
2021年 11月 15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11月15日（月）  

 

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 

・日本赤十字社愛知医療センター 

名古屋第一病院 

・日本赤十字社愛知医療センター 

名古屋第二病院 

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】 【愛知県小牧市】 【愛知県海部郡大治町】

株式会社C.L.T 株式会社ミズホ 株式会社アイケン 有限会社WADA WELDING 株式会社大和通商 YRT株式会社

株式会社清水工務店 鈴木金属株式会社 株式会社スマップル 【愛知県瀬戸市】 小牧ベリーズ株式会社 株式会社愛和

奥村株式会社 有限会社金城商会 奥村商事合資会社 株式会社東海サービス 株式会社アイテックリサーチ 【愛知県海部郡飛島村】

有限会社マルシェ 株式会社伊藤塗装工業 有限会社カワグチ 株式会社アカギ 【愛知県稲沢市】 有限会社ミナミラ ンカ イ ンターナショ ナル

株式会社NKワークス 株式会社昌平貿易 株式会社光明 株式会社はらセラム 有限会社桑山工業 三興技研株式会社

中央瀝青工業株式会社 【名古屋市瑞穂区】 岩橋工業株式会社 【愛知県半田市】 株式会社はしもと屋 株式会社アイパックス

有限会社新甫 マドラス株式会社 小出鉄工株式会社 医療法人宏友会 株式会社GAT企画 株式会社グレートマリン

株式会社エーアンドブイ 株式会社三陽 株式会社ミヤモト 有限会社イシケン 【愛知県長久手市】 【愛知県知多郡武豊町】

【名古屋市東区】 株式会社中部日栄 岡本食品株式会社 有限会社朝倉ホンダ販売 株式会社フィードリーム 株式会社大理

株式会社ホンダ東販売 有限会社すずむら 【名古屋市守山区】 株式会社竹内組 ノームグリーン株式会社 株式会社夢現設備

株式会社キョーワ 株式会社フジコー 社会福祉法人フィロス 【愛知県春日井市】 【愛知県東海市】 【愛知県西春日井郡豊山町】

株式会社中日書房 安立鋼業株式会社 株式会社プラスシード 株式会社真功社 株式会社建商 株式会社R41

株式会社寺田楽器 有限会社GRAZIE 株式会社ツカサディザインコマース 東栄株式会社 有限会社宏和設備工業 株式会社EAST

アイチ通信有限会社 株式会社メドイット 有限会社山忠運輸 株式会社トライバル 株式会社伊山商会 【愛知県丹羽郡大口町】

株式会社トーカイパック 【名古屋市熱田区】 株式会社トーカイエコボード 有限会社山口業務店 株式会社大翔興産 名成電機株式会社

【名古屋市北区】 吉河エレックス株式会社 株式会社D.D.J 日本エムティ株式会社 株式会社エヌアールティー 川村熱錬工業株式会社

東警株式会社 昭和陸送株式会社 インサイドアウト株式会社 株式会社富士工システムズ 藤武工業株式会社 【岐阜県】

東海警備保障株式会社 株式会社ミツオ 株式会社ワコー建材 株式会社ウサミ建工 株式会社渡辺製作所 株式会社三心

株式会社秋田建設 鬼頭印刷株式会社 【名古屋市緑区】 グリンホーム株式会社 株式会社西友エンジニアリング 株式会社T&Pワークス

株式会社IRINO トータルテクニカ ルソリューショ ンズ株式会社 株式会社愛和工業 株式会社かっこ屋 株式会社ナガキエレテック 小森産業株式会社

山田美術印刷株式会社 一般社団法人あいち福祉振興会 株式会社イワノ 株式会社ヤグチ建設 石川興業有限会社 山加建行株式会社

佐高電機株式会社 株式会社カネ一岩田水産 株式会社エム・エー・テック 【愛知県豊川市】 株式会社秀栄 株式会社扇屋

敷島測量設計株式会社 宏和工業株式会社 株式会社けやきクリエイト 株式会社タカラ自動車教習所 有限会社扇谷鉄工 平野木材株式会社

株式会社I NEXT 【名古屋市中川区】 株式会社t.trust 株式会社コンドウ 【愛知県大府市】 株式会社安田商店

株式会社三和商会 株式会社スズソウ 株式会社小島産業 【愛知県津島市】 トライボテックス株式会社 有限会社リッチバーガー

【名古屋市西区】 株式会社ダイキ情報システム 株式会社松本 株式会社日本ビデオシステム 名豊運輸株式会社 株式会社アンクロッシュ

一栄株式会社 名古屋盛光株式会社 NKP株式会社 株式会社アルファブレイン 株式会社稲葉鈑金工作所 協和コンクリート工業株式会社

愛新化成工業株式会社 株式会社大東工業 三成産業株式会社 株式会社光設備 合資会社アイハタ鉄工所 株式会社ワカミヤ商会

株式会社ビーブレイン 三雪倉庫株式会社 ドリームカプセル株式会社 有限会社ヒラノ板金工業 【愛知県知立市】 株式会社プラネット

株式会社星野商店 大竹金属株式会社 鳴浜工業株式会社 株式会社マイカジャパン 株式会社アグリ知立 東濃ハウジング株式会社

株式会社マーケットマネージメント 滝川物産株式会社 株式会社ノブレッセ タケウチ興業株式会社 【愛知県尾張旭市】 株式会社エーワンパッケージ

中新製菓株式会社 岡宗額椽工業株式会社 【名古屋市名東区】 井ノ口産業株式会社 有限会社田口 有限会社中京マシンシステム

東海プラスチック工業株式会社 内田工業株式会社 医療法人明照会 【愛知県碧南市】 【愛知県岩倉市】 有限会社笠原環境クリーン

マルオカ工商株式会社 株式会社ワイズ 有限会社勇建工業 加納ゴム工業株式会社 千寿技熔株式会社 株式会社あづま商店
マザックセントラル株式会社 株式会社新宝運輸 株式会社ワールドネットワーク 丸藤製菓株式会社 有限会社秀和通商 KRS株式会社

株式会社名栄社 株式会社西運 有限会社FLOWERS・BOD 【愛知県刈谷市】 【愛知県豊明市】 株式会社丸治コンクリート工業所

株式会社UMJ 株式会社ヨシダ 株式会社スティーブランド 株式会社愛建総合設計研究所 株式会社テック ユニックス株式会社

【名古屋市中村区】 株式会社ポピー名古屋 【名古屋市天白区】 榎本産業株式会社 松井設備株式会社 株式会社見谷陶器

株式会社ホームズパレット 株式会社NKS 株式会社リンクス 株式会社ダイテック メテオドリーム株式会社 株式会社大桜産業

エボルテック株式会社 栄光産業株式会社 株式会社SHC 株式会社黒岩工業 株式会社テスコ 株式会社大桜アネシス

GOOD AID株式会社 有限会社ステイブル ランクス株式会社 竹本鶏卵株式会社 【愛知県日進市】 株式会社イーエフ

株式会社D.O.N 株式会社タナベ観光 【愛知県豊橋市】 エアー工房有限会社 日進螺子工業株式会社 【三重県】

株式会社トラフィック・シム パコジャパン有限会社 株式会社ディビーエス 株式会社アクト 株式会社名豆食品 株式会社鈴鹿

株式会社東利 有限会社泰信建設 株式会社白石商事 Next Advance株式会社 株式会社明和機器 株式会社第二加藤センターレス工業所

有限会社尾崎工務店 有限会社すゞき製作所 三河土建株式会社 【愛知県豊田市】 有限会社ニワ 三重淡水魚株式会社

【名古屋市中区】 株式会社邦成 株式会社河合工業 株式会社サン・プロテック 【愛知県田原市】 川越運送株式会社

株式会社水渓 【名古屋市港区】 港自工株式会社 株式会社善都 株式会社小林金属 株式会社I.T.O

株式会社エーアールオー 福山冷蔵株式会社 株式会社シンワテック 株式会社メディクロホーム 【愛知県愛西市】 【静岡県】

二葉産業株式会社 加藤センターレス販売株式会社 豊和食品株式会社 有限会社エフケープラント 有限会社南海道路 日本紙管株式会社
株式会社ホームプラ ンナー・リデベロップメント 鵜飼鋼材販売株式会社 ママ食材有限会社 原田鋼業株式会社 特定非営利活動法人障害者雇用創造センター 株式会社飛鳥エンタープライズ

千代田電材株式会社 小川工業株式会社 株式会社ケイワークス 株式会社クラウド 株式会社ひまわりケアサービス 専門学校 浜松医療学院

株式会社ビリーフ 三立興業株式会社 株式会社希望 有限会社ロボテック 【愛知県清須市】 株式会社ヒーローズホールディングス

アクティスジャパン株式会社 港サービス合資会社 兼八産業株式会社 【愛知県安城市】 株式会社中央 日本デジコム株式会社

AJ・Flat株式会社 キトー興産株式会社 株式会社パル・ネットワーク 株式会社O.Gサービス輸送 株式会社キタガワ 【大阪府】

株式会社服部商店 東海整熱工業株式会社 ジャパン・トゥエンティワン株式会社 有限会社芝原電機製作所 有限会社マイプロジェクト 有限会社グランブルー
株式会社インターブレインズ 磯部運輸倉庫株式会社 有限会社イーテック 有限会社早川ゴム ササキメタル株式会社 【東京都】

株式会社クスピード 株式会社ジー・エム・ジー 【愛知県岡崎市】 株式会社BRAVO 【愛知県北名古屋市】 株式会社ブルーフィット
アミティエホールディングス株式会社 有限会社大西製作所 ソニックシステム株式会社 株式会社ビレッジ開発 有限会社ケーアイ
ファミリアホームサービス株式会社 株式会社ディアーズカンパニー 株式会社東洋工務店 株式会社竹豊物流 藤岡不動産株式会社

愛一造園土木株式会社 三和工業株式会社 有限会社味の集会場魚信 株式会社エルメカニクス 【愛知県弥富市】

株式会社ATK 株式会社中京製作所 大信工業有限会社 有限会社丸正設備商会 KPプラント株式会社

医療法人美彩会 クラチ機械株式会社 ユカワ化工油株式会社 【愛知県西尾市】 株式会社RRI
株式会社市川三千男建築設計事務所 メイコー株式会社 暁電気工業株式会社 有限会社タイセイプラスチック 【愛知県みよし市】

幸栄電気株式会社 株式会社MEINAN メイユー株式会社 【愛知県常滑市】 大浜機工株式会社
株式会社WEトレーディングジャパン ファーストカーゴ株式会社 有限会社コトブキ工芸 株式会社マルマツ マインテックジャパン株式会社

株式会社エル 有限会社テクノバランス 株式会社ソーケン 【愛知県江南市】 株式会社mirai計画

東海商事株式会社 株式会社かわばた 株式会社花市電子顕微鏡技術研究所 有限会社大口屋 【愛知県あま市】

エイチキューブ株式会社 有限会社オータ工業 株式会社ヴィルトゥオーゾ 【愛知県小牧市】 石光工業株式会社

株式会社アイデアプラス クリエイト株式会社 【愛知県一宮市】 株式会社エーアイテック 有限会社コンクリートソーイング

第一ハウジング株式会社 株式会社マルユウホーム 株式会社サンライズ ユニオントイシ株式会社 医療法人山陽会 ひだまりこころクリニック

株式会社デイビス 丸正クレーン作業株式会社 株式会社クロノス 株式会社エヌライン ジェイ・アクシス株式会社

株式会社さくら警備保障 【名古屋市南区】 有限会社セーフティー 医療法人梅田アンドアソシエイツ 【愛知県愛知郡東郷町】

株式会社トゥーワン 名古屋石油株式会社 株式会社こぶつ屋 株式会社a.p.c 株式会社マルホウ

愛昇産業株式会社 株式会社三鈴製作所 株式会社中部サービス 三晃金属株式会社 株式会社中日プルーフ


