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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」』（３月２５日発

行）を引き受けますので、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、お客さまの資金調達と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 

 

３月２５日発行分 十六銀行の保証付私募債（合計：１２件 ７５０百万円） 

発行企業 

代表者 所在地 

業種 発行額（百万円） 期間（年） 

寄贈先 

株式会社デンデン 

高橋 良雄 岐阜県山県市高木９６２番地の８ 

電気工事業 ５０ ５ 

山県市立高富小学校 

株式会社 

伊藤プレス型製作所 

伊藤 泰司 岐阜県関市武芸川町八幡字上流１６３６番地１５ 

プレス金型製造業 １００ ７ 

武芸川事務所 

株式会社防除研究所 

梅木 厚生 岐阜県大垣市長沢町６丁目１７番地 

ペストコントロール業 １００ ５ 

社会福祉法人大垣市社会福祉事業団 大垣市立ひまわり学園 

ニチデン精機株式会社 

伊藤 宏明 岐阜県可児郡御嵩町御嵩字平芝２１５１番地の１１  

換気扇、家庭用電気 

器具卸売、販売業 
１００ ７ 

御嵩町 

ＨＵＮＴ株式会社 

中島 大貴 岐阜県多治見市笠原町４０２４番地の２６ 

不動産賃貸業 ５０ ５ 

愛知県立瀬戸窯業高等学校 

株式会社十六銀行 〒500-8516 岐阜市神田町８丁目２６番地 
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株式会社 

ユーエスロジテック 

宇野 正 岐阜県羽島市正木町須賀小松４０５番地 

運送業 ５０ ５ 

羽島市立羽島中学校 

株式会社ピコグラム 

志賀 龍司 愛知県一宮市中島通５丁目１１番２ 

老人福祉事業 ５０ ７ 

一宮市立浅井南小学校 

朋和設備工業株式会社 

 服部 宏  愛知県名古屋市北区杉村１丁目２４番８号 

給排水衛生工事業 ３０ ５ 

名古屋市区まちづくり基金（北区） 

株式会社金子工務店 

鈴木 進 愛知県名古屋市南区白雲町１７０番地 

総合土木建築工事業 ５０ ５ 

名古屋市立笠東小学校 

株式会社ロックオン 

松本 尚浩 愛知県名古屋市緑区熊の前１丁目５０２番地 

介護事業 ４０ ７ 

名古屋市立緑市民病院 

イワクラゴールデン 

ホーム株式会社 

村神 亮 愛知県名古屋市港区新川町２丁目１番地 

戸建て・マンション分譲、

リフォーム業 
１００ ５ 

愛知大学 

中日本空調サービス 

株式会社 

川尻 なおみ 愛知県刈谷市松栄町２丁目２番地１１ 

空調工事業 ３０ ７ 

刈谷市立東刈谷小学校 

 

３月２５日発行分 信用保証協会の保証付私募債（合計：２件 １３０百万円） 

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 

スマートツール株式会社 

三輪 哲久 岐阜県岐阜市芋島３丁目６番地２０ 

小売業 岐阜県 １００ ３ 

岐阜聖徳学園大学付属小学校 

株式会社アートジャパン

ナガヤ設計 

長屋 榮一 岐阜県羽島市正木町大浦４６０番地 

建築設計業、介護福祉

事業等 
岐阜市 ３０ ７ 

岐阜県立羽島特別支援学校 



なお、上記の『じゅうろくＳＤＧｓ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、あわせてお知らせします。 

３月２５日発行分 信用保証協会の保証付私募債（合計：１件 ３０百万円） 

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） 

有限会社中島化学 
中島 浩樹 岐阜県美濃市神洞６５３番地の１ 

製造業 岐阜県  ３０ ７ 

 

発行企業の概要 

発行企業名 株式会社デンデン https://dendenkk.co.jp 

所在地 岐阜県山県市高木９６２番地の８ 

代表者 高橋 良雄 

事業内容 電気工事業、管工事業 

資本金 ２５百万円 

年商 １，２７９百万円（２０２０年３月期） 

従業員数 ２５名 

ＰＲコメント 

弊社は電気工事、管工事をさせて頂いております。 

「変わりゆく現代においても電気工事を通じて持続可能な社会を実現する

ために社会貢献へ夢を重ねて」 

 

発行企業名 株式会社伊藤プレス型製作所 http://www.ito-press.com 

所在地 岐阜県関市武芸川町八幡字上流１６３６番地１５ 

代表者 伊藤 泰司 

事業内容 プレス金型製造業 

 

発行企業名 株式会社防除研究所 http://www.bouken7.com 

所在地 岐阜県大垣市長沢町６丁目１７番地 

代表者 梅木 厚生 

事業内容 ペストコントロール業 

従業員数 ２６名 

ＰＲコメント 

 当社は一般住宅から大型事業所まで幅広いお客様を相手に、害虫・害獣

から快適な生活を守り、サポートする様々な業務を展開しています。関東、

中部、近畿、九州地方に拠点を構え、全国の施設に合わせた総合害虫駆

除管理を行うことができます。 

 従業員１人１人がチームワークを大切にし、誰からも信頼され、必要とされ

る会社づくりをし、今後も本当の安心安全の提供を目指して、お客様の環

境改善のため日々努力していきます。 

 

https://dendenkk.co.jp/
http://www.ito-press.com/
http://www.bouken7.com/


発行企業名 ニチデン精機株式会社 http://www.nihondenko.com 

所在地 岐阜県可児郡御嵩町御嵩字平芝２１５１番地の１１ 

代表者 伊藤 宏明 

事業内容 家庭用換気器具および家庭用電気器具製造販売 

資本金 ２０百万円 

年商 ７７９百万円（２０２０年５月期） 

従業員数 １３名 

 

発行企業名 
ＨＵＮＴ株式会社 ｈｔｔｐｓ://www.e-naka.net  

※ＨＵＮＴ株式会社の関連会社である株式会社中島窯業のＵＲＬとなります。 

所在地 岐阜県多治見市笠原町４０２４番地の２６ 

代表者 中島 大貴 

事業内容 タイル製造業・不動産賃貸業 

ＰＲコメント 

当社はタイルの町・多治見市笠原町で５０年以上の歴史を持つ中島窯業

グループです。タイル生産量で日本一を誇り、高い専門性を備えた多くの

企業が集うこの町で、地域一体となって分業文化を維持しながら、技術と伝

統を守っています。これからも、社員・顧客・仕入れ・会社の「四方良し」の

経営理念を胸に、より一層の発展を目指し成長を続けてまいります。 

 

発行企業名 株式会社ユーエスロジテック https://www.us-logitec.com/ 

所在地 岐阜県羽島市正木町須賀小松４０５番地 

代表者 宇野 正 

事業内容 一般貨物自動車運送業 

資本金 １０百万円 

年商 ８６９百万円（２０２０年５月期） 

従業員数 ６４名 

ＰＲコメント 

当社は「地域社会に貢献し、全ての社員を幸福にする」、「夢と希望と誇り

を持ち、お客様と共に成長し続ける」を会社理念とし、全ての従業員が高い

志のもと、事業活動を行っております。 

 ３～１５ｔのエアサス車・クレーン付きユニック車など計５５輌を配備し、建

築、建設、機械、特殊重量物等の搬送・搬入及び据付業務まで幅広く対応

しております。 

 

発行企業名 株式会社ピコグラム  

所在地 愛知県一宮市中島通５丁目１１番２ 

代表者 志賀 龍司 

事業内容 老人福祉事業 

 

 

http://www.nihondenko.com/
https://www.e-naka.net/
https://www.us-logitec.com/


発行企業名 朋和設備工業株式会社  

所在地 愛知県名古屋市北区杉村１丁目２４番８号 

代表者 服部 宏  

事業内容 給排水衛生工事業 

 

発行企業名 株式会社金子工務店  

所在地 愛知県名古屋市南区白雲町１７０番地 

代表者 鈴木 進 

事業内容 総合土木建築工事業 

 

発行企業名 株式会社ロックオン http://www.rockon7.com/ 

所在地 愛知県名古屋市緑区熊の前１丁目５０２番地 

代表者 松本 尚浩 

事業内容 介護事業 

資本金 １０百万円 

年商 ３４２百万円（２０２０年１０月期） 

従業員数 ５６名 

 

発行企業名 イワクラゴールデンホーム株式会社 https://www.iwakura-g-h.co.jp 

所在地 愛知県名古屋市港区新川町２丁目１番地 

代表者 村神 亮 

事業内容 戸建て・マンション分譲、リフォーム業 

資本金 １００百万円 

年商 ７，０１１百万円（２０２０年３月期） 

従業員数 ４６名 

ＰＲコメント 

当社は家族の生活が営まれる空間として、木のぬくもりを感じられる場所と

して、幸せな時間を過ごす家として、皆さまと一緒に“ホーム”をつくり続けま

す。 

 

発行企業名 中日本空調サービス株式会社  

所在地 愛知県刈谷市松栄町２丁目２番地１１ 

代表者 川尻 なおみ 

事業内容 空調工事業 

資本金 ２０百万円 

年商 ８７２百万円（２０２０年４月期） 

従業員数 １５名 

ＰＲコメント 
当社は１９７０年９月設立、空調設備設計施工・保守メンテナンスを行って

いる会社です。地元で愛され５１年。これからも末長く愛され、運営出来る事

http://www.rockon7.com/
https://www.iwakura-g-h.co.jp/


を願い、社員一同頑張っております。 

 今年は５０年を節目に新社屋の完成と事を進めてまいりました。これをご縁

とし、十六銀行様からのお声かけでＳＤＧｓの取組みに参画させていただく

運びとなり、喜びもひとしおです。 

 

発行企業名 スマートツール株式会社 http://www.smarttool.jp/ 

所在地 岐阜県岐阜市芋島３丁目６番地２０ 

代表者 三輪 哲久 

事業内容 ソフトバンク・ワイモバイルショップ運営 

資本金 １０百万円 

年商 ３，５７２百万円（２０２０年３月期） 

従業員数 １８０名 

ＰＲコメント 

当社は、東海・関西２９店舗のソフトバンク・ワイモバイルショップを展開す

る一次販売代理店です。 

 会社の通信料金の削減・スマホ・タブレットのことなら、いつでもご相談受

付中！ 

 まずはご連絡お待ち致しております！ 

 

 

発行企業名 株式会社アートジャパンナガヤ設計 https://ajn.co.jp 

所在地 岐阜県羽島市正木町大浦４６０番地 

代表者 長屋 榮一 

事業内容 建築設計業、介護福祉事業等 

資本金 １０百万円 

年商 ９３４百万円（２０２０年６月期） 

従業員数 ２５０名 

ＰＲコメント 

当社は、建築設計と介護部門を兼ね備えることで、福祉施設における質の

高い生活空間の提供や、地域の皆さまが安心して暮らせる社会づくりに貢

献させていただく上で、良質の介護福祉サービスを提供しています。 

 

発行企業名 有限会社中島化学  

所在地 岐阜県美濃市神洞６５３番地の１ 

代表者 中島 浩樹 

事業内容 製造業 

 

以 上 

 

【本件ご照会先：経営企画部ブランド戦略室  ＴＥＬ ０５８－２６６－２５１１】         
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