
２０１９年１１月２５日 

各位 

株式会社 十六銀行 

 

じゅうろくＳＤＧｓ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ＳＤＧｓ私募債「つながるこころ」』（１１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。 

本商品は、「ＳＤＧｓの趣旨」と「ＳＤＧｓ私募債の取組み」に賛同いただいた企業さまが私

募債を発行することで、ＳＤＧｓに資する学校や病院・団体等へ物品や金員の寄贈・寄付が行わ

れ、お客様の資金調達とＳＤＧｓに対する活動を同時に支援する仕組みとなっています。 

当行は、本商品を通じた取組みにより、今後とも発行企業さまと持続可能な地域社会づくりや地

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 

 

 １１月２５日発行分 十六銀行の保証付私募債（合計：９件、８７０百万円） 

 

 

発 行 企 業 

代 表 者 所  在  地 

業      種 発行額（百万円） 期 間（年） 

寄 贈 先 

株式会社お茶の玉露園 

後藤 博司 岐阜県岐阜市高森町２丁目８番地 

お茶その他飲食料品 

卸売業 
７０ ７ 

岐阜県立岐阜商業高等学校 

株式会社マルエイ 

澤田 栄一 岐阜県岐阜市入舟町４丁目８番地の１ 

ＬＰＧ販売 ４００ ７ 

岐阜市 

株式会社藤忠 

近藤 翁司 岐阜県瑞穂市牛牧８３６番地１ 

野菜・果物加工卸売業 ３０ ５ 

瑞穂市立牛牧小学校 

株式会社メイリン 

中村 吉之 
愛知県名古屋市中区丸の内１丁目９番 

８号 

梱包業 ５０ ２ 

愛知県立一宮東特別支援学校 

 

株式会社十六銀行 〒500-8516 岐阜市神田町８丁目２６番地 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 



 

 

１１月２５日発行分  保証協会の保証付私募債（合計：１件、３０百万円） 

 

発行企業の概要 

発行企業名 株式会社お茶の玉露園 http://wｗw.gyokuroen.com 

所在地 岐阜県岐阜市高森町２丁目８番地 

代表者 後藤 博司 

事業内容 お茶その他飲食料品卸売業 

従業員数 １２０名 

 

名古屋不動産販売 

株式会社 

今泉 正宏 愛知県長久手市宮脇９１５番地 

不動産売買業 ５０ ４ 

新城市立新城小学校 

株式会社アクト 

筑紫 大 
愛知県名古屋市名東区八前２丁目 

１１８番地 

機械器具設置工事業 １００ ４ 

調整中 

シーアール中部    

株式会社 

土井 仁 愛知県豊明市沓掛町藪田２１番地 

医療用器械器具卸売業 ５０ ５ 

調整中 

株式会社岡建 

岡 謙次 
愛知県名古屋市中村区横井１丁目 

２０４番地 

内装工事業 ７０ ７ 

名古屋市立篠原小学校 

株式会社ＡＲＥ 

飯田 裕 愛知県岡崎市大和町字荒田３６番地１ 

不動産業 ５０ ５ 

愛知県立安城特別支援学校 

発 行 企 業 

 代 表 者  所  在  地 

 業      種 保証協会 
発行額 

（百万円） 
 期 間（年） 

寄 贈 先 

株式会社 

東洋エージェンシー 

齋藤 誠 
愛知県名古屋市名東区猪子石原３丁目

１４１４番地 

介護サービス業 愛知県 ３０ ５ 

名古屋市立香流小学校 

http://www.gyokuroen.com/


発行企業名 株式会社マルエイ https://wｗw.maruei-gas.co.jp 

所在地 岐阜県岐阜市入舟町４丁目８番地の１ 

代表者 澤田 栄一 

事業内容 ＬＰＧ販売 

資本金 ４２６百万円 

年商 １４，８７８百万円（２０１９年３月期） 

従業員数 ２７２名 

ＰＲコメント 当社は、明治１８年創業以来１３５周年を迎え、地域社会の皆様の

発展と、より快適で便利な生活支援を続けてまいりました。エネルギ

ーの供給と、快適生活提案事業を通じて永続的発展的な幸せ社会

を創造する事が当社の願いです。 

 

発行企業名 株式会社藤忠 

所在地 岐阜県瑞穂市牛牧８３６番地１ 

代表者 近藤 翁司 

事業内容 野菜・果物加工卸売業 

 

発行企業名 株式会社メイリン http://www.meirin.com/ 

所在地 愛知県名古屋市中区丸の内１丁目９番８号 

代表者 中村 吉之 

事業内容 梱包業 

資本金 １０百万円 

従業員数 ２１人 

 

発行企業名 名古屋不動産販売株式会社 

所在地 愛知県長久手市宮脇９１５番地 

代表者 今泉 正宏 

事業内容 不動産売買業 

 

発行企業名 株式会社アクト 

所在地 愛知県名古屋市名東区八前２丁目１１８番地 

代表者 筑紫 大 

事業内容 機械器具設置工事業 

 

発行企業名 シーアール中部株式会社  http://www.cr-chubu.co.jp/  

所在地 愛知県豊明市沓掛町藪田２１番地 

代表者 土井 仁 

事業内容 医療用機械器具卸売業 

資本金 １２百万円 

https://www.maruei-gas.co.jp/
http://www.meirin.com/
http://www.cr-chubu.co.jp/


年商 ３,４９３百万円 （２０１９年５月期） 

従業員数 ３３名 

ＰＲコメント 当社は、富士フィルムメディカル株式会社の特約店として、最先端

画像運用システムや内視鏡システムなどを各医療機関に提案・販

売をさせて頂いております。また、万全のアフターフォロー体制で医

療現場の更なる精度の向上を支え、中部地域の医療に貢献してお

ります。 

 

 

発行企業名 株式会社岡建 

所在地 愛知県名古屋市中村区横井１丁目２０４番地 

代表者 岡 謙次 

事業内容 内装工事業 

資本金 ３百万円 

年商 １，７６３百万円（２０１８年１１月期） 

従業員数 ７名 

 

 

発行企業名 株式会社ＡＲＥ 

所在地 愛知県岡崎市大和町字荒田３６番地１ 

代表者 飯田 裕 

事業内容 不動産業 

 

発行企業名 株式会社東洋エージェンシー https://tac-kaigo.wixsite.com/website 

所在地 愛知県名古屋市名東区猪子石原３丁目１４１４番地 

代表者 齋藤 誠 

事業内容 介護サービス業 

資本金 １０百万円 

年商 ２４９百万円（２０１８年１２月期） 

従業員数 ３９名 

ＰＲコメント 当社は、身寄りの無い方を積極的に受け入れ自立支援を図る介護

施設です。家族が安心して預けられ、快適な日常生活が送れるよう

な環境を提供しています。名古屋市と緊密な連携を図り、地域貢献

企業としての努力を惜しまず継続して参ります。 

 

 

以上 

 

【ご照会先：法人営業部法人業務グループ TEL ０５８－２６６－９８００】         

https://tac-kaigo.wixsite.com/website

