
2022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11月15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】 【名古屋市西区】 【名古屋市中区】 【名古屋市瑞穂区】 【名古屋市港区】 【名古屋市緑区】 【愛知県豊橋市】

有限会社ファイン・ライトサービス 株式会社コーナン 株式会社フリースタイル 有限会社野村土地 株式会社伊徳 相和技建株式会社 田中電機株式会社

株式会社エストラスト不動産 株式会社名栄社 AJ･Flat株式会社 株式会社佐々木コーティング ヨコイピーナッツ株式会社 有限会社名盛超硬 株式会社希望

ステラフィールド株式会社 太美工芸株式会社 有限会社角商会 名古屋メッキ工業株式会社 東海タンカー株式会社 株式会社ルーフコーポレーション 株式会社宮城工業

アオキ産業株式会社 東海プラスチック工業株式会社 株式会社インディ・アソシエイツ 株式会社さくらリバース 株式会社大港 株式会社谷内工務店 ルクラ株式会社

株式会社金城軒 株式会社イワサキ金属 TOMITA株式会社 石竹食品株式会社 特定非営利活動法人ライフパートナー 有限会社巧栄工業 【愛知県岡崎市】

有限会社ね夢りやプランニング 株式会社イワタ 旭産業株式会社 瑞陵スチール株式会社 太西陸運株式会社 株式会社わ 株式会社ミライデアル

株式会社金菱エンジニアリング 株式会社真野ししゅう ハヤノ産業株式会社 【名古屋市熱田区】 株式会社東海アルマイト工業所 大同建設株式会社 株式会社ハウスプランニング

株式会社サンユーハウジング 【名古屋市中村区】 日本パトロール株式会社 株式会社いま津 株式会社磯部工業 医療法人一真会 株式会社山鈴興業

中部ホーム株式会社 株式会社アットイン 株式会社光響社 DAISUI株式会社 東海機械製造株式会社 神の井酒造株式会社 シンセロック株式会社

東京第一販売株式会社 株式会社ヤマナカ 株式会社レクスト 名線鋼業株式会社 有限会社大創 有限会社辰和工業 株式会社テクノ二十一グループ

株式会社C.L.T ゴールドトラスト株式会社 株式会社羽根田商会 株式会社妙香園 有限会社タカミ工業 株式会社セイリョウライン 株式会社大和

株式会社LYDE 株式会社岩井文男美容室 共栄貿易株式会社 株式会社ウシヒロ 株式会社マルトモ 【名古屋市名東区】 株式会社NECS

松田鉄鋼株式会社 株式会社神谷 株式会社丸文材木店 株式会社黒田商事 株式会社高橋技建 医療法人桂名会 大洋荷役株式会社

産交商事株式会社 株式会社ホームズパレット エイチキューブ株式会社 八熊鍍金工業株式会社 コウセイファスナー株式会社 有限会社わかば不動産 株式会社インスタイル

シンコウメディカル株式会社 フィリックス株式会社 株式会社アイデアプラス 有限会社東海商会 株式会社華盛 株式会社メイ・コネクト 真央STYLE株式会社

株式会社山の手技建工業 エボルテック株式会社 THREE PLUS株式会社 株式会社川野商店 株式会社MEINAN CSホームズ株式会社 松電株式会社

アドスクエア株式会社 株式会社京栄センター 栄繊維工業株式会社 株式会社冨田商店 株式会社七色 株式会社エイピィエム 株式会社安震

株式会社クオリティジャパン 大洋石油株式会社 株式会社リミックスプロダクツ 宏和工業株式会社 【名古屋市南区】 トラムシステム株式会社 株式会社エルスタット

スマイルハート株式会社 ITS株式会社 東菱電子株式会社 【名古屋市中川区】 株式会社伊藤鍛工所 株式会社ユウキ 株式会社サンワ運輸

【名古屋市東区】 株式会社Crossvi 株式会社アクセス 余合ホーム＆モビリティ株式会社 カタイワ株式会社 株式会社CFFORTWO 有限会社タツミヤ

アースドライブ株式会社 株式会社髙坂工業 株式会社スカイシーズ 有限会社向日葵 株式会社ツルミ 有限会社ジーピーガレージ 株式会社アモス

株式会社フォーシーズン 大隅株式会社 株式会社ImaedaDesign 株式会社小桝屋 株式会社三鈴製作所 フロンヴィルホームズ名古屋株式会社 澤野ニット商事株式会社

株式会社トラスト 日本ユニホーム株式会社 有限会社中村設計事務所 株式会社中日ベビー商会 司重機株式会社 東山浴槽株式会社 メイユー株式会社

株式会社BIKEN.s 進両運送株式会社 LIVE株式会社 ナワ繁株式会社 東海信号株式会社 株式会社ベストハウス 暁電気工業株式会社

盛森旭日株式会社 東報防災工業株式会社 株式会社共立工機 電商株式会社 奥村商事合資会社 株式会社INOフードステーション 有限会社ヤシマ

有限会社KT創建 有限会社鈴木鈑金 株式会社オクムラ写真館 株式会社ニッコー 株式会社マリン 株式会社オノテック 株式会社永野金型

株式会社GIFT 株式会社健康生活グループ友愛 株式会社かん・ぜおん 元気でんき株式会社 有限会社大日電気工業 【名古屋市天白区】 大成商事株式会社

有限会社CLOSER 株式会社宮木商会 株式会社龍屋半左衛門 株式会社中野工業所 株式会社アオマツ 有限会社ビー・ライフ 有限会社宇野工業

株式会社ホンダ東販売 株式会社SORA 【名古屋市昭和区】 株式会社西川塗料商会 ワイエス株式会社 株式会社SHC 株式会社花こころ

株式会社文方社 株式会社パブリック 福田金属株式会社 株式会社マチ家 株式会社名和工業 ランクス株式会社 株式会社加藤商店

株式会社アールプランナー 株式会社ジムコム 中部電工株式会社 株式会社サラダ介護 有限会社清樹産商 株式会社ブライトニック 株式会社協和テクノス

【名古屋市北区】 株式会社エスエムアイ 株式会社豊誠建設 伊藤鋳工株式会社 株式会社伊藤彰産業 株式会社鏡不動産 岡北化成有限会社

株式会社ギャレット 株式会社タイムワールド 株式会社東洋精工 株式会社遠藤製作所 株式会社西山商店 税理士法人中央経営 有限会社MK.LiNK

朝日化工株式会社 株式会社ネオシステム 株式会社あけぼのリース産業 滝川物産株式会社 株式会社藤技建 有限会社マシンテック 【愛知県一宮市】

ガイアパイル株式会社 株式会社ハルク 伊藤化学工業株式会社 CORSA株式会社 【名古屋市守山区】 有限会社アイ自動車鈑金 メトロ科学模型株式会社

プロップ貿易株式会社 株式会社サイファーテック 株式会社ティーエナジー 有限会社山雄工芸 株式会社新生工務 中西株式会社 一宮紙原料株式会社

東警株式会社 株式会社川﨑工業 株式会社フォレスト 株式会社名古屋シリコン 株式会社ウエダ 株式会社テクト 株式会社サンインテリア

株式会社名団 株式会社鳥重商店 東洋企業株式会社 株式会社翼工芸 株式会社東名技研 J-MACS税理士法人 有限会社ニューライフシステム

株式会社イノセンス ダイワ株式会社 株式会社メイプル名古屋 株式会社川﨑磁器 株式会社青電社 株式会社セージツ 三井堂株式会社

桜井製本合資会社 株式会社平成電設エンジニアリング 株式会社精研 株式会社エヌシーアイ 株式会社コネクト 【愛知県豊橋市】 トマシン株式会社

フレッシュサポート株式会社 名西建材株式会社 有限会社プラウド 愛知技研工業株式会社 株式会社NEXT マツイ株式会社 株式会社万歳家具

株式会社KDC 株式会社sumarch 株式会社サクラ自動車工業所 株式会社ミノル化成 株式会社クリアスペース 寿酒販株式会社 株式会社ウメハラ

株式会社名商 株式会社石塚組 有限会社タナカ興業 株式会社トーカイネクスト 株式会社タカミ産業 一般社団法人ほっぷ 株式会社T-style

【名古屋市西区】 【名古屋市中区】 有限会社中川ビニール工業所 SSフーズ株式会社 株式会社ガーデンコンフォート 株式会社荒徳屋 株式会社河村商会

藤間工業株式会社 株式会社五大トラスト 協英産業株式会社 株式会社神谷商店 協立運輸株式会社 株式会社白石商事 株式会社UT工業

松栄電子工業株式会社 株式会社エフエスクリエーション 株式会社KAJIKEN 株式会社ホームパートナー 株式会社アンドウコーポレーション 仲川木材株式会社 株式会社鳥越樹脂工業

有限会社梅村紙工所 株式会社R4 株式会社ジャストプラン 有限会社SRグリーン 【名古屋市緑区】 株式会社みかわ屋 有限会社ウィコム

三和食品工業株式会社 有限会社ヴィック設計室 【名古屋市瑞穂区】 株式会社ライフサポートひまわり 長楽国際サービス有限会社 株式会社白繁 有限会社池戸システム設計事務所

株式会社SUNトラスト 株式会社リアル 株式会社八百玉 株式会社明和プラスチック工業 マルシメ株式会社 株式会社スウィング



 

 別紙

※敬称略・順不同

【愛知県一宮市】 【愛知県津島市】 【愛知県犬山市】 【愛知県大府市】 【愛知県清須市】 【愛知県海部郡大治町】 【静岡県】

株式会社HKhouse 株式会社カンダ住建 杏村金属株式会社 株式会社和光 株式会社NEXT 有限会社トキワ工業 株式会社TRINC

株式会社森熊 井ノ口産業株式会社 増田金属工業株式会社 インセント株式会社 医療法人欅会 有限会社福堀工業 株式会社アイ・ビー・カンパニー

名古屋避雷針工業株式会社 有限会社ヴァリアス 【愛知県常滑市】 株式会社アイハタ工業 株式会社幸栄住建 名南エレック株式会社 株式会社ベスト・ハウジング

株式会社蘇東電機商会 有限会社土方建設 株式会社倖健 株式会社稲葉鈑金工作所 有限会社サン・ステックス 株式会社アドバンス 株式会社TMメタル

株式会社セブンパック 【愛知県碧南市】 株式会社ヤマキイカイ 東洋クッション株式会社 株式会社柴山鉄工所 株式会社高取建材店 有限会社共同レース

【愛知県瀬戸市】 名曲堂楽器株式会社 久野金属工業株式会社 【愛知県知多市】 ササキメタル株式会社 【愛知県海部郡蟹江町】 【大阪府】

株式会社アカギ 株式会社板倉製作所 【愛知県江南市】 株式会社奥崎興業 レーム化学株式会社 株式会社光源社 株式会社伊藤商事

大栄工業株式会社 株式会社ナカショウ 株式会社船井アソシエイツ 秦電設工業株式会社 株式会社THライン OTA株式会社 【東京都】

【愛知県半田市】 【愛知県刈谷市】 有限会社藤澤工務店 プライムスター株式会社 【愛知県北名古屋市】 Case株式会社 株式会社東宣エイディ

有限会社Bダッシュ 協豊金属工業株式会社 株式会社アイミヤ 株式会社大洋商会 株式会社東海ネット 名古屋セラミックス株式会社

株式会社ATS 有限会社落合鉄工所 株式会社ケーツー 【愛知県尾張旭市】 橋梁技建株式会社 株式会社早川工務店

【愛知県春日井市】 藤久運輸倉庫株式会社 尾関建設株式会社 株式会社タチ基ケアサービス 【愛知県みよし市】 株式会社サカエプレス

オークランド観光開発株式会社 【愛知県豊田市】 景山工業株式会社 株式会社カナオコーポレーション 株式会社プライオリティ 【愛知県海部郡飛島村】

有限会社親和エンジニアリング 有限会社クマセコーポレーション 大森鍍金有限会社 株式会社東伸ホーム 有限会社カープラザワタナベ 愛宝化学株式会社

株式会社TKU RISE株式会社 株式会社三テック 【愛知県高浜市】 株式会社モトムラ 株式会社大宝金属

山田管工事有限会社 三河計器サービス株式会社 有限会社樋口工務店 有限会社石保 三好施工株式会社 愛知鍛造株式会社

株式会社ワイズトップ 有限会社豊田調剤薬局 【愛知県小牧市】 【愛知県岩倉市】 豊栄金属工業株式会社 【愛知県知多郡東浦町】

有限会社勇基産業 株式会社フカデン 有限会社工芸社 株式会社翔栄通商 【愛知県あま市】 株式会社トリプルエナジー

有限会社馬見鈑金工業 株式会社シマテック 名東電産株式会社 池原工業有限会社 株式会社ジャパン・パッケージ 【愛知県知多郡武豊町】

朝日理化工業株式会社 有限会社シマテックサービス 有限会社シンコウ運輸 【愛知県豊明市】 株式会社富士美化成 株式会社夢現設備

株式会社アイ 株式会社ミネテクノサービス 株式会社愛掌 有限会社大晃工業所 エスピーデイー株式会社 【岐阜県】

株式会社丸鈴運輸 櫻井工業株式会社 三晃金属株式会社 株式会社マルハ ミストラル有限会社 株式会社双運管理
株式会社全日本ピアノ運送 株式会社サン・プロテック 有限会社佐藤木型製作所 株式会社伸幸工業 株式会社Laffey 株式会社ウィザード
株式会社豪美 有限会社ダイキ環境 有限会社倉知製作所 松井設備株式会社 有限会社都築建設 株式会社エムズ
有限会社多田製作所 エムワークス株式会社 株式会社三鷹工業所 【愛知県日進市】 株式会社キヨタファスニング 有限会社丸尚商会
富永紙器工業有限会社 株式会社メディクロホーム 株式会社アイオー・エム 日進螺子工業株式会社 有限会社ササキ板金 株式会社キング印刷紙工

株式会社Consequence 榊原精密株式会社 株式会社中部共同印刷 株式会社名豆食品 藤ノ宮工業株式会社 宮川工業株式会社
浜島工業株式会社 有限会社佐藤電機 【愛知県稲沢市】 有限会社フジ土木 株式会社横井加工所 株式会社パネックス
株式会社ニューズ 合同会社P-BEANS 稲沢運輸株式会社 株式会社フォークス 株式会社シブヤテック 有限会社三征機工
有限会社ヤマイチ 桜井車体工業有限会社 株式会社大栄自動車 株式会社ETS 有限会社中日本物流 日興精機株式会社
株式会社和功工芸 有限会社岩月組 熊谷商事株式会社 有限会社ナチュラルパートナーズ 杉浦グラビヤ印刷株式会社 株式会社中部エフテック
有限会社エヌ・ディー・エス 有限会社名豊テラプリモ 富田合成有限会社 有限会社オノダテクネトロ 【愛知県愛知郡東郷町】 山栄物資運輸株式会社

旭特殊プリント株式会社 【愛知県安城市】 株式会社ヒラノヤ 中日化学株式会社 株式会社和田製作所 株式会社山口製作所
株式会社西原良工業所 サカイ建材株式会社 株式会社ベストカーゴ 株式会社稲吉建設 株式会社エス．エム．ティ工業 株式会社Deto
株式会社BTD 有限会社都築産業 【愛知県長久手市】 株式会社福留エンジニアリング 鎌倉商事株式会社 株式会社東海化成
押切電機株式会社 株式会社東端運輸 株式会社名東水園 【愛知県愛西市】 FELLOWS株式会社 株式会社アイエムイー

【愛知県豊川市】 株式会社ティーエス 吉田硝子株式会社 株式会社YSコンテナ 【愛知県西春日井郡豊山町】 ヤマテック株式会社
株式会社コンドウ 株式会社ビレッジ開発 株式会社イツワ工業 株式会社ワタリ建設 株式会社ダイコウ 株式会社ハツカワ
株式会社中部シイアイシイ研究所 三晴工業株式会社 株式会社カルナック 有限会社なかしま 株式会社カネ甚 株式会社カク仲
協和陸運株式会社 株式会社ぼてこアンドぼてじゅう 有限会社NewsAgentHosokawa 日起建設株式会社 株式会社北部市場販売 株式会社大島電氣工事

東海セイホク株式会社 有限会社フロムワン 【愛知県新城市】 有限会社サンメカトロパーツ 【愛知県丹羽郡大口町】 有限会社タイセイ
藤原建設株式会社 株式会社北中産業 株式会社スエヒロ産業 有限会社羽柴化成工業 株式会社ストライヴ・プロモーション 株式会社エネサーブ岐阜

【愛知県津島市】 株式会社中部日軽 【愛知県東海市】 有限会社鈴建 有限会社壽々木工作所 【静岡県】
有限会社アトラス 【愛知県西尾市】 有限会社東海翠企業 株式会社加藤組 株式会社サカイ 鈴和建設有限会社
株式会社トリオ 有限会社サンシュウテック 藤武工業株式会社 有限会社水野製作所 ルアーチェ・トランスポート株式会社 フジパック株式会社
有限会社プランニングクリキ 株式会社アックス 【愛知県大府市】 有限会社三晃化成 大口精糧株式会社 岡村建設工業株式会社

特進産業株式会社 油圧機工業有限会社 株式会社ドリーム・メディカル ティーエム技研工業株式会社 【愛知県丹羽郡扶桑町】 サワイリ食品株式会社
赤星金属工業有限会社 有限会社丸庄商店 株式会社クオーレ 【愛知県清須市】 株式会社松田製作所 プラスチック加工興和株式会社

有限会社カワセイ建材 三周全工業株式会社 株式会社吉田金型工業 株式会社HSAEJAPAN 日本紙管株式会社


