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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 石黒 明秀、以下「当行」といいます。）は、『じゅうろくＳＤＧｓ

私募債「つながるこころ」』（１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 

 

１月２５日発行分 十六銀行の保証付私募債（合計：１３件 １，０２０百万円） 

発行企業 

代表者 所在地 

業種 発行額（百万円） 期間（年） 

寄贈先 

株式会社チューキョー 

Ｐ＆Ｇ 

小池 重善 岐阜県岐阜市西鶉２丁目３５番地の２ 

広告媒体の企画制作、

道の駅事業等 
２００ ５ 

医療法人社団登豊会 近石病院 

株式会社金武産業 

金武 宗明 岐阜県加茂郡坂祝町黒岩１５０７番地の２ 

金属プレス加工 １００ ７ 

坂祝町立坂祝中学校 

株式会社金武産業 

金武 宗明 岐阜県加茂郡坂祝町黒岩１５０７番地の２ 

金属プレス加工 １００ ７ 

坂祝町立坂祝中学校 

有限会社中部塗装 

高山 雄輔 岐阜県可児郡御嵩町御嵩５５０番地 

建築業 

（塗装・防水・土木・内装） 
１００ ７ 

御嵩町立御嵩小学校 



株式会社ライクスタカギ 

鈴木 俊弘 岐阜県可児市西帷子字東野５６１番地 

食品製造業 ５０ ７ 

可児市 

株式会社ライクスタカギ 

鈴木 俊弘 岐阜県可児市西帷子字東野５６１番地 

食品製造業 ５０ ３ 

可児市 

正栄電機株式会社 

本位田 健太郎 岐阜県恵那市長島町中野３５７番地の１ 

機械器具設置工事、 

電機工事業 
３０ ５ 

岐阜県立多治見高等学校 

株式会社トライ 

田口 義也 岐阜県中津川市茄子川１５３４番地の１６６ 

測量業 ３０ ６ 

中津川市立東小学校 

株式会社やなか珈琲 

権藤 則彦 愛知県一宮市佐千原字郷前３番地 

飲食料品小売業 ３０ ５ 

一宮市立西成小学校 

株式会社田中建設 

渡邊 亘 愛知県名古屋市昭和区安田通２丁目１０番２ 

建設業 ５０ ５ 

愛知県立名古屋南高等学校 

株式会社ロイヤル 

中根智大 愛知県名古屋市中区栄３丁目３１番６号 

直輸入品の卸販売業、

インターネット・小売販

売業、物流請負加工業 

２００ ７ 

三重県立桑名工業高等学校 

中澤建設株式会社 

中澤 榛ニ  愛知県豊田市藤岡飯野町井ノ脇３９５番地３ 

土木工事業 ５０ ７ 

豊田市立飯野小学校 

ＦＥＬＬＯＷＳ株式会社 

森 智紀 愛知県愛知郡東郷町白鳥２丁目４番地１１ 

パソコン・OA機器類の

売買 
３０ ５ 

東郷町立高嶺小学校 

 

 

 

 



１月２５日発行分 保証協会の保証付私募債（合計：２件 ９０百万円） 

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 

ダイヤ製菓株式会社 

髙橋 広明 岐阜県岐阜市一日市場１丁目１８８番地 

菓子製造業 岐阜市 ４０ ７ 

北方町立北方南小学校 

有限会社テクノエー 

浅井 昇 岐阜県羽島市堀津町横手１丁目３番地の１ 

土木工事業 岐阜県 ５０ ５ 

羽島市立堀津小学校 

 

発行企業の概要 

 

発行企業名 株式会社チューキョーＰ＆Ｇ http://www.chukyo-j.co.jp  

所在地 岐阜県岐阜市西鶉２丁目３５番地の２ 

代表者 小池 重善 

事業内容 
印刷広告媒体の企画制作・情報企画・流通企画・Ｗebサイト＆コンテンツ

企画制作・道の駅事業 

資本金 １０百万円 

年商 ２，６１０百万円（２０２１年９月期） 

従業員数 １０５名（グループ合計） 

ＰＲコメント 

当社はカタログやパンフレットなどの印刷広告媒体からデジタル媒体の企

画・制作までお客様個々に合った最適なプランニングにより「お客様のビジ

ネスの活性化と効果」をサポートします。夢と情熱、人としての心を大切にし

て変化に向き合い、新しい時代を開いていきます。 

 

発行企業名 株式会社金武産業  

所在地 岐阜県加茂郡坂祝町黒岩１５０７番地の２ 

代表者 金武 宗明 

事業内容 金属プレス加工 

 

発行企業名 有限会社中部塗装 https://chubu-tosou.co.jp/  

所在地 岐阜県可児郡御嵩町御嵩５５０番地 

代表者 高山 雄輔 

事業内容 建築業（塗装・防水・土木・内装） 

http://www.chukyo-j.co.jp/
https://chubu-tosou.co.jp/


 

発行企業名 株式会社ライクスタカギ https://www.raikusu.co.jp  

所在地 岐阜県可児市西帷子字東野５６１番地 

代表者 鈴木 俊弘 

事業内容 豆腐・油揚げ類製造業 

資本金 ４５百万円 

年商 ３，６８７百万円（２０２１年８月期） 

従業員数 １５７名 

ＰＲコメント 

当社は、木曽御岳山系の伏流水を使用し、恵まれた自然環境の中で「安

心・安全」そして「おいしい」を追求した高品質な豆腐製品を製造しておりま

す。昨今、ライフスタイルの多様化に伴い、食品業界を取り巻く環境は大き

く変化しております。 

今後も、岐阜県下ナンバーワン豆腐メーカーとして生産体制・技術開発・品

質管理のあらゆる面において、お客様の信頼と満足を実現し、社会に貢献

する企業であり続けたいと考えております。 

 

発行企業名 正栄電機株式会社  

所在地 岐阜県恵那市長島町中野３５７番地の１ 

代表者 本位田 健太郎 

事業内容 機械器具設置工事、電機工事業 

 

発行企業名 株式会社トライ  

所在地 岐阜県中津川市茄子川１５３４番地の１６６ 

代表者 田口 義也 

事業内容 測量業 

 

発行企業名 株式会社やなか珈琲  

所在地 愛知県一宮市佐千原字郷前３番地 

代表者 権藤 則彦 

事業内容 飲食料品小売業 

 

発行企業名 株式会社田中建設  

所在地 愛知県名古屋市昭和区安田通２丁目１０番２ 

代表者 渡邊 亘 

事業内容 建設業 

 

 

 

https://www.raikusu.co.jp/


 

発行企業名 株式会社ロイヤル http://www.ryl.co.jp  

所在地 愛知県名古屋市中区栄３丁目３１番６号 

代表者 中根智大 

事業内容 直輸入品の卸販売、インターネット・小売販売、物流請負加工 

資本金 １００百万円 

年商 １３，１３４百万円（２０２１年８月期） 

従業員数 ４６８名 

ＰＲコメント 

我社は１９７３年に海外のスポーツ＆カジュアルブランド商品の並行輸入事

業からスタートしました。 

現在では、シューズやアパレル、雑貨などの輸入・卸売、小売、ＥＣ販売、さ

らにはメーカー機能や物流機能も有する会社へと変化し、生活消費関連全

般における独自のブランドビジネスを展開しています。 

お客様の様々なニーズに応え、「世界の本物を手にする真の幸せ」をお届

けしてまいります。 

 

発行企業名 中澤建設株式会社  

所在地 愛知県豊田市藤岡飯野町井ノ脇３９５番地３ 

代表者 中澤 榛ニ  

事業内容 土木工事業 

 

発行企業名 ＦＥＬＬＯＷＳ株式会社 https://www.fellows5.co.jp  

所在地 愛知県愛知郡東郷町白鳥２丁目４番地１１ 

代表者 森 智紀 

事業内容 パソコン・OA機器類の売買 

資本金 １８百万円 

年商 １，６７６百万円（２０２１年６月期） 

従業員数 １６名 

ＰＲコメント 

当社の目的は「誇りを以って、必要とされるものを最高のサービスで提供

し、私たち、取引先、お客様が、喜び続ける会社になる」です。当社は、上

記の目的に向かって全社員がベクトルを合わせ、向上心を持ち、喜んでも

らう為に日々努力しています。顧客ニーズや顧客満足にゴールはなく、常

に考えを巡らせ、満足度を高度に保ち更に向上するように日々努力を重ね

ることが「必要とされる企業であり続ける」に繋がると思っています。 

 

 

 

 

http://www.ryl.co.jp/
https://www.fellows5.co.jp/


発行企業名 ダイヤ製菓株式会社 https://www.daiyaseika.com  

所在地 岐阜県岐阜市一日市場１丁目１８８番地 

代表者 髙橋 広明 

事業内容 菓子製造業 

資本金 １０百万円 

年商 ３１７百万円（２０２１年６月期） 

従業員数 ２４名 

 

発行企業名 有限会社テクノエー www.tecno-a.com  

所在地 岐阜県羽島市堀津町横手１丁目３番地の１ 

代表者 浅井 昇 

事業内容 土木工事業 

資本金 ５百万円 

年商 ７７３百万円（２０２１年９月期） 

従業員数 ２６名 

ＰＲコメント 

当社は東海３県で主に公共工事による一般土木・とび・石工・塗装・施工管

理・品質管理等、社会資本の整備を行っている会社です。 

テクノエーという社名は、高い技術力を提供するという意味で付けられまし

た。私たちの心構えでもあります。「技術力・安全性・責任感」を企業理念の

基、安心安全な生活環境に貢献すべく「技術力」の向上に社員一同努力を

惜しむことなく取り組んでいきます。 

 

 

以 上 

 

【本件ご照会先：経営企画部 広報・ＩＲ室 ＴＥＬ ０５８－２６６－２５１１】      

https://www.daiyaseika.com/
http://www.tecno-a.com/

