
2022年 2月 14日 

 

        

SDGs達成へ向けた寄贈品贈呈について 

 名古屋銀行（頭取 藤原 一朗）は、下記の通り寄贈品を贈呈いたしましたのでお知らせします。 

 本取り組みは、当行の SDGs達成へ向けた活動にご賛同いただいたお客さまが、地域の教育機関

や地方公共団体、NPO法人、当行が指定する医療機関に寄付・寄贈するものです。 

 当行は、お客さまとともに SDGs活動、CSR活動を通じて、コロナ禍における教育機関や医療機

関等を支援し、地域社会の繁栄を目指してまいります。 

 

記 

 

発行企業 有限会社 Bee 

企業住所 名古屋市東区芳野一丁目 17番 41号 

代表者 後久 一男 

 

お取引店 黒川支店 

寄贈日 2021年 10月 14日 

寄贈先 名古屋市立山吹小学校 

寄贈品 
レゴエデュケーション 3セット 

モーションセンサー 

 

 

発行企業 株式会社ケィテック 

企業住所 名古屋市緑区鳴海町字本町 53番地の 7 

代表者 金子 一夫 

 

お取引店 鳴海支店 

寄贈日 2021年 10月 18日 

寄贈先 名古屋市立鳴海小学校 

寄贈品 締太鼓 

 



 

発行企業 株式会社近代企画 

企業住所 名古屋市緑区ほら貝 1丁目 38番地の 1 

代表者 近藤 大輔 

 

お取引店 桜山支店 

寄贈日 2021年 10月 20日 

寄贈先 
学校法人金城学院 

金城学院大学 

寄贈品 
アートフラワー 

木製スタンド 

 

 

発行企業 株式会社 ETS 

企業住所 愛知県日進市岩崎町竹田 7番地 5 

代表者 本村 英治 

 

お取引店 三好支店 

寄贈日 2021年 10月 26日 

寄贈先 
学校法人名工学園 

名古屋工業高等学校 

寄贈品 
シリンダゲージ 2個 

ノギス 7個 

 

 

発行企業 株式会社荒木商事 

企業住所 愛知県豊田市駒新町中通 142番地 

代表者 荒木 彌一郎 

 

お取引店 知立支店 

寄贈日 2021年 11月 8日 

寄贈先 知立市立知立小学校 

寄贈品 書架 1台 

 



 

発行企業 特定非営利活動法人ライフパートナー 

企業住所 名古屋市港区春田野一丁目 1202番地 

代表者 杉山 寛仁 

 

お取引店 港支店 

寄贈日 2021年 11月 10日 

寄贈先 
更生保護法人 

愛知県更生保護協会 

寄贈品 金員 

 

 

発行企業 有限会社リボン 

企業住所 名古屋市昭和区菊園町 4-24 

代表者 篠田 直 

 

お取引店 桜山支店 

寄贈日 2021年 11月 10日 

寄贈先 
公立大学法人名古屋市立大学 

名古屋市立大学病院 

寄贈品 金員 

 

 

発行企業 株式会社なでしこ開発 

企業住所 愛知県知立市鳥居 1丁目 2番地 1 

代表者 小山内 啓子 

 

お取引店 知立支店 

寄贈日 2021年 11月 11日 

寄贈先 知立市立知立南中学校 

寄贈品 ホームベンチ 7台 

 



 

発行企業 株式会社公武堂 

企業住所 名古屋市中区大須 3丁目 5番 15号 

代表者 長谷川 匡紀 

 

お取引店 上前津支店 

寄贈日 2021年 11月 12日 

寄贈先 
公益財団法人慈友会 

児童養護施設 慈友学園 

寄贈品 金員 

 

 

発行企業 株式会社オーレンジ 

企業住所 愛知県岡崎市羽根西新町 2番地 16 

代表者 村松 和男 

 

お取引店 岡崎南支店 

寄贈日 2021年 11月 16日 

寄贈先 
学校法人藤田学園 

藤田医科大学 岡崎医療センター 

寄贈品 メディカルフェイスシールド 

 

 

発行企業 中部システム有限会社 

企業住所 愛知県弥富市鍋田町稲山 393番地 57 

代表者 坂口 眞範 

 

お取引店 鳴海支店 

寄贈日 2021年 11月 17日 

寄贈先 三重県立いなべ総合学園高等学校 

寄贈品 
防滴スーパーワイヤレスメガホン 

スピーカースタンド 

 



 

発行企業 名星工業株式会社 

企業住所 名古屋市緑区曽根二丁目 146番地の 1 

代表者 石黒 雅樹 

 

お取引店 鳴海支店 

寄贈日 2021年 11月 18日 

寄贈先 名古屋市立大高中学校 

寄贈品 シンバル 

 

 

発行企業 株式会社トーカイネクスト 

企業住所 名古屋市中川区東春田 2丁目 75番地 

代表者 緒方 伸紀 

 

お取引店 岩塚支店 

寄贈日 2021年 11月 24日 

寄贈先 弥富市立桜小学校 

寄贈品 スクールタイマー20個 

 

 

発行企業 株式会社リクラス 

企業住所 名古屋市北区田幡二丁目 3-12 

代表者 後藤 伸 

 

お取引店 黒川支店 

寄贈日 2021年 11月 30日 

寄贈先 名古屋市立金城小学校 

寄贈品 一輪車 6台 

 



 

企業名 日本 PDI株式会社 

企業住所 名古屋市中川区柳川町 9番 24号 

代表者 橋本 君夫 

お取引店 八熊支店 

寄贈日 2021年 10月 18日 

寄贈先 国際連合児童基金（ユニセフ） 

寄贈品 金員 

 

企業名 フリームジャパン株式会社 

企業住所 愛知県豊橋市神ノ輪町 63番地 

代表者 黒柳 庄司 

お取引店 豊橋支店 

寄贈日 2021年 10月 22日 

寄贈先 豊橋市立八町小学校 

寄贈品 児童図書 10冊 

 

企業名 丸冨士興運有限会社 

企業住所 三重県桑名郡木曽岬町大字源緑輪中 970番地の 1 

代表者 柘植 由之 

お取引店 港支店 

寄贈日 2021年 11月 5日 

寄贈先 木曽岬町立木曽岬小学校 

寄贈品 AppleTV、アダプタ 

 

企業名 株式会社NSK 

企業住所 名古屋市東区大幸一丁目 10-15 

代表者 宮川 善貴 

お取引店 平田町支店 

寄贈日 2021年 11月 12日 

寄贈先 土岐市立総合病院 

寄贈品 金員 

 



 

企業名 有限会社橋本樹脂工芸 

企業住所 名古屋市緑区鳴海町字杜若 17番地 

代表者 橋本 公夫 

お取引店 野並支店 

寄贈日 2021年 11月 15日 

寄贈先 学校法人南山学園 南山大学 

寄贈品 
非接触温度計 4台 

ACアダプタ 4台 

 

企業名 知多髙圧ガス株式会社 

企業住所 愛知県知多市新刀池 2丁目 14番地 

代表者 花井 康弘 

お取引店 知多支店 

寄贈日 2021年 11月 18日 

寄贈先 知多市 

寄贈品 金員 

 

企業名 東海パートナーズ株式会社 

企業住所 名古屋市中川区西日置 1-1-3 

代表者 小牟田 哲也 

お取引店 八熊支店 

寄贈日 2021年 11月 25日 

寄贈先 名古屋市立稲西小学校 

寄贈品 一眼レフデジタルカメラ、SDカード 

 

 以 上 


