライズ 【岐阜県】

鈴木工業株式会社 愛知冷機株式会社 有限会社TNE 【愛知県豊川市】 株式会社アイギス 岐阜種苗株式会社

名古屋樹脂工業株式会社 岡宗額椽工業株式会社 鈴村浴槽株式会社 協和陸運株式会社 カネ政運輸有限会社 株式会社見谷陶器

日鉄輸送商事株式会社 名古屋バルブ工業株式会社 株式会社精工社 昭和鋼機有限会社 株式会社日の出製作所 株式会社小林食品

株式会社キューブ 錦興業株式会社 カトウ建設株式会社 株式会社太飛 有限会社樋口商店 株式会社共栄電気炉製作所

株式会社善匠 株式会社アッシュ 有限会社トータル・エンジニア・システム 有限会社アンソウエンジニアリング 【愛知県稲沢市】 株式会社ウェイブ

株式会社トラスト 株式会社西運 【愛知県豊橋市】 【愛知県津島市】 有限会社サカイユニック 株式会社ウィザード

株式会社丸十 有限会社名古屋工芸 日昇テレコム株式会社 有限会社ツノダ塗装 株式会社津島製作所 ハートフルマンション株式会社

株式会社ワーコーポレーション 有限会社山雄工芸 株式会社MARUKO 株式会社日本ビデオシステム 株式会社ヒラノヤ 小木曽建築有限会社

有限会社インターナショナル 株式会社エヌシーアイ 株式会社ソーラー工業 株式会社野田塾 有限会社UENOALC 【三重県】

株式会社アスカコーポレーション 有限会社足立興業 アダチ鋼材株式会社 有限会社ヤマト・コーポレーション 【愛知県新城市】 株式会社東光測量設計事務所

キザイテクト株式会社 大森株式会社 株式会社アスタリスク 株式会社大弘 株式会社スエヒロ産業 三重淡水魚株式会社

共親製菓株式会社 日進陸運株式会社 株式会社あづま 株式会社名古屋クリーンサービス 【愛知県東海市】 丸冨士興運有限会社

長谷川運輸株式会社 【名古屋市港区】 株式会社アドバンティア 【愛知県碧南市】 富田日中貿易有限会社 TOTALMASTERS株式会社

株式会社伊藤清商店 有限会社橋本 株式会社エーエスワークス 丸藤製菓株式会社 【静岡県】

株式会社千田組 磯部運輸倉庫株式会社 株式会社オータ 【愛知県刈谷市】 ホーム工業株式会社 株式会社ベスト・ハウジング

株式会社マルス 大橋荷役株式会社 株式会社コンドウ オーエスケー株式会社 【愛知県大府市】 株式会社ハウジング松本

株式会社ヨコイ工業 小川工業株式会社 株式会社白繁 株式会社ナオイ工業 光貴スペーステクノロジーズ株式会社 株式会社大川螺子製作所

有限会社林ビコー 三英運輸株式会社 株式会社フォレストプラス NextAdvance株式会社 トライボテックス株式会社 株式会社Re・lation

株式会社東海図書館サービス 大正興業株式会社 株式会社睦自動車 【愛知県豊田市】 株式会社型善 フジクリエイション株式会社

有限会社三武塗装 特定非営利活動法人ライフパートナー 株式会社メガネ流通センター エムワークス株式会社 株式会社半谷製作所 スカイポート株式会社

【名古屋市中村区】 ミヤサキ流通株式会社 有限会社ゼロワン 榊原精密株式会社 【愛知県知立市】 【広島県】

大洋石油株式会社 有限会社山口工業 伊藤塗装工業株式会社 株式会社アクティス 日比野工業株式会社 広島光陽陸運株式会社

シャープ工業株式会社 有限会社ハヤセウエルド 株式会社ホワイト商会 株式会社アンジュ 有限会社シモテック

株式会社上野機設 日比野運輸株式会社 有限会社サンキューカット東海 株式会社ダイム技術サービス 【愛知県高浜市】

株式会社丸八運輸社 株式会社マスダ電設 【愛知県岡崎市】 【愛知県安城市】 有限会社カナマル自動車

アミックテレコム株式会社 千年工業株式会社 株式会社八百七商店 松原工業株式会社 【愛知県豊明市】

株式会社トラフィック・シム テント技建株式会社 大洋荷役株式会社 株式会社石川精工 株式会社豊明事務機

株式会社リオ 東邦ロジスティクス株式会社 パワーテックス株式会社 株式会社PRIDE 【愛知県日進市】

有限会社河崎商店 株式会社伊藤工務店 プライムケア愛知株式会社 株式会社北中産業 有限会社フジ土木

株式会社イエス 株式会社ナゴヤマリンサービス 有限会社矢田石材店 株式会社ササメ・テック ミヤ電子株式会社

株式会社DRAGON　AGENCY 株式会社山口組 椙山紡織株式会社 株式会社サンライズ 有限会社伊藤電気

ノムラ自動車株式会社 中部産機有限会社 ハウスリペア株式会社 株式会社東海石油 有限会社オノダテクネトロ

株式会社東海産業 ヒカミ株式会社 株式会社岡崎土質試験所 株式会社トータルサポート 有限会社阪野興業  


