
株式会社アイ・コーポレーション 綾香　良一 岩吉産機工業株式会社
アイ・リリーフ株式会社 株式会社アヤベ 医療法人ウイング
株式会社アイエム 株式会社有明商事 株式会社ウイングホーム
アイコムズ株式会社 株式会社アールアイオー 株式会社上野製作所
アイティ－スペ－ス株式会社 株式会社イオスコーポレーション 社会福祉法人植松保育園
株式会社相浦機械 株式会社井川 海郷株式会社
株式会社相浦マリン 合同会社いけだ動物病院 浦川　智博
葵新建設株式会社 株式会社池野産業 株式会社ウラノ
有限会社青山電機商会 株式会社イケヒコ・コーポレーション 株式会社雲仙きのこ本舗
社会福祉法人青山保育会 石橋　重信 有限会社エイエムエスカンパニー
赤木コーセイ株式会社 有限会社石橋薬局 栄進工業株式会社
有限会社アカシ電機 株式会社イージーメジャー 社会福祉法人叡智の会
秋吉　千穂子 株式会社樹 株式会社江上運送
有限会社朝日工業 Ｅ－ｔｅｃｓコンサルタント株式会社 江上建設株式会社
朝日テクノ株式会社 井手薬品株式会社 株式会社エーシーライズ
社会福祉法人朝日福祉会 株式会社稲沢鐵工 株式会社Ｓ・Ｋ
株式会社アステック 株式会社井上自動車 有限会社エス・ワイ・シ－
株式会社あすなろの森 井上種苗店 合同会社エスファイブ
安達　寿 井上通商株式会社 株式会社ＨＡＣ
安達株式会社 ＩＭＡＲＩ株式会社 エテルナ・ワコー株式会社
アダチ産業株式会社 伊万里運輸株式会社 株式会社ＮＤＫＣＯＭ
アーバンコンサルタント株式会社 株式会社イレブン 医療法人えのもと整形外科
株式会社アーバンセキュリテイ 有限会社岩鐵運送 江渕設備株式会社

 株式会社十八親和銀行（取締役頭取 森 拓二郎）は、十八親和銀行合併記念ローン「JS」(※)の融資額 

×0.1％を国立大学法人長崎大学の新型コロナウイルスワクチン開発ほか感染症研究及び対策資金等への寄付 

を行いました。 

 本商品にご賛同頂いた長崎県内外５１５の企業・個人事業主のお客さまには心より感謝申しあげます。 

News Release 

十八親和合併記念ローン「ＪＳ」へご賛同頂いたお客さま名の公表について 

202 1年5月26日 

 〒850-0841 長崎市銅座町1-11  

https://www.18shinwabank.co.jp/ 
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十八親和合併記念ローン「JS」は十八銀行と親和銀行の合併を 
 

記念して2020年9月より販売を開始した事業性融資商品で、地元 
サポート・事業サポートの意味が込められております。 
 

 またお客さまから頂きました利息収益の一部を国立大学法人 
長崎大学へ新型コロナワクチン開発ほか感染症研究及び対策資金 
等への寄付を行い、商品の趣旨にご賛同頂いたお客さまとともに 
社会貢献・地元貢献に取り組むことを目的としています。 
  
※本商品は2020年9月1日より取扱開始、2021年3月31日を 
 もって終了しました。 

 

  
 

 

■十八親和合併記念ローン「JS」～寄付型～とは（※） 

ご賛同頂きましたお客さま 



株式会社エムエスケイ ＫＭＴ株式会社 株式会社霜田塗料産業
有限会社エムズ 株式会社ケンコーホーム 株式会社小代
株式会社円 株式会社コア 株式会社昭大建設
株式会社大浦水道土木 株式会社弘進テック 昭徳水産株式会社
大久保　利信 株式会社興農園 株式会社商陽
有限会社太田衛生 医療法人宏友会さとう内科医院 有限会社昭和防災
大野コンクリート株式会社 光洋石油株式会社 有限会社白濱商店
大菱電気工業株式会社 有限会社小阪薬局 株式会社白雪食品
弁護士法人大村綜合法律事務所 株式会社伍式 株式会社新上五島在宅ケアセンター
緒里商店 コスモ電設有限会社 有限会社神宮運輸
有限会社尾上運送 株式会社伸工舎
小浜自動車工業有限会社 五島技建工業株式会社 有限会社伸興テクノス
株式会社オフィス早田 五島汽船協業組合 株式会社新田鉄工所
オフィスメーション株式会社 五島水産株式会社 有限会社新日本物産
有限会社オーミヤハウス 株式会社五島テレビ 医療法人社団真友会藤井医院
折田建設工業株式会社 株式会社ＣＯＮＮＥＣＴ 有限会社スエオカ
有限会社海星水産 社会福祉法人木場福祉会 株式会社スカイホーム
海津　隆就 小松　正博 有限会社杉田ボーリング事業所
株式会社カシマ美装 株式会社コミュニティメディア すどう内科
有限会社和陸送 西海陶器株式会社 医療法人誠医会
片山産業株式会社 西海水処理株式会社 西州建設株式会社
有限会社かねしめ青果 彩木陸運　代表者西龍亮 株式会社誠伸建設
株式会社かねは 株式会社才津組 株式会社西部エレベーターサービス
有限会社かみひごや商店 株式会社Ｓｉｇｎｐｏｓｔ不動産 西部道路株式会社
株式会社カヤキ 株式会社坂田水産 宗教法人青蓮寺
株式会社唐津カーセンター 有限会社﨑石油店 株式会社セテラ　
川田建設工業株式会社 佐世保港湾運輸株式会社 株式会社ＺＥＮ
技研開発株式会社 有限会社佐世保真珠 有限会社善光社富田葬祭
株式会社北田物産 佐世保ダイキュ－運輸株式会社 有限会社綜合創研警備保障
株式会社橘髙 ザッカ商事有限会社 ソリ産業株式会社
九州安芸重機運輸株式会社 株式会社サネフジ 株式会社ソル・ハート
株式会社九州ガスホールディングス 株式会社さらい 第一高周波工業株式会社
九州ケンエル株式会社 株式会社三愛 株式会社大建
株式会社九州広告 株式会社サンエル 株式会社泰州
株式会社九州たまがわ 株式会社三協環境開発 大福産業株式会社
有限会社九州流通 株式会社サンクス 太平商工株式会社
株式会社キューオキ長崎 サンケイ電工株式会社 有限会社大門
有限会社協和清掃 サンケンフォ－キャスト株式会社 太洋技研株式会社
旭栄産業株式会社 株式会社サンコウ 株式会社大洋建設
株式会社きょくとう 株式会社三ヱ電機 社会福祉法人高来福祉会
極東ファディ株式会社 三興バルブ継手株式会社 鷹島運送有限会社
株式会社琴海堂 有限会社三信工業 株式会社鷹取製作所
株式会社キング 株式会社サン電工社 有限会社高山住設
株式会社金融店舗デザイン 有限会社サンビッグ 財部水産株式会社
空調技研工業株式会社 株式会社山陽 宅島建設株式会社
株式会社𣏓原建設 サンライフ株式会社 株式会社武田商事
株式会社国見ファーマシー 株式会社シ－・ア－ル・シ－ 有限会社武田鉄骨
くはら電子サ－ビス株式会社 株式会社Ｃ＆Ｃ 有限会社ダスキン住吉
株式会社Ｃｌｉｍｂ 株式会社ジーエー・タップ 舘浦漁業協同組合
倉見　哲平 株式会社志賀設計 タチカワ株式会社
株式会社クリーンエコロジー 株式会社シーサイド城下町 立石　忠裕
有限会社クリ－ン工業 株式会社シーズ 株式会社立石空調
有限会社グループホームふるさとの家 医療法人篠原皮ふ科クリニック 株式会社立石興産
株式会社黒崎水産 株式会社島田建築 田中　秀高
グローバル建機株式会社 株式会社島田商事 株式会社田中造船
医療法人薫風会 株式会社島原井上 株式会社谷川建設
株式会社ケーアイ工業 有限会社島原内装 有限会社田平クリーンサービス
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有限会社田渕測量設計 有限会社長崎水産運輸 平戸市森林組合
株式会社田和通商 長崎船舶装備株式会社 平戸鉄工造船株式会社
株式会社筑紫野建設 長崎ダイキュ－運輸株式会社 平松装備株式会社
株式会社チトセピア 株式会社長崎タカクラ 樋渡建設株式会社
有限会社中央建築 長崎生コンクリート株式会社 株式会社ファーストホーム
税理士法人中央総合会計事務所 長崎福鳥株式会社 有限会社ファームまるだ
株式会社中央綜合警備保障 長崎リース株式会社 株式会社Ｆｉｓｈ Ｍａｒｋｅｔ ウッディ
中央不動産株式会社 株式会社ナガタ 合同会社フォレストワーク五島
長建工業株式会社 株式会社永田宝石店 株式会社深町組
長星安全産業株式会社 永田モバイル株式会社 有限会社深町重車輌整備工場
株式会社珍味食品 株式会社中野エンジニアリング 有限会社福石自動車整備工場
有限会社塚本ブロイラー 中野鉄構株式会社 福岡建設株式会社
株式会社ツクモ 有限会社永橋プロパン商会 福岡製油株式会社
有限会社九十九興産 株式会社なかはら 福岡丸本株式会社
株式会社対馬機工 株式会社中村工務店 福岡リート投資法人
株式会社勉水産 社会福祉法人なごみ会 福重産業株式会社
株式会社つばき屋 有限会社鳴滝 福丸建設株式会社
株式会社ティーズデザイン 南国殖産株式会社 株式会社フジオカ
出口工業株式会社 有限会社南部プロパン フジクリーン長崎株式会社
株式会社テクノ・スズタ 有限会社南陽リース 株式会社富士商工
株式会社テック 学校法人西諌早学園 有限会社藤田工業
鉄鋼処理産業株式会社 株式会社西九州 株式会社フッケン
株式会社デバタ 有限会社西九州トーヨー 不動技研工業株式会社
テーラーつつみ株式会社 有限会社西九州メディア 不動産会社ネットワーク株式会社
株式会社天王 有限会社西田工業 株式会社不動商事
有限会社土肥会計 西日本健康株式会社 株式会社プラスワン
東建リース株式会社 株式会社西日本工業 有限会社フラワ－ショップさかい
株式会社ドゥコーポレーション 西日本鋼業株式会社 医療法人古川歯科アポロニアクリニック
有限会社東彼クレ－ン 株式会社二進製作所 有限会社古木工務店
有限会社東峰 株式会社日進開発 株式会社プレッジ
株式会社東洋 有限会社日新商会 有限会社プロスタ
東洋砂利株式会社 日本耐蝕株式会社 株式会社ベガ
社会福祉法人時津こばと福祉会 株式会社日本ビジネスソフト 株式会社ヘッジホッグ
有限会社とぎつ村 有限会社バイクセンターみやもと 社会福祉法人星のくま
特殊鋼機株式会社 株式会社ハウジングロビー 有限会社ほっとステ－ション
医療法人徳富歯科医院 萩原食肉産業有限会社 株式会社ホルテックス
德永　忠信 博愛堂ファーマシー株式会社 宗教法人本興寺
德久　道生 有限会社はた産業 本多機工株式会社
トノカワ電業株式会社 特定非営利活動法人はたらくチカラ ホンダテクニカ株式会社
株式会社豊洲コスモ便 服部産業株式会社 有限会社前野製罐
株式会社トラスティ建物管理 株式会社バードハウジング 株式会社真崎生コン
トラストパーク株式会社 有限会社ハートフル長崎 株式会社益永工業
内藤　賢一 株式会社花村潜建 増山建設株式会社
株式会社ナカオ 浜新硝子株式会社 松石建設株式会社
有限会社中尾葬祭 株式会社濵本工業 松尾　家吉
株式会社中川工業 有限会社ハーモニー 松尾　秀平
中川内　武 株式会社ハラダ 松尾　増雄
有限会社長崎医学中央検査室 有限会社ハラダ 株式会社松岡
株式会社長崎エンジニアリング 株式会社マツシマ
長崎硝子工業株式会社 有限会社パル企画 松正建設株式会社
長崎基準寝具有限会社 ばんきん屋ＳＵＮ株式会社 有限会社マツデン
長崎共和株式会社 有限会社ＰＳＩ
長崎キョ－ドウ株式会社 有限会社久松建材店 株式会社松葉屋
株式会社長崎クレーン建設 株式会社日野商店 株式会社まつや
長崎県有家手延素麺協同組合 有限会社日の出水産 松屋ビル興産株式会社
長崎県真珠養殖漁業協同組合 特定非営利活動法人ひまわり まどか商工株式会社
有限会社長崎浄設 株式会社ひまわりてれび マリンハイドロテック株式会社
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    企業名の掲載にご了承いただいた 
    企業様のみ掲載しております。 
      

※50音順、敬称略 

有限会社マルショー金物 株式会社山一 有限会社吉田米穀
株式会社丸政水産 有限会社山口建設 有限会社吉原工業所
丸和工業株式会社 山口物産株式会社
株式会社水田 有限会社山崎真珠 有限会社吉牟田薬局
有限会社溝口真珠 ヤマショウ販売株式会社 合資会社吉本組
有限会社みづち興産 株式会社ヤマダ 株式会社来迎舎
有限会社みどり薬局 有限会社ヤマダスピード製版 ＲＩＳＥＮ株式会社
株式会社ミヤザキエナジー 株式会社山電 株式会社ラポール
株式会社ミラージュ 有限会社大和工藝 株式会社隆栄
株式会社メディカルネットワーク 株式会社大和工場 隆原商事株式会社
株式会社メモリード 株式会社山開産商 株式会社亮
有限会社本原自動車学校 有限会社ユタカ商会 株式会社良選企画
株式会社元吉組 合同会社ユトライフ 有限会社レインボーサービス
株式会社モニカ 医療法人陽蘭会 株式会社レトリック
有限会社森商会 横手モータース株式会社 有限会社ワイエス
株式会社森美工務店 吉浦海運株式会社 株式会社ＹＳＡＳ
株式会社安成工務店 義川商会有限会社 株式会社ワイビーエム
株式会社屋根工房 株式会社ヨシダウェルディング 社会福祉法人わかば福祉会
ヤベホーム株式会社 有限会社吉田商事 有限会社早稲田畜産研究所


