
 

２０２２年３月２５日 

各位 

 

 

 

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」』（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：１３件 ６２０百万円） 

発行企業 

代表者 所在地 

業種 発行額（百万円） 期間（年） 

寄贈先 

株式会社ワイズ 

関谷 幸子 岐阜県岐阜市又丸６８８番地１ 

介護事業 ５０ ７ 

特定非営利活動法人ＨＡＰＰＹ ＤＯＧ ＴＥＡＭ 

株式会社小林製作所 

小林 一彦 岐阜県関市池尻８９７番地５ 

金型製造業 ３０ ５ 

関市立関商工高等学校 

羽田建設株式会社 

羽田 博人 岐阜県岐阜市水海道５丁目１番１９号 

住宅建築業 ３０ ７ 

岐阜市立長森東小学校 

丸井陸運株式会社 

井ノ浦 健 岐阜県岐阜市本荘中ノ町６丁目５番地 

一般区域貨物自動車 

運送事業 
１００ ７ 

岐阜市立草潤中学校 

 



長良製紙株式会社 

家田 聖吾 岐阜県瑞穂市生津９８０番地 

製造業 ５０ ５ 

瑞穂市 

株式会社ヤマモト 

山本 直人 岐阜県揖斐郡揖斐川町三倉１３３番地１ 

総合建設業 ３０ ５ 

揖斐川町立北和中学校 

株式会社キィポーション 

木村 義憲 岐阜県揖斐郡池田町八幡６２１番地の７ 

食品包装業 ５０ ７ 

池田町立八幡小学校 

エスディーエス株式会社 

堀川 大介 岐阜県加茂郡八百津町伊岐津志２０２７ 

プラスチック成形材料 

製造業 
４０ ５ 

岐阜県立八百津高等学校 

株式会社大坪通信設備 

大坪 達也 岐阜県中津川市駒場１６６０番地の１４３ 

電気・電気通信工事業 ５０ ７ 

中津川市 

山下技装株式会社 

山下 博之 岐阜県高山市千島町１０７４番地 

土木工事業 ４０ ７ 

学校法人飛騨学園 美鳩幼稚園 

株式会社キソウ技研 

森川 月男 岐阜県羽島市桑原町大須７３２番地 

自動車プラスチック部品

加工業 
５０ ５ 

羽島市立桑原学園 

株式会社ねじのスーパー大和 

木村 亮 愛知県名古屋市南区要町５丁目９４番地 

製造業 ５０ ５ 

名古屋市立星崎小学校 

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 ７ 

愛知県立知立東高校 

 

 

 

 

 



３月２５日発行分 信用保証協会の保証付私募債（合計：４件 ２３０百万円） 

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 

株式会社蛭ケ野商事 

山畑 光知哲 岐阜県郡上市高鷲町ひるがの４６７０番地９３１ 

燃料小売業 岐阜県 ３０ ５ 

調整中 

株式会社メック 

三尾 泰一郎 岐阜県中津川市苗木４９０８番地の１ 

電子基板製造業 岐阜県 １００ ７ 

中津川市立苗木中学校 

飛州木工株式会社 

小池 勝美 岐阜県下呂市小坂町落合１１８４番地の１６ 

製造業 岐阜県 ５０ ７ 

下呂市立おさかこども園 

有限会社萩原チキンセンター 

日下部 讓 岐阜県下呂市萩原町古関１０１４番地の１ 

製造業 岐阜県 ５０ ７ 

岐阜県立益田清風高等学校 

 

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 十六銀行の保証付私募債（合計：１件 ５０百万円） 

発行企業 
代表者 所在地 

業種 発行額（百万円） 年数 

株式会社フードフォース 
森 一樹 愛知県名古屋市天白区島田５丁目７０９番地 

食品製造販売 ５０ ７ 

 

３月２５日発行分 信用保証協会の保証付私募債（合計：２件 ２００百万円） 

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） 

名古屋技研工業株式会社 

（第７回） 

石黒 梨香 岐阜県中津川市茄子川１６８８番地 

自動車部品製造業 岐阜県 １００ ７ 

名古屋技研工業株式会社 

（第８回） 

石黒 梨香 岐阜県中津川市茄子川１６８８番地 

自動車部品製造業 岐阜県 １００ ７ 



発行企業の概要 

 

発行企業名 株式会社ワイズ http://genkijirusi.com  

所在地 岐阜県岐阜市又丸６８８番地１ 

代表者 関谷 幸子 

事業内容 介護事業 

 

発行企業名 株式会社小林製作所 https://www.kobayasi-ss.co.jp  

所在地 岐阜県関市池尻８９７番地５ 

代表者 小林 一彦 

事業内容 金型製造業 

資本金 ３百万円 

年商 ７３３百万円（２０２１年５月期） 

従業員数 ２３名 

ＰＲコメント 

当社は、自動車・遊戯・家電・生活雑貨などに使用されるプラスチック部品

の金型を設計・製造しております。昨今は、グローバル経済の厳しい競争の

中で、常に新しい技術の習得に努め、現在は金型設計・製造・試作品製

造・量産製造等の一貫生産を行うことで、取引先の皆様が要望するニーズ

に迅速かつ柔軟な対応できるよう、社内体制を充実させております。 

 

発行企業名 羽田建設株式会社 https://www.hadanoie.jp/  

所在地 岐阜県岐阜市水海道５丁目１番１９号 

代表者 羽田 博人 

事業内容 新築住宅設計施工 

ＰＲコメント 

☆☆☆三ツ星工務店 羽田建設株式会社です。私共は創業６０年余り、注

文住宅専門の工務店としてたくさんのお客様と世代をまたぐお付き合いを

し、一級建築士事務所となってから２５年近く、３０００件以上のお客様にアド

バイスをしてまいりました。また、建設業界や地域社会との架け橋となるとい

う理念・ビジョンの元、工務店の後継者育成を行ったり、東日本大震災を契

機にＮＰＯで支援物資・子育て支援の活動も行っています。 

 

発行企業名 丸井陸運株式会社  

所在地 岐阜県岐阜市本荘中ノ町６丁目５番地 

代表者 井ノ浦 健 

事業内容 一般区域貨物自動車運送事業 

資本金 １０百万円 

年商 ６００百万円（２０２１年４月期） 

従業員数 ４０名 

http://genkijirusi.com/
https://www.kobayasi-ss.co.jp/
https://www.hadanoie.jp/


発行企業名 長良製紙株式会社  

所在地 岐阜県瑞穂市生津９８０番地 

代表者 家田 聖吾 

事業内容 製造業 

 

発行企業名 株式会社ヤマモト http://kk-yamamoto.co.jp  

所在地 岐阜県揖斐郡揖斐川町三倉１３３番地１ 

代表者 山本 直人 

事業内容 総合建設業 

資本金 ２０百万円 

年商 ８２８百万円（２０２１年９月期） 

従業員数 ２８名 

ＰＲコメント 

当社は、大正１０年の創業以来、“お客さまの心を大切に”の信念のもと、よ

り良き施工に努め、おかげさまで創業１００年を超えることができました。これ

からも「何事にも感謝の気持ちと謙虚さを忘れない」のスローガンのもとに、

地域社会のお役に立てる企業を目指していきます。 

 

発行企業名 株式会社キィポーション https://recruit.keyportion.com/company/  

所在地 岐阜県揖斐郡池田町八幡６２１番地の７ 

代表者 木村 義憲 

事業内容 食品包装業 

資本金 １０百万円 

年商 ２，０５５百万円（２０２１年６月期） 

従業員数 ３５７名 

ＰＲコメント 

当社は、食料品を扱う企業として商品を手にする消費者様の安心・安全を

最優先に日々精進しております。また、お客様の要望を出来る限り満たし、

お客様に満足していただく品質を目指すことに加え、スタッフも毎日気持ち

よく仕事に向き合えるよう社内努力もしております。今後とも社員一丸となり

安心・安全をご提供する企業として成長して参ります。 

 

発行企業名 エスディーエス株式会社  

所在地 岐阜県加茂郡八百津町伊岐津志２０２７ 

代表者 堀川 大介 

事業内容 再生・新材プラスチックペレット製造 

資本金 １０百万円 

年商 １，５０３百万円（２０２１年６月期） 

従業員数 ２０名 

http://kk-yamamoto.co.jp/
https://recruit.keyportion.com/company/


発行企業名 株式会社大坪通信設備 http://www.ots.ne.jp  

所在地 岐阜県中津川市駒場１６６０番地の１４３ 

代表者 大坪 達也 

事業内容 電気・電気通信工事業 

資本金 ３０百万円 

年商 ４１１百万円（２０２１年９月期） 

従業員数 １７名 

ＰＲコメント 

当社は、１９８７年通信機器の訪問販売で創業いたしました。 

その後、岐阜・愛知を中心に電気工事・電気通信工事・空調工事の設計・

施工を行っています。お客様に喜んで頂ける提案・丁寧な施工・アフターサ

ービスをモットーに、「大坪通信設備を選んでよかった！！」と思って頂ける

仕事を心掛けております。事業を通して、常に我々ができる社会貢献とは

何かを考え日々邁進しております。 

 

発行企業名 山下技装株式会社  

所在地 岐阜県高山市千島町１０７４番地 

代表者 山下 博之 

事業内容 土木工事業 

資本金 １０百万円 

年商 ５０５百万円（２０２１年２月期） 

従業員数 １４名 

 

発行企業名 株式会社キソウ技研 http://www.kisou-giken.co.jp  

所在地 岐阜県羽島市桑原町大須７３２番地 

代表者 森川 月男 

事業内容 自動車用プラスチック部品加工業 

資本金 １０百万円 

年商 ２，９７４百万円（２０２１年６月期） 

従業員数 ９８名 

 

発行企業名 株式会社ねじのスーパー大和 https://www.nejiyama.co.jp/  

所在地 愛知県名古屋市南区要町５丁目９４番地 

代表者 木村 亮 

事業内容 ねじ類の卸売・金属部品加工 

資本金 ３３百万円 

従業員数 ２５名 

http://www.ots.ne.jp/
http://www.kisou-giken.co.jp/
https://www.nejiyama.co.jp/


ＰＲコメント 

当社は名古屋市南区でねじ商社と金属加工業をしております。もうすぐ創

業５０周年を迎えるにあたり、５０年に渡り商売をさせて頂いた感謝を何かし

らの形で地元地域にお伝えできればと思い、多少ではありますがの寄付に

つながる形態の私募債を発行させて頂きました。微力ではありますが、地元

の力になれば幸いに思います。 

 

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 

資本金 ５０百万円 

 

発行企業名 株式会社蛭ケ野商事  

所在地 岐阜県郡上市高鷲町ひるがの４６７０番地９３１ 

代表者 山畑 光知哲 

事業内容 燃料小売業 

 

発行企業名 株式会社メック  

所在地 岐阜県中津川市苗木４９０８番地の１ 

代表者 三尾 泰一郎 

事業内容 電子基板製造業 

 

発行企業名 飛州木工株式会社  

所在地 岐阜県下呂市小坂町落合１１８４番地の１６ 

代表者 小池 勝美 

事業内容 間伐材を用いた建築部材の製造 

資本金 ２０百万円 

年商 ７０９百万円（２０２１年１０月期） 

従業員数 １６名 

ＰＲコメント 

当社は大手ハウスメーカー向けに建築部材の製造を行っております。 

輸入材をはじめ、国産材（東濃産ひのき）は間伐材を利用し、環境に配慮し

た製品造りをしております。「新たな挑戦」を目標に社員一丸となってＳＤＧｓ

への取り組みと持続可能な社会の実現に向け、社会・地域から必要とされ

る企業を目指しています。 

 

 

 

 



発行企業名 有限会社萩原チキンセンター https://k-chan.co.jp  

所在地 岐阜県下呂市萩原町古関１０１４番地の１ 

代表者 日下部 讓 

事業内容 鶏肉味付け加工 鶏（ケイ）ちゃん  

資本金 １０百万円 

年商 ５１０百万円（２０２２年２月期） 

従業員数 ３０名 

ＰＲコメント 

岐阜の誇る食文化のひとつ「鶏（ケイ）ちゃん」は、一口サイズにカットした鶏

肉をタレで味付けする郷土料理です。トップブランド「萩屋ケイちゃん®」を

年間４００万食分生産し、中部圏域を中心に国内各地に出荷しております。

鶏ちゃん文化を啓蒙する事により、全国の方々に岐阜の魅力を伝える一助

になるべく事業展開を推し進め地域貢献に取組む所存です。 

 

発行企業名 株式会社フードフォース  

所在地 愛知県名古屋市天白区島田５丁目７０９番地 

代表者 森 一樹 

事業内容 食品製造販売 

 

発行企業名 名古屋技研工業株式会社  

所在地 岐阜県中津川市茄子川１６８８番地 

代表者 石黒 梨香 

事業内容 自動車部品製造業 

 

以 上 

 

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

https://k-chan.co.jp/

