
2021年 5月 18日 

 

 

医療機関への寄付について 

 

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、下記医療

機関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5月18日（火）  

 

2.寄付先・寄付金額 

寄付先 寄付金額 

愛知県立病院 

愛知県がんセンター 

愛知県精神医療センター 

あいち小児保健医療総合センター 

愛知県医療療育総合センター中央病院 

愛知県立愛知病院 

各200,000円 

日本赤十字社 

愛知県支部 

名古屋第一赤十字病院 

名古屋第二赤十字病院 
各500,000円 

  合計2,000,000円 

 

3.寄付目的 医療従事者への支援 

 

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】 【名古屋市昭和区】 【名古屋市南区】 【愛知県一宮市】 【愛知県安城市】 【愛知県弥富市】

株式会社日建工業 株式会社サンスターストロボ 三村電機工業株式会社 奥村電機株式会社 株式会社竹豊物流 和光精機株式会社

株式会社システム東海 藤和ライト工業株式会社 医療法人社団躍心会 モリ技巧株式会社 【愛知県西尾市】 有限会社エル商会

協同組合サポートスタッフ 【名古屋市瑞穂区】 有限会社亀屋 岩田食品株式会社 油圧機工業有限会社 【愛知県みよし市】

株式会社東名トスメック 日昭電工株式会社 有限会社名栄 愛知羊毛工業株式会社 医療法人錦恵会 株式会社電脳

有限会社桔梗屋食品 ドリーム名古屋株式会社 有限会社ライフステーション ステラリンク株式会社 【愛知県蒲郡市】 【愛知県あま市】

明粧洗剤株式会社 【名古屋市熱田区】 株式会社NEXEL 株式会社クラシックホテル 日新化成工業株式会社 名古屋信和サービス株式会社

株式会社千種コーポレーション 株式会社中京ゴム 武山工業株式会社 株式会社折久商店 株式会社オニックス 大井設備工業株式会社

有限会社猪高研磨工業所 マルタ不動産株式会社 株式会社タカノ 株式会社河村商会 【愛知県犬山市】 株式会社ジャパン・パッケージ

【名古屋市東区】 合資会社日比野製作所 【名古屋市守山区】 医療法人瞳会 北斗総業株式会社 株式会社博信工業

アースドライブ株式会社 サーチエステート株式会社 株式会社ジェ ーケー・コーポレーショ ン 株式会社光輝 【愛知県常滑市】 株式会社品川製作所

有限会社A.D.K ハイ・アトラス株式会社 株式会社城西ホームテック 株式会社ヒコテック エスピーディー株式会社

レアルハウス株式会社 有限会社仲商店 テクノネット株式会社 【愛知県半田市】 【愛知県小牧市】 株式会社横井加工所

株式会社KEEPRO JAPAN 深川果実有限会社 株式会社東都建設機器サービス 株式会社カミオカプロダクト 株式会社国保住建 株式会社T・Kコーペレーション

株式会社Smallit 【名古屋市中川区】 有限会社浅井製作所 【愛知県春日井市】 株式会社アイルー 【愛知県海部郡飛島村】

株式会社アスカコーポレーション 合資会社林製麺所 【名古屋市緑区】 株式会社アイエスリンク 株式会社日の出製作所 三興技研株式会社

プレイリーホームズ株式会社 株式会社双葉 和銅株式会社 株式会社三幸工業所 株式会社中部共同印刷 株式会社名大産商

株式会社アイデア 平田工業株式会社 有限会社野の花舎 株式会社サンアート印刷 【愛知県稲沢市】 【愛知県海部郡大治町】

【名古屋市北区】 株式会社中野工業所 佐藤精機株式会社 UNI-cast株式会社 熊谷商事株式会社 有限会社トキワ工業

株式会社丸喜 錦興業株式会社 株式会社三河鉄工 株式会社大東紙工業 株式会社小林合成 株式会社岡本鉄工所

愛知バス株式会社 丸善印刷株式会社 大同建設株式会社 株式会社ジップ 株式会社トウカイ冷設 【愛知県知多郡武豊町】

長縄建築株式会社 中川タクシー株式会社 ピーアンドエム株式会社 株式会社濵田建設 有限会社小出工業 株式会社NGS

株式会社I NEXT 有限会社名古屋工芸 医療法人一真会 株式会社永賢組 【愛知県長久手市】 【愛知県知多郡東浦町】

株式会社SARTEC 松栄運輸株式会社 株式会社NSK 株式会社大野ステンレス工業 株式会社名東水園 名古屋パイプ株式会社

【名古屋市西区】 愛知技研工業株式会社 株式会社南海工業 日本ポリマー株式会社 株式会社武田サービス メモリー株式会社

名古屋樹脂工業株式会社 株式会社ユー・アイ・エンジ 有限会社濱本製作所 株式会社丸鈴運輸 有限会社ニシムラ 【愛知県丹羽郡扶桑町】

株式会社石川商店 日進陸運株式会社 【名古屋市名東区】 株式会社ホシヤエンジニアリング 株式会社ラック 有限会社水野鉄工所

NPO法人バウムカ ウンセリングルーム 株式会社北沢製作所 株式会社大同 株式会社井澤鉄工所 株式会社ナウヴィレッジ ダイワ化工株式会社

株式会社伊藤清商店 オカヱ工業株式会社 株式会社中部機器工業所 株式会社ヤマシタ 株式会社みず乃 【愛知県丹羽郡大口町】

長谷川運輸株式会社 【名古屋市港区】 株式会社TEN 浜島工業株式会社 【愛知県東海市】 株式会社東南

株式会社ミツモリ 株式会社ノゼキ エクシト株式会社 株式会社ショウワクリエイト 知多鐵鋼株式会社 株式会社伊大建設

株式会社千田組 三英運輸株式会社 株式会社ダンディーモード企画 ミノキン株式会社 有限会社加藤土木 【岐阜県】

株式会社アクティス 豊運輸株式会社 【名古屋市天白区】 【愛知県豊川市】 チタジュウ建材株式会社 株式会社ウィザード

有限会社中央鉄工所 株式会社中京ライナー 株式会社MURASAWA 有限会社スワ鉄工所 【愛知県大府市】 株式会社Sun air

【名古屋市中村区】 株式会社アライ 名南化成工業株式会社 株式会社白木屋 株式会社半谷製作所 株式会社ダイワ

フタムラ化学株式会社 ヤマリク株式会社 有限会社TNE 【愛知県津島市】 株式会社ウィンフィールド 株式会社森住建

三幸毛糸紡績株式会社 シグロヌエボ工業有限会社 株式会社テクト 株式会社マウンテック 【愛知県知多市】 ダイキャスト東和産業株式会社

株式会社大道設計 有限会社オータ工業 ツジックス株式会社 有限会社ヴァリアス 有限会社三興組 【静岡県】

株式会社エムテック 港東自動車整備株式会社 株式会社ショーエイ ユニオン産業株式会社 【愛知県知立市】 東海弘通株式会社

株式会社ブルームダイ ニングサービス 株式会社カメダ 株式会社近代社 【愛知県碧南市】 有限会社シモテック 株式会社アイ ・ビー・フォ ックスフーズ

株式会社クロノステクノロジー 株式会社西川樹脂工業所 株式会社ハーツ 株式会社リベルケア 日比野工業株式会社 株式会社オオタヤ・ミート

株式会社スペース二十四 株式会社七色 株式会社ビーソリューションズ 株式会社板倉製作所 【愛知県高浜市】 有限会社日華工業商会

【名古屋市中区】 東邦技研株式会社 【愛知県岡崎市】 【愛知県刈谷市】 千田工業株式会社 テイオー産業株式会社

株式会社メディコム 三裕産業株式会社 海星イーエムエス株式会社 有限会社落合鉄工所 小野田工業株式会社 株式会社ベスト・ハウジング

株式会社インディ・アソシエイツ 片野プラスチック工業株式会社 タツキ興業株式会社 株式会社刈谷熱煉工業所 株式会社岩角 キンパラ株式会社

株式会社岡新 株式会社勝真 伊藤レーシングサービス株式会社 株式会社ヤマイチプライメタル 【愛知県日進市】 株式会社トゥースリー

株式会社グランドデザイン 【名古屋市南区】 株式会社アルクス 【愛知県豊田市】 株式会社ETS 【大阪府】

株式会社アルタ 道徳運輸株式会社 株式会社イナバ液化ガス 有限会社チリュー特機 【愛知県愛西市】 日本シールライト株式会社

共栄貿易株式会社 東亜環境サービス株式会社 プライムケア愛知株式会社 豊大工業株式会社 株式会社戸倉トラクター

有限会社ビー・ライフ 柳屋株式会社 合名会社備前屋 【愛知県安城市】 【愛知県清須市】

株式会社ISP宝綜合警備 野中電気工業株式会社 椙山紡織株式会社 有限会社さがみや 株式会社高木工業

株式会社ヤマセイ 中部ケミカル仲継株式会社 株式会社アモス シンテック株式会社 株式会社角田空調

有限会社来栖川電算 ハヤカワウッドクラフト株式会社 株式会社マルサ 有限会社ケイライン 【愛知県北名古屋市】

有限会社ヤングライフプロポーサル 足立税理士法人 株式会社櫻建設 有限会社日啓産業 有限会社野田工業製作所

東信化成株式会社 美和工業株式会社 【愛知県一宮市】 株式会社中部日軽 株式会社冨田商店

【名古屋市昭和区】 株式会社ナカガワ 株式会社春日商会 株式会社カネモト 株式会社三和機械工業所

株式会社伊藤段ボール工業所 株式会社シライ 株式会社DIMS医科学研究所 有限会社渥美商会


