
 2022年 5月 17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、当行の取り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  2022年5月17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 

・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など 

 

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】 【名古屋市港区】 【愛知県岡崎市】 【愛知県豊川市】 【愛知県小牧市】 【愛知県あま市】
株式会社野々山ハウジング設備 株式会社野村コーポレーション 五港建設株式会社 三河ボデー株式会社 株式会社エスケイテクニカ グラスリンク株式会社 株式会社はいはい
株式会社サンユーハウジング 株式会社ナゴヤ協会 名古屋ダイキュー運輸株式会社 株式会社安震 株式会社機製作所 デリカ食品工業株式会社 大井設備工業株式会社

株式会社谷口業務店 株式会社フードシティ 有限会社南陽硝子 大洋荷役株式会社 千路工業株式会社 株式会社伸興業 ミストラル有限会社

有限会社二村商店 株式会社FUJI技研 株式会社知多リサイクル 岡崎流通サービス株式会社 【愛知県津島市】 有限会社松山工業 有限会社大島工作所

有限会社イマージュ企画 株式会社かぶらやグループ 有限会社大翔興業 松電株式会社 株式会社中央総合企画 有限会社てんじん 【愛知県みよし市】

【名古屋市東区】 株式会社プランナーズランド 株式会社DaLa木工 株式会社大和 サタケ食品株式会社 伊藤商事株式会社 有限会社マツイワ

株式会社保坂工業所 LIVE株式会社 【名古屋市南区】 株式会社ワイエム電機 株式会社橘アルミニューム製作所 千成工業株式会社 極東工業株式会社

株式会社トラスト 株式会社GAGA 株式会社髙千穂運輸 杉林建設株式会社 有限会社神守紙工所 株式会社メイク 【愛知県愛知郡東郷町】

株式会社ビジネスサポート 株式会社アイ・ディ・オー 株式会社タムラ住建 株式会社ネイブレイン 有限会社日比機工 株式会社フジイ樹脂加工 昭和塗装機株式会社

株式会社橋本金属商事 株式会社しんめっく 株式会社小渡工業 株式会社ジオミック 栗木運輸株式会社 株式会社田中自動車整備 ヤマタツ商事株式会社

株式会社学校良品 【名古屋市昭和区】 株式会社享和築炉 やはぎ設備株式会社 株式会社タツミ技建 有限会社長友商事 有限会社インプレスサービス

株式会社Smallit 日研オフィスシステム株式会社 日清鋼業株式会社 旭工業株式会社 有限会社エルフィン 極東モーター株式会社 株式会社天池設計

【名古屋市北区】 伊藤化学工業株式会社 有限会社ケイ・サポート 株式会社NECS 株式会社エフテック 株式会社カーストック 株式会社中日プルーフ

株式会社秋田建設 ビクター商事株式会社 有限会社わかくさ 株式会社しんこう シーピーエムサービス株式会社 【愛知県稲沢市】 株式会社エイワンシステム

株式会社大醐 株式会社ナカケン 株式会社村上精機 株式会社福井ポンプ技研 有限会社平山運輸 三協電機株式会社 【愛知県海部郡大治町】

株式会社天馬商事 株式会社メイプル名古屋 株式会社ワラケン 伊藤レーシングサービス株式会社 【愛知県碧南市】 株式会社丸美 有限会社古澤製作所
アクアメニテイ工業株式会社 株式会社Jマテリアル 株式会社佐藤製作所 グラーティア司法書士法人 株式会社古久根 【愛知県長久手市】 髙取鉄工株式会社

東海警備保障株式会社 名古屋理研電具株式会社 【名古屋市守山区】 株式会社花徳 親和建設株式会社 株式会社光洋 有限会社市来機械

大隅鉄工株式会社 株式会社安田自動車工業所 株式会社青電社 東海測量株式会社 株式会社Eテック 株式会社三洋化成

ガイアパイル株式会社 株式会社石黒製作所 株式会社ワンピース 椙山紡織株式会社 【愛知県刈谷市】 東亜システム株式会社 【愛知県海部郡飛島村】

株式会社ブロードバンク 有限会社レベル 株式会社ストーン 澤野ニット商事株式会社 有限会社都築工業所 特定非営利活動法人百千鳥 株式会社大宝金属

株式会社Y'S TRADING 【名古屋市瑞穂区】 株式会社中部ビデオプロダクツ 株式会社太田商店 医療法人健輝会 【愛知県新城市】 【愛知県西春日井郡豊山町】

株式会社二和印刷紙業 株式会社アルファプランニング 大森電機株式会社 株式会社ハマダ工商 株式会社MOKUMI 株式会社豊栄工業 株式会社三協

大橋金属株式会社 名織株式会社 株式会社大和興業 ハウスリペア株式会社 株式会社バーム 【愛知県東海市】 株式会社太田

株式会社考建社 有限会社山田餅　新瑞店 株式会社岩田製作所 大栄建設株式会社 【愛知県豊田市】 アールートップ株式会社 萬青果株式会社

【名古屋市西区】 有限会社トラッフル 株式会社日豊 有限会社カトウ 有限会社武田工業 株式会社セキ 【愛知県丹羽郡大口町】

株式会社羅漢果工房 MTTECHNICALJAPAN株式会社 有限会社ダイヤシステム運輸 株式会社鳥居工業 株式会社近江屋 株式会社磯部組 株式会社前田製作所

株式会社長谷川綿行 ドリーム名古屋株式会社 株式会社テスミック 【愛知県一宮市】 株式会社ムツミ建設 有限会社大場組 有限会社壽々木工作所

愛新化成工業株式会社 有限会社GRAZIE 【名古屋市緑区】 日本エコシステム株式会社 アイチシステム株式会社 株式会社秀栄 【愛知県丹羽郡扶桑町】

株式会社マーケットマネージメント 【名古屋市熱田区】 株式会社はな華 ワールドシステム工業株式会社 豊田プレス工業株式会社 株式会社エヌアールティー 株式会社扶桑クリーン社

則武商事株式会社 株式会社ワセイジャパン 有限会社岩田プランテック SGエンジ株式会社 有限会社大悟建設 【愛知県大府市】 株式会社大黒屋

株式会社エフスリィー 学校法人村上学園 有限会社松井電気 株式会社万歳家具 株式会社シオヤキャッスル 有限会社矢田化学工業 株式会社トラスティ

愛岐電設株式会社 加藤精工株式会社 成栄化工株式会社 株式会社スタッフス 【愛知県安城市】 有限会社オーツーファニチャー 大藪建設株式会社

株式会社ヨコイ工業 昭和陸送株式会社 株式会社イナガキ 株式会社フジコン 株式会社岡田煉瓦製造所 東洋クッション株式会社 【愛知県知多郡東浦町】

キザイテクト株式会社 株式会社瓢屋 有限会社RGテック 三星ケミカル株式会社 三河清掃有限会社 【愛知県知多市】 有限会社東和工業

株式会社不二興産 合資会社日比野製作所 株式会社カネックス ウラタ建装株式会社 株式会社光製作所 有限会社今野工業 【岐阜県】

株式会社住和 株式会社CTK 株式会社スイト 株式会社ライジングサン 三晴工業株式会社 株式会社エムプロ マルアイ石灰工業株式会社

大浩株式会社 株式会社総合企画 東海精密エンジニアリング株式会社 奥村電機株式会社 株式会社愛晃産業 【愛知県知立市】 株式会社キソウ技研
東海プラスチック工業株式会社 株式会社川野商店 株式会社ひさすえ 株式会社V.A.M.P.S 有限会社Y&S 大東電機工業株式会社 小島工業株式会社

マルオカ工商株式会社 【名古屋市中川区】 佐藤精機株式会社 株式会社春日商会 株式会社エムシーライン 【愛知県尾張旭市】 株式会社スザキ工業所

株式会社ダイワテック 株式会社服部鉄工所 【名古屋市名東区】 株式会社ウメハラ 【愛知県西尾市】 株式会社タチ基ホーム 株式会社山本養鶏孵化場

株式会社大心 有限会社パリパリ海苔販売 株式会社S&S 泰平製菓株式会社 コクネ製作株式会社 イコリティー株式会社 株式会社楽笑
株式会社ひまわりウェルフェアHD 株式会社金広 医療法人社団明照会 株式会社フジカワ商事 安藤木型株式会社 株式会社ティー・エフ・ピー 武智商事株式会社

【名古屋市中村区】 株式会社服部歯車 株式会社吉田鋳造研究所 川口合成株式会社 株式会社幸鋼業 【愛知県高浜市】 株式会社ケイ・ワークス

株式会社エイチアンドティーフォレスト 株式会社すずき商事 ティウエスト株式会社 【愛知県瀬戸市】 金山化成株式会社 カネアツ株式会社 株式会社キィポーション

株式会社三協社 有限会社中新運輸 【名古屋市天白区】 株式会社瀬戸豊栄家電 【愛知県犬山市】 株式会社テクニカルサービス 岐阜種苗株式会社

株式会社双葉屋 株式会社タツミ 株式会社河合工業 株式会社イフジホーム 兼子工業株式会社 【愛知県岩倉市】 華井プラ工業有限会社

株式会社プラス・アルファ 株式会社日新 株式会社アヅマ商会 朝日珪砂鉱業株式会社 株式会社鈴空コーポレーション 桜井工業株式会社 福徳工業株式会社

GOOD AID株式会社 中川タクシー株式会社 株式会社P・C・GTEXAS 【愛知県半田市】 有限会社高間電気商会 【愛知県豊明市】 有限会社サンエイ

株式会社コハクシステム 有限会社西澤重量 株式会社エレック イザキ 知多印刷株式会社 株式会社あいち統合医療 メイトク株式会社 株式会社松栄堂楽器
トータルクリエート株式会社 有限会社未来厨機 株式会社みるくモーモ 有限会社メイト工業 株式会社林商店 有限会社エフォート 松保建設有限会社

名古屋通信工業株式会社 有限会社名古屋工芸 日興薬品工業株式会社 有限会社愛知南運輸 ヤマミ運輸有限会社 有限会社野田設備 株式会社山正

ダンフーズ株式会社 有限会社鈴木金型工作所 株式会社葵フーズディナーズ 株式会社徳川 株式会社シマショウ 【愛知県日進市】 中部メック株式会社

シャープ工業株式会社 コザキ断熱株式会社 YKR株式会社 岩春株式会社 株式会社豊栄自動車 荒川工業株式会社 株式会社テクノ・ハヤシ

株式会社宮木商会 株式会社新生工業 中西株式会社 【愛知県春日井市】 中京開発株式会社 【愛知県愛西市】 テクノタカギ株式会社

株式会社D.O.N 有限会社エスティーファクトリー 名南化成工業株式会社 株式会社真功社 有限会社ウシホ製作所 有限会社林工芸 真空セラミックス株式会社

進両運送株式会社 有限会社エスアイ・テック 興立産業株式会社 株式会社全日本ピアノ運送 【愛知県常滑市】 早坂鉄工株式会社 クリエイティブビジョン株式会社

株式会社泉不動産 株式会社ポピー名古屋 おかもと商会株式会社 中央ライブ株式会社 株式会社ヤマキイカイ 株式会社アイ・アール・ジェイ 【三重県】

三好塗装工業株式会社 有限会社小塚製作所 カトウ建設株式会社 株式会社イケックス工業 常滑牛乳合資会社 【愛知県清須市】 フジ建装株式会社

タイチ株式会社 株式会社トーカイネクスト 株式会社サイパート 有限会社ミナミクリーニング店 株式会社水野組 株式会社中央 株式会社寿要

株式会社東利 名古屋物流サービス株式会社 株式会社浜名 株式会社GR8 和宏工業株式会社 株式会社イト商 【静岡県】

株式会社北辰 和田フードテック株式会社 【愛知県豊橋市】 株式会社田中住設 【愛知県江南市】 株式会社栄進社 富士断熱株式会社

有限会社山崎組 株式会社イトム 株式会社オカダコーポレーション 株式会社みのり食材 株式会社愛北リサイクル 株式会社野内紙工 株式会社UNNO十番

名西建材株式会社 オカヱ工業株式会社 有限会社牧野米穀店 株式会社アドバンテック・サンスイ 株式会社ミツワ 松栄工業株式会社 株式会社海伸

甲陽建設工業株式会社 【名古屋市港区】 株式会社兼八テクノ 株式会社リープス 有限会社シンアイ産業 株式会社エコールディー 株式会社ナユタ

アミックテレコム株式会社 小川工業株式会社 株式会社カレント 株式会社ORANGEPit クレオ株式会社 株式会社合平 【大阪府】

【名古屋市中区】 今村工業株式会社 株式会社睦自動車 株式会社プラット 株式会社三テック 株式会社ワールドケミカル技研 株式会社伊藤商事

旭産業株式会社 大正シッピング株式会社 有限会社三昇 有限会社東春工営 光穂工業株式会社 【愛知県北名古屋市】 マーケットクリエイティブ株式会社

常盤産業株式会社 豊運輸株式会社 ヤマトシ土屋株式会社 有限会社小川商会 【愛知県小牧市】 株式会社シャチライン 日本シールライト株式会社

成和産業株式会社 三英運輸株式会社 ルクラ株式会社 【愛知県豊川市】 株式会社名古屋オイルレス 株式会社有電 【東京都】

株式会社セントラル商会 大橋荷役株式会社 佐藤精工株式会社 住まいLOVE管理株式会社 株式会社鈴木鐵工所 株式会社NATZ NSSホールディングス株式会社

ケーラインサービス株式会社 マルキ工業株式会社 株式会社ホワイト商会 大敬重機運輸株式会社 株式会社藤本工芸 【愛知県弥富市】

株式会社ビリーフ 株式会社前田商事 株式会社シンキレーザ ARK運輸株式会社 有限会社ナカムラ 株式会社仲山商事
株式会社デイブレイクフレーバー 株式会社名古屋合成樹脂工業所 株式会社地仙 藤原建設株式会社 ミツワオート株式会社 有限会社エフケーエル
株式会社アイアールハーツ 株式会社C-UNIT SQUARE 【愛知県岡崎市】 有限会社村田材木店 株式会社メディカルブレイン 有限会社エル商会

株式会社KP サンテツ運輸株式会社 有限会社エーシーマインズ 有限会社河合精工 名成コンクリート株式会社 【愛知県あま市】
駒田印刷株式会社 株式会社サンエネック 株式会社グッドハウス・プロ 有限会社タツミEG 株式会社ケンソー ネキスト株式会社
株式会社レクスト 株式会社濃美鉄工所 株式会社エルスタット 有限会社一宮製作所 有限会社イマエダ BK alpha株式会社
株式会社アクセス 五建工業株式会社 株式会社貴金属宝石桐屋 株式会社NCP 有限会社エスペック・テン 株式会社インターナショナルコミュニケーションズ


