
平成２９年９月２５日 

各位 

 

株式会社 十六銀行 

 

じゅうろく CSR私募債「つながるこころ」の引受けについて 

 

株式会社十六銀行（頭取 村瀬幸雄）は、『じゅうろくＣＳＲ私募債「つながるこころ」』（９月２５日発行）を

引き受けましたので、下記のとおりお知らせします。 

じゅうろくＣＳＲ私募債「つながるこころ」は、当行が私募債発行企業さまから受け取る手数料の一部 

（発行金額の０．２％相当額）を使い、私募債発行企業さまが指定する幼稚園、小学校・中学校・高等学

校・大学等に書籍、スポーツ用品等を寄贈する仕組みとなります。 

当行は、今後とも地域貢献、地方創生に資する活動に積極的に取り組んでまいります。 

 

記 

 

 ９月２５日発行分 十六銀行の保証付私募債（合計：３７件、２，２３０百万円） 

発 行 企 業 

代 表 者 所  在  地 

業      種 発 行 額 期 間（年） 

寄 贈 先 寄 贈 品 

株式会社玉善 

玉野 善教 名古屋市中区丸の内１丁目１７－２ 

不動産業 １００百万円 ２ 

名古屋第二赤十字病院 金員 

イセット株式会社 

伊藤 尚貴 津市桜橋三丁目４０８番地 

警備業 ５０百万円 ５ 

社会福祉法人岐阜市 

社会福祉事業団 
金員 

株式会社カ－ショップ 

ユタカ 

豊島 史武 一宮市大和町苅安賀字川原８－１ 

オートバックス経営 ５０百万円 ４ 

一宮市立向山小学校 書籍 

末若鋼業株式会社 

末若 敬章 名古屋市南区豊田５丁目１１番７９号 

産業機械部品・建築 

鋼材などの加工・販売 
５０百万円 ５ 

大同大学大同高等学校 調整中 

 

株式会社十六銀行 〒500-8516 岐阜市神田町８丁目２６番地 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 



岡三ハウジング    

株式会社 

岡 一雄 名古屋市千種区星が丘元町１５番１９号 

総合不動産業 ５０百万円 ７ 

名古屋市立引山小学校 サッカーボール 

近藤鉄筋株式会社 

近藤 隆弘 大府市北崎町島原５７－１ 

鉄筋工事業 ５０百万円 ３ 

名城大学 金員 

小塚メタル株式会社 

小塚 将樹 瑞穂市稲里５４５番地の１ 

再生資源卸売業 ２００百万円 ７ 

瑞穂市立穂積小学校 テント等 

ライン工業株式会社 

中井 健滋 小牧市間々原新田今池１４４ 

荷役運搬設備製造業 ５０百万円 ７ 

愛知県立小牧工業  

高等学校 
ホワイトボード等 

株式会社ジャスト 

中尾 一也 日進市竹の山１丁目２１０４番地 

建築・不動産業 
①５０百万円 

②５０百万円 

①７ 

②３ 

愛知たいよう幼稚園 書籍 

日清建工株式会社 

高木 毅 春日井市大手田酉町１丁目３番地の９ 

防水工事業 ５０百万円 ５ 

愛知県心身障害者  

コロニー中央病院 
外来用プレイルーム内玩具類 

祝い海藻株式会社 

藤原 宏樹 名古屋市東区東大曽根町４８－３ 

海藻全般（昆布、若布、

ひじき等）卸売業 
３０百万円 ３ 

南山高等学校 野球用ボール 

水都工業株式会社 

佐藤 幸信 海津市海津町馬目２７１ 

排水設備、ろ過装置 

設計製作 
７０百万円 ７ 

岐阜県立大垣工業  

高等学校 
ウォータークーラー 



株式会社小川屋 

野村 勝 下呂市湯之島５７０番地 

旅館業 ８０百万円 ６ 

非公表 非公表 

名岐エンジニアリング 

株式会社 

泉 真太郎 養老郡養老町有尾６００番地の１００ 

バッチャープラント   

設計・製作・設置 
５０百万円 ５ 

非公表 非公表 

近藤設備設計株式会社 

近藤 久高 小牧市大字大草字太良３３７４番地 

プラント製造業 ５０百万円 ５ 

愛知県立春日井工業 

高等学校 
プロジェクター 

株式会社前田グリーン

サービスエンジニア 

増田 収一 丹羽郡大口町大御堂１丁目１９０番地 

造園工事業 ３０百万円 ５ 

大口町立大口中学校 調整中 

ピノキオ商事株式会社 

石田 準一 岐阜市向加野２丁目１６－５ 

調剤薬局経営 ５０百万円 ５ 

岐阜県立岐阜各務野 

高等学校 
調整中 

株式会社マルブン 

伊藤 篤志 春日井市小野町一丁目６８番地 

梱包・自動車運送業 ５０百万円 ５ 

春日井市立小野小学校 調整中 

株式会社東伸ホーム 

濱口 憲昭 尾張旭市三郷町中井田３５－１ 

不動産売買・仲介 ３０百万円 ５ 

旭富士幼稚園 金員 

東名ブレース株式会社 

奥村 庄次 瀬戸市坊金町２７１番地 

義肢・義足製造業 ５０百万円 ５ 

愛知県立港       

特別支援学校 
ロックミシン 

大森石油株式会社 

大森 輝英 一宮市丹陽町九日市場字中田１２９ 

石油卸 １００百万円 ５ 

聖霊高等学校 液晶テレビ等 



株式会社よしいけ   

工業所 

長谷川 弘明 一宮市東五城字出先３番地の６ 

機械部品製造業 ３０百万円 ５ 

愛知県立起工業    

高等学校 
工具 

合資会社西孝 

西脇 孝英 大垣市問屋町９番地４ 

日用雑貨卸売業 ５０百万円 ５ 

大垣市立興文小学校 書籍 

中部公営事業株式会社 

米澤 正昭 羽島郡岐南町平成１－４１ 

浄化槽保守・点検 ３０百万円 ７ 

岐南町立岐南中学校 バレーボール 

明倫運輸株式会社 

中村 吉之 東海市名和町五番割３－１ 

一般貨物自動車運送業 １００百万円 ２ 

山県市立高富中学校 テント 

トーエイ株式会社 

今津 良太郎 
知多郡東浦町大字藤江字ヤンチャ    

２８番地の１ 

産業廃棄物処理業 ５０百万円 ５ 

半田市立有脇小学校 書籍 

ＫＭＩ株式会社 

近藤 正秋 養老郡養老町船附５６１番地１ 

自動車リサイクル業 ５０百万円 ７ 

養老町立東部中学校 加湿器 

株式会社名岐      

トラックオート 

林 哲生 一宮市更屋敷字五反畑３５番地１ 

トラック販売・整備業、  

運送業 
４０百万円 ７ 

公益財団法人東海交通

遺児を励ます会 
金員 

小牧木材株式会社 

小牧 知宏 岐阜市西改田若宮９４番地 

木材・木材機器等販

売、レンタル 
３０百万円 ３ 

岐阜市立七郷小学校 調整中 

有限会社ティー・    

ダブリュ・ディー 

清水 昌子 春日井市東野町５－２１－１４ 

大型自動車等販売業 ５０百万円 ５ 

愛知県心身障害者  

コロニー中央病院 
外来用プレイルーム内玩具類 



大山商事株式会社 

右田 茂 岩倉市北島町東切３０番地１ 

業務用洗濯資材・機材

の卸売販売及びコイン

ランドリーの販売・施工 

３０百万円 ７ 

岩倉市立図書館 書籍 

株式会社         

トドロキレッカー 

河田 真一 羽島郡岐南町平成６丁目３３番地 

その他道路貨物運送業

（レッカー業） 
３０百万円 ３ 

笠松町立下羽栗小学校 一輪車 

岐阜ヤナセ株式会社 

近藤 登志満 岐阜市金園町８－１１ 

輸入自動車販売業 １００百万円 ５ 

中日本自動車短期大学 プロジェクター 

株式会社井上工務店 

井上 正博 高山市江名子町２７１５番地１１ 

建設工事業 ５０百万円 ７ 

岐阜県立飛騨高山   

高等学校 
プロジェクター等 

株式会社大晃 

冨永 智広 安八郡輪之内町中郷新田２６２１番地の１ 

土木工事業 １００百万円 ５ 

関ヶ原町立関ヶ原   

中学校 
書籍 

有限会社愛河興業 

鵜飼 朋祐 犬山市高根洞６－１ 

砕石・土木業 ５０百万円 ５ 

犬山市スポーツ少年団 金員 

清水商事株式会社 

三輪 義弘 高山市昭和町３丁目１１１番地 

建設資材・石油製品販

売 
１００百万円 ５ 

岐阜県立斐太高等学校 書籍 

 

 

 

 

 

 

 

 



９月２５日発行分 保証協会の保証付私募債（合計：３件、２４０百万円） 

発 行 企 業 

代 表 者 所  在  地 

業      種 保証協会 発 行 額 期 間（年） 

寄 贈 先 寄 贈 品 

株式会社タカオ    

エステート 

樫原 力也 尾張旭市庄中町一丁目１０番地１０ 

不動産売買・      

建築工事業 
岐阜県 １００百万円 ３ 

尾張旭市立渋川小学校 調整中 

フロンティアホーム   

株式会社 

後藤 敏之 岐阜市北島１丁目４番１０号 

木造建築工事業 岐阜市 ４０百万円 ５ 

FC岐阜 サッカー用具 

丸七運輸株式会社 

杉山 元一 加茂郡川辺町比久見５７番地の１ 

一般貨物運送業 岐阜県 １００百万円 ７ 

川辺町立川辺西小学校 書籍 

 

 

 

なお、上記の『じゅうろくＣＳＲ私募債「つながるこころ」』以外に、従来型の私募債を以下のとおり引 

き受けましたので、あわせて以下にお知らせします。 

 

 ９月２５日発行分 十六銀行の保証付私募債（合計：１２件、４８０百万円） 

発 行 企 業 
代 表 者 所  在  地 

業      種 発 行 額 期 間（年） 

丸秀林合資会社 

林 良雄 岐阜市寺田二丁目１３２番地２ 

提灯木地回転行灯等  

製造卸売業 
３０百万円 ３ 

株式会社稲垣 
稲垣 嘉孝 名古屋市名東区亀の井三丁目１９９番地 

食品製造販売 ３０百万円 ５ 

有限会社カツ商事 
白木 行彦 一宮市奥町字蘇東５５番 

繊維製造業 ３０百万円 ５ 

有限会社更科 
水野 信 岐阜市京町３丁目４番地 

飲食店 ３０百万円 ５ 

斎藤加藤殖産合名会社 
齋藤 明 多治見市池田町３丁目２３番地 

不動産賃貸業 ６０百万円 ７ 



株式会社みずほ不動産

販売 

石井 孝一 名古屋市瑞穂区雁道町一丁目８番地 

不動産売買業 ３０百万円 ５ 

ガイアパイル株式会社 

中山 奉一 名古屋市北区中切町１丁目４４番地の１ 

鋼管杭の製造・    

販売・施工 
５０百万円 ６ 

東海パレット工業   

株式会社 

今井 清二 碧南市坂口町４丁目１９番地４ 

木製パレット製造   

販売業 
３０百万円 ５ 

三和興産株式会社 

田中 一次 一宮市木曽川町玉ノ井柳原２８０番地 

舗装材料製造および 

舗装道路工事業 
５０百万円 ７ 

株式会社トータルケア

サービス 

住田 文男 岐阜市早苗町六丁目２５番地 

薬局経営 ５０百万円 ７ 

千成工業株式会社 

木村 典雄 小牧市高根二丁目４８９番地１ 

一般機械設備製缶  

鈑金業 
３０百万円 ３ 

有限会社サンエス 
吉川 輝夫 瀬戸市山の田町１８０番地 

金属金型製造業 ６０百万円 ６ 

 

以 上 

 

 

 

 

発行企業名 株式会社玉善  http://www.tamazen.co.jp/  

所在地 名古屋市中区丸の内１丁目１７－２ 

代表者 玉野善教 

事業内容 不動産業 

資本金 ９９百万円 

年商 ２１，９３０百万円（２９年４月期） 

従業員数 １００名 

ＰＲコメント 愛知県を中心に注文・分譲住宅（一戸建て）、マンション等、不動産

を通して地域社会の発展と幸せづくりの為に安心できる確かな住ま

いづくり・街づくりを展開しています。 

 

発行企業の概要 

http://www.tamazen.co.jp/


発行企業名 イセット株式会社  http://www.iset.co.jp  

所在地 津市桜橋三丁目４０８番地 

代表者 伊藤尚貴 

事業内容 警備業 

資本金 ４５百万円 

年商 １，８９１百万円（２９年３月期） 

従業員数 ２５０名 

ＰＲコメント 当社の会社コンセプトは「愛他好感」（あいたこうかん）「相心参加」

（そうしんさんか）であり、経営哲学の中心は人という概念です。 

 温かみのある誠実な精神で安全と安心を追求することによってお

客様の生命と財産を守ると共に従業員の物心両面の幸福を追求し

ていきます。 

 

発行企業名 株式会社カ－ショップユタカ  

所在地 一宮市大和町苅安賀字川原８－１ 

代表者 豊島史武 

事業内容 オートバックス経営 

資本金 ４５百万円 

年商 ２，４９１百万円（２９年３月期） 

従業員数 １０８名 

 

発行企業名 末若鋼業株式会社  http://www.suewaka-kogyo.jp/  

所在地 名古屋市南区豊田５丁目１１番７９号 

代表者 末若敬章 

事業内容 産業機械部品・建築鋼材などの加工・販売 

資本金 ７０百万円 

年商 ４６６百万円（２８年７月期） 

従業員数 ２０名 

 

発行企業名 岡三ハウジング株式会社  http://www.okasan-h.com/ 

所在地 名古屋市千種区星が丘元町１５番１９号 

代表者 岡一雄 

事業内容 総合不動産業 

資本金 ５０百万円 

年商 ７６９百万円（２９年６月期） 

従業員数 １６名 

 

http://www.iset.co.jp/
http://www.suewaka-kogyo.jp/
http://www.okasan-h.com/


発行企業名 近藤鉄筋株式会社  http://www.kondou-tek.co.jp/  

所在地 大府市北崎町島原５７－１ 

代表者 近藤隆弘 

事業内容 鉄筋工事業 

資本金 １０百万円 

年商 ７４６百万円（２９年４月期） 

従業員数 ２０名 

ＰＲコメント CSR 私募債の発行を通じて、地域社会に貢献できたことを嬉しく思

います。 

 

発行企業名 小塚メタル株式会社  http://www.kozukametal.com/  

所在地 瑞穂市稲里５４５番地の１ 

代表者 小塚将樹 

事業内容 再生資源卸売業 

資本金 １０百万円 

年商 ２，９４３百万円（２９年４月期） 

従業員数 ２６名 

ＰＲコメント 環境や資源、エネルギーには限りがあります。弊社は昭和４９年創

業以来、「リサイクルを通じて地球環境を守る」ことに取り組んでいま

す。また、身近な取り組みとして地域の清掃活動も積極的に行って

います。今春には皆様のご支援のもと「いな穂すくすく保育園」を開

くことができました。今回、社債発行を機に地元の小学校に寄付で

きることも嬉しく思っています。今後とも、事業と社会貢献活動を通じ

て地域の方に喜ばれる企業を目指してまいります。 

 

発行企業名 ライン工業株式会社  http://www.line-industry.co.jp/index.htm  

所在地 小牧市間々原新田今池１４４ 

代表者 中井健滋 

事業内容 荷役運搬設備製造業 

資本金 １０百万円 

年商 １，１５０百万円（２９年４月期） 

従業員数 ４３名 

 

 

 

 

 

 

http://www.kondou-tek.co.jp/
http://www.kozukametal.com/
http://www.line-industry.co.jp/index.htm


発行企業名 株式会社ジャスト  http://www.justnoie.com/ 

所在地 日進市竹の山１丁目２１０４番地 

代表者 中尾一也 

事業内容 建築・不動産業 

資本金 ２２百万円 

年商 １，７６７百万円（２９年３月期） 

従業員数 ３３名 

ＰＲコメント 当社は、個人住宅の設計施工、分譲住宅の企画販売、中古住宅の

リノベーションを提供する建設・不動産業者です。「若さあふれる街」

長久手市を中心に子育て世代を対象とした商品開発を行い、子供

達の健やかな成長と家族の関係を考えた住宅を提供しています。ま

た、新たに、英語で預かる「学童保育」やスポーツ科学に裏づけされ

た新しい体操教室を通し、子育て世代のあらゆるニーズに対応して

いきます。 

 

発行企業名 日清建工株式会社  http://nissinkenko.jp  

所在地 春日井市大手田酉町１丁目３番地の９ 

代表者 高木毅 

事業内容 防水工事業 

資本金 ２０百万円 

年商 ３５７百万円（２８年９月期） 

従業員数 １１名 

 

発行企業名 祝い海藻株式会社    

所在地 名古屋市東区東大曽根町４８－３ 

代表者 藤原宏樹 

事業内容 海藻全般（昆布、若布、ひじき等）卸売業 

資本金 ５百万円 

年商 １，７１０百万円（２９年６月期） 

従業員数 ５名 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.justnoie.com/
http://nissinkenko.jp/


発行企業名 水都工業株式会社  http://suito.jp.net/ 

所在地 海津市海津町馬目２７１ 

代表者 佐藤幸信 

事業内容 排水設備、ろ過装置設計製作 

資本金 ２２百万円 

年商 １，２８９百万円（２８年１２月期） 

従業員数 ４７名 

ＰＲコメント 水都工業株式会社では、各地域の住環境を進化させるため、水処

理技術を駆使し、よりよい社会づくりのために日々、貢献したいと考

えております。私たちの提案する水処理システムは、今まで補えな

かった自然保全を研究し、実用化に成功しました。私たち人間と自

然環境とが共存共栄する画期的な技術を皆様へ提供しておりま

す。 

 

発行企業名 株式会社小川屋  http://www.gero-ogawaya.net/ 

所在地 下呂市湯之島５７０番地 

代表者 野村勝 

事業内容 旅館業 

資本金 ８５百万円 

年商 １，４８０百万円（２９年４月期） 

従業員数 １２５名 

 

発行企業名 名岐エンジニアリング株式会社  http://www.meigi-eng.co.jp/  

所在地 養老郡養老町有尾６００番地の１００ 

代表者 泉真太郎 

事業内容 バッチャープラント設計・製作・設置 

 

発行企業名 近藤設備設計株式会社 

  http://www.kondosetsubi.co.jp/index.html  

所在地 小牧市大字大草字太良３３７４番地 

代表者 近藤久高 

事業内容 プラント製造業 

資本金 ６０百万円 

年商 ３，０７４千円（２８年９月期） 

従業員数 ４６名 

ＰＲコメント バイオマスボイラー・産業廃棄物焼却処理設備を、お客様のご要望

により設計製造いたします。 

 

http://suito.jp.net/
http://www.gero-ogawaya.net/
http://www.meigi-eng.co.jp/
http://www.kondosetsubi.co.jp/index.html


発行企業名 株式会社前田グリーンサービスエンジニア 

  http://maedagse.jp/info.html  

所在地 丹羽郡大口町大御堂１丁目１９０番地 

代表者 増田収一 

事業内容 造園工事業 

資本金 ３０百万円 

年商 ７０１百万円（２８年６月期） 

従業員数 ３８名 

 

発行企業名 ピノキオ商事株式会社  http://www.pinokio-pharmacy.jp/  

所在地 岐阜市向加野２丁目１６－５ 

代表者 石田準一 

事業内容 調剤薬局経営 

資本金 １４百万円 

年商 ３，８０３百万円（２９年３月期） 

従業員数 １３８名 

ＰＲコメント 患者さんに良質な医療サービスを提供する「かかりつけ薬局」を目

指し、平成３年より岐阜県下で薬局チェーン事業を展開していま

す。ピノキオ商事株式会社のモットーは、「地域に根差した医療・福

祉を提供すること」。 

過疎化が進む市町村でも積極的に店舗展開を行い、住民のみなさ

まからも厚い信頼をお寄せ頂いています。 

 

発行企業名 株式会社マルブン  http://www.co-marubun.co.jp/outline/  

所在地 春日井市小野町一丁目６８番地 

代表者 伊藤篤志 

事業内容 梱包・自動車運送業 

資本金 １２百万円 

年商 ２，８１７千円（２９年３月期） 

従業員数 １５０名 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://maedagse.jp/info.html
http://www.pinokio-pharmacy.jp/
http://www.co-marubun.co.jp/outline/


発行企業名 株式会社東伸ホーム  http://www.kk-tosin.com/  

所在地 尾張旭市三郷町中井田３５－１ 

代表者 濱口憲昭 

事業内容 不動産売買・仲介 

資本金 ２０百万円 

年商 ６６９百万円（２８年１２月期） 

従業員数 ４名 

ＰＲコメント 当社は尾張旭市、瀬戸市、名古屋市の不動産情報を数多くご紹介

し、専門知識や経験、最新のニュースをお客様にご提供することに

徹しています。またその他の地域のこと、法律、相続、税金等どんな

ご相談も迅速に対応いたしますので何でもご相談ください。 

 

発行企業名 東名ブレース株式会社  http://www.tomeibrace.co.jp  

所在地 瀬戸市坊金町２７１番地 

代表者 奥村庄次 

事業内容 義肢・義足製造業 

資本金 ２７百万円 

年商 ２，０４１百万円（２９年５月期） 

従業員数 １６０名 

ＰＲコメント 当社は失われてしまった手や足の代わりとなり、その機能を取り戻す

ための義手・義足（義肢）や身体の衰えてしまった部位を補うための

装具を製造しております。当社は医師と協力して機能回復に最適な

「義肢・装具」を提供してまいります。 

 

発行企業名 大森石油株式会社  http://www.omori-oil.com/  

所在地 一宮市丹陽町九日市場字中田１２９ 

代表者 大森輝英 

事業内容 石油卸 

資本金 ３６百万円 

年商 １４，２４２百万円（２８年１０月期） 

従業員数 ７０名 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kk-tosin.com/
http://www.tomeibrace.co.jp/
http://www.omori-oil.com/


発行企業名 株式会社よしいけ工業所  http://www.yoshiike-kk.co.jp/  

所在地 一宮市東五城字出先３番地の６ 

代表者 長谷川弘明 

事業内容 機械部品製造業 

資本金 １０百万円 

年商 ３３６百万円（２９年３月期） 

従業員数 ２８名 

ＰＲコメント 精密機械部品のことなら、よしいけ工業所にお任せ下さい。世界に

ただ一つしかない技術がよしいけ工業所にはあります。 

体験し、そして実感してください。 

 

発行企業名 合資会社西孝    

所在地 大垣市問屋町９番地４ 

代表者 西脇孝英 

事業内容 日用雑貨卸売業 

資本金 ８百万円 

年商 ２，３８６百万円（２８年９月期） 

従業員数 ２０名 

 

発行企業名 中部公営事業株式会社  http://c-koei.co.jp/  

所在地 羽島郡岐南町平成１－４１ 

代表者 米澤正昭 

事業内容 浄化槽保守・点検 

資本金 １０百万円 

年商 ３９９百万円（２９年５月期） 

従業員数 ３１名 

ＰＲコメント 中部公営事業株式会社は、１９７３年の創業以来、主として岐阜県、

愛知県に設置された水を綺麗にするための様々な施設の保守点検

を行ってまいりました。その業務が水環境の保全の一助となり、その

ことが社会への貢献に繋がることを願っています。 

 

発行企業名 明倫運輸株式会社  http://www.meirin.com/group/unyu.html  

所在地 東海市名和町五番割３－１ 

代表者 中村吉之 

事業内容 一般貨物自動車運送業 

資本金 １０百万円 

年商 １，０２５百万円（２９年３月期） 

従業員数 ７８名 

http://www.yoshiike-kk.co.jp/
http://c-koei.co.jp/
http://www.meirin.com/group/unyu.html


 

発行企業名 トーエイ株式会社  http://www.toei-eco.co.jp  

所在地 知多郡東浦町大字藤江字ヤンチャ２８番地の１ 

代表者 今津良太郎 

事業内容 産業廃棄物処理業 

資本金 ５０百万円 

年商 ３，４１９百万円（２８年８月期） 

従業員数 ２６５名 

ＰＲコメント 創業１９６１年、地域と共に歩み、リサイクル技術・廃棄物処理力を磨

いてまいりました。「迅速・丁寧・親切」をモットーに、まずはお客様の

お悩みやご要望をお聞きし、安心・安全・低コストの解決策をご提案

いたします。 

水回りトラブルや片付けなど「暮らしの困った」から、企業様の各種

課題まで幅広くご対応いたします。 

 

発行企業名 ＫＭＩ株式会社  http://kmi-k.co.jp/  

所在地 養老郡養老町船附５６１番地１ 

代表者 近藤正秋 

事業内容 自動車リサイクル業 

ＰＲコメント 昭和４９年創業以来、一貫して車のリサイクル事業を展開してまいり

ました。 

ＫＭＩ株式会社は、限りある資源を大切に循環型社会を目指す総合

リサイクルカンパニーです。 

 

発行企業名 株式会社名岐トラックオート  http://www.meigi-t.com/ 

所在地 一宮市更屋敷字五反畑３５番地１ 

代表者 林哲生 

事業内容 トラック販売・整備業、運送業 

資本金 １０百万円 

年商 １，１３０百万円（２９年５月期） 

従業員数 ３９名 

ＰＲコメント 自社整備工場・塗装工場を完備し、安心品質のトラックをご用意して

おります。在庫車両以外にもご希望の車種、架装・塗装などのカス

タマイズ、お客様のご希望に応じたトラックをご用意します。お気軽

にご相談ください！ 

 

 

 

http://www.toei-eco.co.jp/
http://kmi-k.co.jp/
http://www.meigi-t.com/


発行企業名 小牧木材株式会社  http://www.komakimokuzai.co.jp/  

所在地 岐阜市西改田若宮９４番地 

代表者 小牧知宏 

事業内容 木材・木材機器等販売、レンタル 

資本金 ３０百万円 

年商 ８１２百万円（２９年６月期） 

従業員数 ４９名 

ＰＲコメント 創業明治２２年、材木業から始まり、時代の流れとともに事業内容を

変化させ、現在総合仮設資材のリース業を営んでおります。足場

板、敷鉄板、梯子、ネットなど数多くの商品を取りそろえております。

今後もますますお客様の声に耳を傾け、建設現場に必要な資材の

安定供給を心掛けてまいります。 

 

発行企業名 有限会社ティー・ダブリュ・ディー    

所在地 春日井市東野町５－２１－１４  

代表者 清水昌子 

事業内容 大型自動車等販売業 

資本金 １０百万円 

年商 １５７百万円（２９年３月期） 

従業員数 ３名 

 

発行企業名 大山商事株式会社  http://www.ohyama-s.co.jp/  

所在地 岩倉市北島町東切３０番地１ 

代表者 右田茂  

事業内容 業務用洗濯資材・機材の卸売販売及びコインランドリーの販売・  

施工 

資本金 １０百万円 

年商 ５３３百万円（２９年６月期） 

従業員数 １５名 

ＰＲコメント 昭和４９年創業以来、東海地区（愛知・岐阜・三重）を中心に展開す

る、クリーニング業界専門（洗濯機械・洗剤・資材）の総合商社で

す。クリーンビジネスを通じて安全で安心な社会創りに貢献すると共

に、現場に密着した創造力と培った技術で、多様化するお客様のご

要望・ご期待にお応え出来るよう努力してまいります。 

 

 

 

 

http://www.komakimokuzai.co.jp/
http://www.ohyama-s.co.jp/


発行企業名 株式会社トドロキレッカー  http://todoroki-wrecker.com/  

所在地 羽島郡岐南町平成６丁目３３番地 

代表者 河田真一 

事業内容 その他道路貨物運送業（レッカー業） 

資本金 １０百万円 

ＰＲコメント 当社は、平成７年創業以来レッカー業務を主とし「いまやる・すぐや

る・自分達がやる」を社訓にあらゆる自動車のトラブルに対するロー

ドサービスを提供しております。お客様とのコミュニケーションと信頼

を大切に安心と安全を提供できるよう社員一同全力を尽くしてまいり

ます。 

 

発行企業名 岐阜ヤナセ株式会社  http://www.gifuyanase.co.jp/  

所在地 岐阜市金園町８－１１ 

代表者 近藤登志満  

事業内容 輸入自動車販売業 

資本金 ５０百万円 

年商 ８，４１６百万円（２８年１１月期） 

従業員数 １０７名 

 

発行企業名 株式会社井上工務店  http://www.inouekoumuten.co.jp  

所在地 高山市江名子町２７１５番地１１ 

代表者 井上正博 

事業内容 建設工事業 

資本金 ３０百万円 

年商 １，３３１百万円（２９年５月期） 

従業員数 ３０名 

 

発行企業名 株式会社大晃    

所在地 安八郡輪之内町中郷新田２６２１番地の１ 

代表者 冨永智広 

事業内容 土木工事業 

資本金 ２０百万円 

年商 １,１６７百万円（２９年５月期） 

従業員数 ２５名 

 

 

 

 

http://todoroki-wrecker.com/
http://www.gifuyanase.co.jp/
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発行企業名 有限会社愛河興業  http://www.aikawa-kogyo.co.jp/  

所在地 犬山市高根洞６－１ 

代表者 鵜飼朋祐 

事業内容 砕石・土木業 

資本金 １０百万円 

年商 ２，２６４百万円（２８年７月期） 

従業員数 ７２名 

 

発行企業名 清水商事株式会社    

所在地 高山市昭和町３丁目１１１番地 

代表者 三輪義弘 

事業内容 建設資材・石油製品販売 

資本金 １５百万円 

年商 ３，４３２百万円（２８年７月期） 

従業員数 ３１名 

 

発行企業名 株式会社タカオエステート  http://www.takaoestate-net.jp/  

所在地 尾張旭市庄中町一丁目１０番地１０ 

代表者 樫原力也 

事業内容 不動産売買・建築工事業 

資本金 ３０百万円 

年商 １，８２３百万円（２８年８月期） 

従業員数 ２３名 

ＰＲコメント 当社では「お客様一人ひとりに、より快適な住まいを」ご提案すること

を目指し不動産買取、中古住宅再生販売、リノベーションを中心に

手掛けています。 

変化していく住宅市場に対応し、皆様から引き継いだ住まいに一軒

一軒大切に手を掛けて次の世代に引き継いでいきます。 
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発行企業名 フロンティアホーム株式会社  http://www.frontier-home.com  

所在地 岐阜市北島１丁目４番１０号 

代表者 後藤敏之 

事業内容 木造建築工事業 

資本金 １０百万円 

年商 ２２４百万円（２８年１２月期） 

従業員数 ４名 

ＰＲコメント 家づくりに対し、『こだわり』を持ち、お客様と一緒に考え、納得して

いただき、『夢の実現』に向かい努力していきたいと思います。これ

からも質の向上を目指し、一棟ずつお客様一人ひとりを大切にし、

永いお付き合いをしていきたいと思っております。私たちはこれから

もずっと『少数派』であり続けます。 

 

発行企業名 丸七運輸株式会社  http://www.maruhichi-unnyu.com/  

所在地 加茂郡川辺町比久見５７番地の１ 

代表者 杉山元一 

事業内容 一般貨物運送業 

資本金 １３百万円 

年商 １，２６７百万円（２９年３月期） 

従業員数 ６３名 

 

発行企業名 丸秀林合資会社    

所在地 岐阜市寺田二丁目１３２番地２ 

代表者 林良雄 

事業内容 提灯木地回転行灯等製造卸売業 

資本金 １５百万円 

年商 １１６百万円（２８年８月期） 

従業員数 ６名 

 

発行企業名 株式会社稲垣  http://health－inagaki.co.jp/  

所在地 名古屋市名東区亀の井三丁目１９９番地 

代表者 稲垣嘉孝 

事業内容 食品製造販売 

資本金 １０百万円 

年商 ３７７百万円（２９年３月期） 

従業員数 ７名 

 

http://www.frontier-home.com/
http://www.maruhichi-unnyu.com/
http://health-inagaki.co.jp/


発行企業名 有限会社カツ商事  http://www.staffs.co.jp  

所在地 一宮市奥町字蘇東５５番 

代表者 白木行彦 

事業内容 繊維製造業 

資本金 ３百万円 

年商 ２６５百万円（２８年１２月期） 

従業員数 ４２名 

 

発行企業名 有限会社更科  http://tanuki-soba.com/  

所在地 岐阜市京町３丁目４番地 

代表者 水野信 

事業内容 飲食店 

 

発行企業名 斎藤加藤殖産合名会社  http://saito-kato.co.jp/  

所在地 多治見市池田町３丁目２３番地 

代表者 齋藤明 

事業内容 不動産賃貸業  

資本金 ２３千円 

年商 ３３９百万円（２９年３月期） 

従業員数 ３名 

 

発行企業名 株式会社みずほ不動産販売  http://www.mizuhofudousan.ne.jp/  

所在地 名古屋市瑞穂区雁道町一丁目８番地 

代表者 石井孝一 

事業内容 不動産売買業 

資本金 １０百万円 

年商 ９１１百万円（２９年１月期） 

従業員数 １８名 

 

発行企業名 ガイアパイル株式会社  http://www.gaiapile-east.com/  

所在地 名古屋市北区中切町１丁目４４番地の１ 

代表者 中山奉一 

事業内容 鋼管杭の製造・販売・施工 

資本金 １０百万円 

年商 １，２７０百万円（２８年１０月期） 

従業員数 ４０名 

 

http://www.staffs.co.jp/
http://tanuki-soba.com/
http://saito-kato.co.jp/
http://www.mizuhofudousan.ne.jp/
http://www.gaiapile-east.com/


発行企業名 東海パレット工業株式会社    

所在地 碧南市坂口町４丁目１９番地４ 

代表者 今井清二 

事業内容 木製パレット製造販売業 

資本金 １０百万円 

年商 ５４５百万円（２８年８月期） 

従業員数 １６名 

 

発行企業名 三和興産株式会社  http://www.sanwakousan.co.jp/ 

所在地 一宮市木曽川町玉ノ井柳原２８０番地 

代表者 田中一次 

事業内容 舗装材料製造および舗装道路工事業 

資本金 ４５百万円 

年商 ８８２百万円（２８年１０月期） 

従業員数 ３０名 

 

発行企業名 株式会社トータルケアサービス http://www.aiwa-pharmacy.com/ 

所在地 岐阜市早苗町六丁目２５番地 

代表者 住田文男 

事業内容 薬局経営 

資本金 ３百万円 

年商 １，１６９百万円（２８年６月期） 

従業員数 ８５名 

 

発行企業名 千成工業株式会社  http://sennari.aichi.jp/  

所在地 小牧市高根二丁目４８９番地１ 

代表者 木村典雄 

事業内容 一般機械設備製缶鈑金業 

資本金 １０百万円 

年商 ２２１百万円（２８年１１月期） 

従業員数 ９名 

ＰＲコメント １９５２年設立 

確かな技術とモノづくりの心を持った我々若い世代が新たな分野へ

チャレンジ。 

製缶・鈑金・一般機械設備製造を主としたお客様を第一に考えたモ

ノづくり企業です。 

 

http://www.sanwakousan.co.jp/
http://www.aiwa-pharmacy.com/
http://sennari.aichi.jp/


発行企業名 有限会社サンエス  http://www.3-esu.co.jp/  

所在地 瀬戸市山の田町１８０番地 

代表者 吉川輝夫 

事業内容 金属金型製造業 

資本金 ３百万円 

年商 ５１９百万円（２９年４月期） 

従業員数 １５名 

 

以 上 

 

【ご照会先：法人営業部法人業務グループ TEL０５８－２６６－２６７２】 

http://www.3-esu.co.jp/

