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SDGs・寄贈型私募債「未来への絆」、寄贈品贈呈について 

 名古屋銀行（頭取 藤原 一朗）は、今般、SDGs・寄贈型私募債「未来への絆」引き受けにより、

下記の通り寄贈品の贈呈をいたしましたので、お知らせします。 

 当商品は、私募債を発行されるお客さまから受け取る手数料の一部を、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。 

 当行と発行企業は SDGs活動、CSR活動を通じて、地域の「未来」を応援し、「絆」をつくり、

地域社会の繁栄を目指してまいります。 

 

記 

 

発行企業 株式会社タカラ自動車教習所 

企業住所 愛知県豊川市御津町広石横町 63番地の 1 

代表者 戸田 貞光 

 

お取引店 豊橋支店 

寄贈日 2021年 12月 8日 

寄贈先 愛知県交通安全協会豊川支部 

寄贈品 金員 

 

 

発行企業 株式会社K’s電設 

企業住所 愛知県豊橋市前芝町字稲場 59番地 

代表者 見目 昌彦 

 

お取引店 豊橋支店 

寄贈日 2022年 2月 7日 

寄贈先 小中一貫校前芝学校 

寄贈品 

体操マット 2枚 

トランシーバー1台 

ポスタープリンター1台 

 



 

発行企業 株式会社名古屋シリコン 

企業住所 名古屋市中川区東起町四丁目 133番地 1 

代表者 成田 修一 

 

お取引店 東中島支店 

寄贈日 2022年 3月 9日 

寄贈先 知多市立八幡小学校 

寄贈品 

スチールローカウンター2台 

スチールコーナー1台 

スチール引出し 3個 

 

 

発行企業 加藤建設株式会社 

企業住所 名古屋市昭和区出口町二丁目 40番地 

代表者 野中 千晴 

 

お取引店 桜山支店 

寄贈日 2022年 3月 10日 

寄贈先 名古屋市立桜山中学校 

寄贈品 

スポットライト 1台 

除菌剤 1個 

使い捨て手袋 14箱 

 

 

発行企業 株式会社NEW LIFE MOBILE 

企業住所 名古屋市東区葵三丁目 15番 31号 

代表者 森 勇樹 

 

お取引店 覚王山支店 

寄贈日 2022年 3月 22日 

寄贈先 春日井市立味美小学校 

寄贈品 図書一式 

 



 

発行企業 有限会社廣工務店 

企業住所 愛知県岡崎市鴨田町字北魂場 46番地 1 

代表者 加藤 隆司 

 

お取引店 大樹寺支店 

寄贈日 2022年 3月 22日 

寄贈先 岡崎市立岩津小学校 

寄贈品 デジタル一眼レフカメラ 1台 

 

 

発行企業 インセント株式会社 

企業住所 愛知県大府市月見町四丁目 38番地 

代表者 森下 勝己 

 

お取引店 大府支店 

寄贈日 2022年 3月 24日 

寄贈先 愛知県立大府高等学校 

寄贈品 液晶ディスプレイ 1台 

 

 

発行企業 ジャパン・トゥエンティワン株式会社 

企業住所 愛知県豊橋市多米東町二丁目 5番地 12 

代表者 岸本 賢和 

 

お取引店 瓦町支店 

寄贈日 2022年 4月 9日 

寄贈先 豊橋市 豊橋少年少女発明クラブ 

寄贈品 金員 

 



 

発行企業 アイズ継手技工株式会社 

企業住所 愛知県津島市百島町字献上 1番地 2 

代表者 石橋 弘隆 

お取引店 神守支店 

寄贈日 2022年 2月 8日 

寄贈先 津島市立神守中学校 

寄贈品 
バックシートスタンド 

足踏式手指消毒スタンド一式 

 

発行企業 株式会社トヨナカ 

企業住所 名古屋市中区橘一丁目 23番 4号 

代表者 木下 雄一 

お取引店 港支店 

寄贈日 2022年 2月 14日 

寄贈先 日進・長久手エンジョイラグビースクール 

寄贈品 
ジャージ 27枚、スタッフユニフォーム 10セット 

ラグビーボール 25個、バックパック 30個        他 

 

発行企業 株式会社アクセス 

企業住所 名古屋市中区栄三丁目 11番 31号 グラスシティ栄 14階 

代表者 横田 馨 

お取引店 柳橋支店 

寄贈日 2022年 2月 16日 

寄贈先 社会福祉法人昭徳会 児童養護施設駒方寮 

寄贈品 金員 

 

発行企業 株式会社アクセスグループ 

企業住所 名古屋市中区栄三丁目 11番 31号 グラスシティ栄 12F 

代表者 横田 馨 

お取引店 柳橋支店 

寄贈日 2022年 2月 16日 

寄贈先 社会福祉法人昭徳会 児童養護施設駒方寮 

寄贈品 金員 

 



発行企業 サツキ運送株式会社 

企業住所 名古屋市中村区宿跡町二丁目 7番地 1 

代表者 野々垣 清 

お取引店 中村支店 

寄贈日 2022年 2月 18日 

寄贈先 学校法人愛自整学園 愛知自動車整備専門学校 

寄贈品 マルチサポートツール 

 

発行企業 株式会社アイエスリンク 

企業住所 愛知県春日井市下条町一丁目 2番 28号 

代表者 中北 裕三 

お取引店 黒川支店 

寄贈日 2022年 3月 4日 

寄贈先 春日井市 

寄贈品 金員 

 

発行企業 東海ガス株式会社 

企業住所 愛知県知多市八幡字荒古前 33番地の 1 

代表者 花井 弘光 

お取引店 知多支店 

寄贈日 2022年 3月 4日 

寄贈先 知多市立八幡中学校 

寄贈品 
スチームクリーナー1台、液晶テレビ 1台 

レイコップ 1台、電気掃除機 1台 

 

発行企業 株式会社エサカ 

企業住所 愛知県高浜市神明町八丁目 20番地 1 

代表者 江坂 繁也 

お取引店 刈谷支店 

寄贈日 2022年 3月 11日 

寄贈先 東海中央ボーイズ 

寄贈品 金員 

 



 

発行企業 株式会社カルヴィックオイル 

企業住所 名古屋市南区大堀町 7番 13号 

代表者 澤田 一史 

お取引店 野並支店 

寄贈日 2022年 3月 14日 

寄贈先 名古屋市立菊住小学校 

寄贈品 検温・消毒スタンド 3台 

 

発行企業 KTX株式会社 

企業住所 愛知県江南市安良町地蔵 51番地 

代表者 野田 太一 

お取引店 江南支店 

寄贈日 2022年 3月 25日 

寄贈先 国立大学法人 長崎大学 

寄贈品 小型 LED光源 1台 

 

発行企業 株式会社ナガイ 

企業住所 名古屋市中川区百船町 4番 8号 

代表者 永井 光 

お取引店 柳橋支店 

寄贈日 2022年 4月 7日 

寄贈先 名古屋市立工芸高等学校インテリア科 

寄贈品 
スポット冷暖房エアコン 2台、インパクトドライバー1セット、 

救急バッグ 1セット、水彩パレット 15個 

 

発行企業 株式会社トヨナカ 

企業住所 名古屋市中区橘一丁目 23番 4号 

代表者 木下 雄一 

お取引店 港支店 

寄贈日 2022年 4月 11日 

寄贈先 名古屋市立大学病院 

寄贈品 金員 

 



 

発行企業 株式会社野村コーポレーション 

企業住所 名古屋市中区栄一丁目 2番 3号プラウドタワー名古屋栄 2808 

代表者 野村 洪一 

お取引店 柳橋支店 

寄贈日 2022年 4月 11日 

寄贈先 特定非営利活動法人セカンドハーベスト名古屋 

寄贈品 金員 

 

発行企業 株式会社江頭工業所 

企業住所 名古屋市南区要町五丁目 97番地 

代表者 田中 清隆 

お取引店 鳴尾支店 

寄贈日 2022年 4月 15日 

寄贈先 名古屋市立大高小学校 

寄贈品 
ジョイントメジャーマット 2組 

ドッジボール 10個 

 

発行企業 株式会社バイナル 

企業住所 名古屋市中区錦一丁目 4番 6号 

代表者 岡本 治彦 

お取引店 葵支店 

寄贈日 2022年 4月 20日 

寄贈先 社会福祉法人中日新聞社会事業団 中日青葉学園 

寄贈品 金員 

 

発行企業 高橋電気工事株式会社 

企業住所 愛知県尾張旭市井田町三丁目 13番地 

代表者 髙橋 純一 

お取引店 尾張旭支店 

寄贈日 2022年 4月 25日 

寄贈先 尾張旭市 

寄贈品 金員 
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