
2021年 2月 25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  2021年2月25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】 【名古屋市南区】 【愛知県一宮市】 【愛知県犬山市】 【愛知県愛知郡東郷町】

株式会社フタバ商会 株式会社エフタス 奥村商事合資会社 有限会社サーブ介護センター 株式会社中城鉄筋 株式会社コマツ産業

興亜商事株式会社 名古屋急送株式会社 有限会社清樹産商 株式会社金光 【愛知県江南市】 【愛知県海部郡大治町】

株式会社小西製作所 株式会社青島設計 株式会社ジョウナン 有限会社サン・ロテック 光穂工業株式会社 南茂電設株式会社

医療法人優寿会 アン・シティ株式会社 株式会社トーカイテック 株式会社万歳家具 株式会社オーモリ 【愛知県海部郡飛島村】

三光電気株式会社 中部コムテック株式会社 株式会社MCエクスプレス 株式会社折久商店 株式会社石井金型 日進木材工業株式会社

北川工務店株式会社 株式会社サンテクノ 株式会社ワラケン 有限会社三賀運輸 大和エンタープライズ株式会社 【愛知県知多郡南知多町】

【名古屋市東区】 医療法人修愛会 【名古屋市守山区】 有限会社マエダ食品 株式会社藤澤工務店 株式会社太次平商店

盛森旭日株式会社 株式会社アクセス 大島食品工業株式会社 三星ケミカル株式会社 景山工業株式会社 「愛知県知多郡武豊町」

株式会社イザナス 株式会社トライアンフ 株式会社DDC 株式会社サクセス 【愛知県小牧市】 株式会社夢現設備

株式会社飯島建築事務所 シンクイノベーション株式会社 株式会社ミツケン スリーゼロ株式会社 株式会社テクニカル東新 株式会社WORK ON

株式会社SNAPSHOT レコサポート株式会社 有限会社イソベ電化工業所 有限会社メイビック 株式会社キングトラスト 【愛知県西春日井郡豊山町】

有限会社Bee LIVE株式会社 株式会社芝テクノ 株式会社せんせん 有限会社シンコウ運輸 株式会社三協

株式会社レック 【名古屋市昭和区】 株式会社セイシングランドワーク 株式会社ジェイライン 三晃金属株式会社 株式会社EAST

株式会社I．S．P警備保障 株式会社丸八寿司 株式会社レ・ヴァン 有限会社光田モータース 有限会社佐藤木型製作所 【愛知県丹羽郡大口町】

【名古屋市北区】 株式会社さくらやま地所 株式会社水谷建材 株式会社エス・プロジェクト 五研工業株式会社 川村熱錬工業株式会社

株式会社旭日 株式会社五興組 株式会社meteco 株式会社ニシコーポレーション 三扇化学株式会社 【愛知県丹羽郡扶桑町】

メイトク株式会社 有限会社リボン 株式会社クラウンコーポレーショ ン 【愛知県瀬戸市】 【愛知県東海市】 株式会社名古屋モウルド

ガイアパイル株式会社 有限会社井上電設 【名古屋市緑区】 沢田建設株式会社 株式会社フラッシュジャパン 有限会社浅野保温

株式会社ワコーヴィスコム 株式会社イハラ合成 相和技建株式会社 株式会社サンブライドムラタ 株式会社秀栄 株式会社メイコウザン

株式会社名団 株式会社ぴざどき 株式会社丸昌建設 豊徳鉱山株式会社 アールートップ株式会社 【岐阜県】

アクアメニテイ工業株式会社 【名古屋市瑞穂区】 株式会社メート・システムワーク 【愛知県半田市】 常滑重機有限会社 株式会社ブリッジ

朋和設備工業株式会社 有限会社野村土地 名星工業株式会社 みつまる自動車株式会社 【愛知県大府市】 株式会社ウィザード

株式会社三榮 株式会社SCU 株式会社アイエス 【愛知県春日井市】 株式会社敬愛ライン 栗本建材株式会社

木下精密工業株式会社 有限会社メイコウ電設 有限会社玉川製作所 畑中金型工業株式会社 【愛知県知立市】 株式会社サンライズ

株式会社リクラス シーオーエム株式会社 クラキエンタープライズ合同会社 株式会社国井塗装 大東電機工業株式会社 有限会社中京マシンシステム

株式会社名光空調設備 有限会社トラッフル 【名古屋市天白区】 有限会社マエノフードサービス 有限会社肉や大善 株式会社平中サービス

津田建設株式会社 石竹食品株式会社 株式会社伸成 株式会社Consequence 株式会社GROWTH 株式会社アイエムイー

株式会社I NEXT 【名古屋市熱田区】 YKR株式会社 信興エレックス株式会社 【愛知県尾張旭市】 株式会社ホンダプリモ光ヶ丘

株式会社二和印刷紙業 株式会社山下工作所 伊藤金型工業株式会社 株式会社トクワールド フジ建材リース株式会社 有限会社二俣製作所

【名古屋市西区】 名古屋市南部食鶏加工共同組合 アロマスター株式会社 株式会社クレメンティア 【愛知県高浜市】 株式会社材友

株式会社モリタ 株式会社中京メディカル 【愛知県豊橋市】 株式会社コンサルジュ 有限会社石保 株式会社ハツカワ

名古屋電業株式会社 一般社団法人あいち福祉振興会 株式会社ビュークス 【愛知県豊川市】 【愛知県岩倉市】 株式会社ヤマエル

株式会社エムズプランニング 株式会社山田商店 北河建設興業株式会社 浜島防災システム株式会社 有限会社ジール 株式会社エネサーブ岐阜

株式会社大島 有限会社東海商会 株式会社システムクリエイト 株式会社豊電 【愛知県日進市】 有限会社シースリー

株式会社丹羽クリーニング 【名古屋市中川区】 株式会社希望 【愛知県津島市】 日の出衛生保繕株式会社 美濃冷暖株式会社

有限会社西宝 アイセイハード株式会社 株式会社サンコー 有限会社新明工業所 荒川工業株式会社 株式会社ユープライム

株式会社善匠 株式会社石三 三河土建株式会社 株式会社下徳 【愛知県愛西市】 有限会社市原工務店

日鉄輸送商事株式会社 株式会社ツーリストトップワールド 株式会社アクト電気 株式会社アルファブレイン 株式会社YSコンテナ 株式会社インテラ

村武建築株式会社 株式会社平岩商店 株式会社ニシ 【愛知県碧南市】 有限会社ジェ イ アンドエムコーポレーショ ン 株式会社あづま商店

猪村工業株式会社 三和技研株式会社 株式会社東海ケース製作所 株式会社リベルケア 有限会社羽柴化成工業 有限会社フローリッシュ

株式会社鬼頭 有限会社中新運輸 三河設備工業株式会社 石川軽金属工業株式会社 株式会社ケーズカーペントリー 有限会社丸一水野陶苑

セントラルメディアサービス株式会社 栄光産業株式会社 株式会社宮城工業 株式会社八百信 有限会社今井商会 玉川窯業株式会社

昭和電子株式会社 株式会社江上建基 【愛知県岡崎市】 【愛知県刈谷市】 株式会社きもと 長江陶業株式会社

株式会社ヨコイ工業 有限会社宮村興業 CHUSO TECHNO SERVICE株式会社 オーエスケー株式会社 【愛知県清須市】　 有限会社安藤工業

株式会社桧家住宅名古屋　 株式会社ホーメイ 株式会社時麺 株式会社友楽不動産 株式会社イト商 株式会社共栄電気炉製作所

株式会社進和ライフサービス 株式会社服部鉄工所 株式会社ボンドワイエム 【愛知県豊田市】 株式会社栄進社 【三重県】

株式会社ダイワテック 【名古屋市港区】 株式会社オージーエヌ 株式会社英淑 株式会社幸栄住建 株式会社ナガシマ

株式会社イワタ 株式会社エヌアイツール 松電株式会社 株式会社FUNE 株式会社ミツバ 丸冨士興運有限会社

【名古屋市中村区】 磯部運輸倉庫株式会社 株式会社豊 株式会社メディクロ 有限会社カネハチ早川商店 株式会社長谷川物流

トータルクリエート株式会社 株式会社三谷螺子 ツツミ化成工業有限会社 榊原精密株式会社 【愛知県北名古屋市】 株式会社寿要

進両運送株式会社 ヤマタ水産株式会社 株式会社テクノ二十一グループ 株式会社アクティス 株式会社東海商販 【静岡県】

ワンダフルハーツ株式会社 株式会社大翔運輸 有限会社ジール 【愛知県安城市】 秋和鋼業株式会社 太田義尾機械工業株式会社

株式会社グローバルキャスト 株式会社前田商事 株式会社永野金型 株式会社ムラセ キクイパッキン株式会社 【大阪府】

有限会社土田組 株式会社マルトモ 株式会社ソーケン 三河清掃有限会社 株式会社ハナノキ 株式会社伊藤商事

有限会社河崎商店 株式会社山村組 株式会社花市電子顕微鏡技術研究所 株式会社NOKURA ミナミ産業株式会社 【東京都】

株式会社スターシステム 株式会社安井組 有限会社伊藤薬局 大浜運輸株式会社 小塚合金株式会社 ＮＳＳエナジーソリューショ ン株式会社

有限会社ティーエムネットワーク 株式会社建機テクノサービス 株式会社奥井ハウス 有限会社ショ ウワエンジニアリング 【愛知県弥富市】

【名古屋市中区】 株式会社エスディーエス 株式会社イワモト総合設備 有限会社山本鉄工所 丸う運輸株式会社

株式会社ビリーフ 有限会社誠和クレーンサービス アイチ信和株式会社 流星ライン株式会社 【愛知県あま市】

シースリーインデックス株式会社 有限会社テクノサービス 株式会社ティ・アイ・エス 【愛知県西尾市】 株式会社日本コンタクトチップ製作所

有限会社東海ライン 【名古屋市南区】 株式会社スペースプロ 株式会社丸万 【愛知県愛知郡東郷町】

株式会社ハナイ 株式会社明治機械製作所 葵造園有限会社 【愛知県犬山市】 トリニ化学株式会社

株式会社アスカ カネハツ食品株式会社 有限会社ひまわり薬局 株式会社石川製作所

 


