
アーク 株式会社　株式会社 アイ・ビー・シー開発センター　株式会社 アイアン車体　アイエスエス 株式会社　株式会社 アイシーエス　株式会社 愛真館　有限会社 アイシンレジャーシステム　有限会社 アイテック　株式会社 アイビーシー岩手放送　特定非営利活動法人 愛福祉会
株式会社 アウトレジャー　葵龍 株式会社　株式会社 青葉商事　株式会社 青森建設工業社　株式会社 青森日東義肢製作所　有限会社 青山興業所　秋田銘醸 株式会社　株式会社 アクセル　有限会社 アクティブオート　株式会社 アクード　株式会社 浅沼工務店
株式会社 朝日工業社　株式会社 アサヒテクノ　旭ボーリング 株式会社　アサヒ冷熱 株式会社　株式会社 アジテック　有限会社 芦名商会　株式会社 アスター　株式会社 アトリエノルド　株式会社 アーバン土地企画　株式会社 アフェクション　株式会社 アベ環境サービス
株式会社 阿部測量設計　有限会社 アメリカン美容院　新谷設備工業 株式会社　有限会社 アルファーシステム　有限会社 安部商店　株式会社 イーアールアイ　株式会社 石神製作所　石川メカニカルサービス 合同会社　有限会社 石孫本店　株式会社 イースタンモータース
株式会社 イトウ　有限会社 イトウクラフト　有限会社 伊藤甚　伊藤製粉 株式会社　有限会社 伊藤電機　井上スポーツ 株式会社　株式会社 岩泉総合観光　株式会社 岩崎商店　株式会社 岩代不動産　イワセキ 株式会社　株式会社 岩瀬張建設　岩舘電気 株式会社
有限会社 岩手運送　有限会社 岩手架設工業　株式会社 いわて金型技研　岩手急行貨物自動車 株式会社　学校法人岩手キリスト教学園上堂ホサナ保育園　岩手ケーブルテレビジョン 株式会社　一般社団法人 岩手県障がい者スポーツ協会　岩手県土地開発公社
岩手県北自動車 株式会社　公立大学法人 岩手県立大学　岩手高等学校　岩手三和ソーイング 有限会社　岩手自動車販売 株式会社　いわて生活協同組合　岩手中央砕石 株式会社　株式会社 岩手特殊　株式会社 岩手都市開発　株式会社 岩手日報広告社
株式会社 岩手日報社　株式会社 イワテ美容商事　いわて不動産 株式会社　株式会社 イワテブライダルセンター　株式会社 岩手ホテルアンドリゾ－ト　株式会社 岩手めんこいテレビ　岩手ヤクルト販売 株式会社　株式会社 インターワークス　インディ商事 株式会社
合資会社 上田電気商会　羽後電設工業 株式会社　株式会社 薄衣電解工業　内田鉄工 株式会社　ＡＲＣ不動産 株式会社　株式会社 栄光　有限会社 江刺ガス　株式会社 エジソンパワー　株式会社 ＳＳ総建　株式会社 Ａ・Ｚハウスクリーン　株式会社 恵比寿
有限会社 エーブイテクニカ　株式会社 エフエム岩手　株式会社 ＦＰホームサービス　株式会社 Ｍ’ｓ ｃｏｍｐａｎｙ　有限会社 エムデー　株式会社 エンスイ　有限会社 及川興建　有限会社 オイカワ設備企画　おいかわ不動産 合同会社　及源鋳造 株式会社
桜心警備保障 株式会社　有限会社 大上保険事務所　株式会社 大久保建設　大志田動物医院 株式会社　株式会社 太田タクシー　大森畳店 合同会社　有限会社 ＯＫＡＤＡ　株式会社 長内水源工業　株式会社 小澤組　株式会社 オートクラフト　株式会社 オートリペアサービス
有限会社 小野　株式会社 小野寺商店　株式会社 小原建設　有限会社 小原サイクル　小原自動車工業 株式会社　有限会社 おばら不動産　有限会社 オーベン建築設計舎　株式会社 オヤマ　株式会社 小山製麺　小山田電業 株式会社　株式会社 オールライトエンジニア
有限会社 御宿山いち　合同会社 オンリーライフ　株式会社 回進堂　有限会社 カギハシ　株式会社 カクタ設計　有限会社 かくりき商店　株式会社 カーサービス岩手　有限会社 鍛治屋敷左官工業　有限会社 かつみ不動産　株式会社 金澤鋼業　金盛商事 有限会社
株式会社 カナン製作所　株式会社 カヌカテックプラス　株式会社 金子デーゼル商会　株式会社 兼平製麺所　河北印刷 株式会社　社会福祉法人 釡石愛育会　学校法人 釡石学園　株式会社 釡石タクシー　釡石地方森林組合　釡石レミコン 株式会社　鎌田水産 株式会社
株式会社 鎌田鈑金工業　賀美鉄筋工業 有限会社　有限会社 上中屋敷重機　有限会社 神谷製作所　川上塗装工業 株式会社　川口印刷工業 株式会社　株式会社 カワサキ商事　川嶋印刷 株式会社　有限会社 川藤　有限会社 川原商会　有限会社 河判　川村商事 有限会社
株式会社 川村創建　株式会社 かんきょう　株式会社 カントリー不動産　機械興業 株式会社　株式会社 キクコウストア　有限会社 菊俊商事　医療法人社団 帰厚堂　北上都心開発 株式会社　株式会社 北上文化　きたぎんユーシー 株式会社　きたぎんリース・システム 株式会社
有限会社 北日本自動車工業　株式会社 北日本水工　北日本製袋 株式会社　有限会社 北山水道工業所　北山窓業 株式会社　株式会社 木津屋本店　株式会社 木村建設　医療法人 久誠会 成田歯科医院　宗教法人 宮澤寺　有限会社 協永工作所　共栄商事 株式会社
共進機材 株式会社　有限会社 共同産業　共立医科器械 株式会社　協立建設工業 株式会社　有限会社 共和建設　有限会社 金田一　有限会社 金田一商店　草刈建設 株式会社　久慈ダイハツ販売 株式会社　株式会社 工藤技建　株式会社 工藤材木店
有限会社 工藤メンテナンス工業　有限会社 久保田工務店　有限会社 熊谷工業　株式会社 クラフト・ハウス　有限会社 グリーン動物病院　有限会社 クール．コーポレーション　有限会社 黒川工業　有限会社 桑畑旅舘　有限会社 ケア・メディカル　株式会社 ケアサービスゆたか
株式会社 ケイ・アール・ケイ・ジャパン　有限会社 ケイ・エス企画　有限会社 ケイ・ティ　社団医療法人 啓愛会　社会福祉法人 敬愛会　有限会社 ケイズクリエイツ　医療法人社団 敬和会　有限会社 気仙沼モータース　株式会社 ＫＹコーポレーション　株式会社 建築のフジサワ
株式会社 建塗装工業　有限会社 県北配送　興建エンジニアリング 株式会社　株式会社 麹屋もとみや　社団医療法人 康生会　株式会社 興盛工業所　社会医療法人 康陽会　有限会社 幸和自動車工業　株式会社 コーエン　株式会社 國洋　株式会社 小鯖船舶工業
株式会社 越戸商店　有限会社 小島製菓　株式会社 コセガワ　コセガワ鋼管 株式会社　後藤工建 株式会社　寿建設 株式会社　特定非営利活動法人 ことぶきの会　有限会社 木の香の家 木精空間　小林興産 株式会社　小林土木 株式会社　株式会社 駒木葬祭
株式会社 コマツ　株式会社 小山組　株式会社 近藤設備　株式会社 今野商店　株式会社 コンピュータシステム研究所　株式会社 齋武商店　株式会社 齊藤興業　斎藤工業 株式会社　さいとう製菓 株式会社　株式会社 サイバーコア　株式会社 栄開発　株式会社 榊鐵工所
有限会社 サカショウ　株式会社 櫻井防災　株式会社 佐々木組　株式会社 佐々木建送　株式会社 ササキプラスチック　有限会社 佐々忠工業　有限会社 笹原組　株式会社 佐藤興産　佐藤興産 株式会社　佐藤車輌 株式会社　佐藤税理士法人　株式会社 佐野架設
佐野建設 株式会社　株式会社 佐原　株式会社 里楽笑　有限会社 沢忠　合同会社 さわやかサポート　有限会社 サンウッドガス　三恵商事 株式会社　有限会社 燦ケミカル　株式会社 サンシーアイ　三陸電業 株式会社　三陸土建 株式会社　サンレール工業 株式会社
三和薬肥 株式会社　有限会社 Ｇ・オプティカル　ジェイ商事 株式会社　有限会社 シーエルプラント　有限会社 システムナレッジ　有限会社 システムファニチャ－　篠村建設 株式会社　株式会社 志文　有限会社 清水石材　株式会社 ジャムフレンド　医療法人 十薬会
医療法人 守敬会　株式会社 寿広　株式会社 ジョイ・コス　昭栄建設 株式会社　宗教法人 正覚寺　医療法人社団 松誠会　株式会社 昭和管工　株式会社 昭和建設　有限会社 白畑葬儀仏具店　有限会社 新栄観光バス　新栄重機建設工業 株式会社　新興砂利 株式会社
株式会社 シンコーロード宮城　医療法人 真彰会　社会福祉法人 新生会　株式会社 新田組　新日東鋼管 株式会社　株式会社 シンファーマシー　社団医療法人 新和会　有限会社 親和自動車整備工場　株式会社 水研舎　菅原工業 株式会社　鈴久建設 株式会社
有限会社 スタイル薬局　株式会社 ストック　有限会社 すノ家商事　住まい環境プランニング 合同会社　有限会社 住田商事　有限会社 スリーエス　有限会社 諏訪商店　成城ハウジング不動産 有限会社　株式会社 誠電社　有限会社 盛南輸送　一般社団法人 清流会
株式会社 セキエイ　有限会社 関精肉店　世嬉の一酒造 株式会社　有限会社 攝待鉄工所　セルスペクト 株式会社　泉金物産 株式会社　株式会社 ゼンシン　仙台検査 株式会社　仙台日新自動車 株式会社　仙台やしろ商事 株式会社　株式会社 セントラルオ－トガラス
医療法人 颯桜会　社会福祉法人 創世福祉事業団　有限会社 第一タイヤサービス　株式会社 大三商店　株式会社 太子建設　株式会社 大信　株式会社 大成電機　大泉開発 株式会社　大宗建設 株式会社　株式会社 大東環境科学　株式会社 ダイトク　株式会社 ダイニング
太平化成工業 株式会社　大宝商事 株式会社　大門 株式会社　株式会社 ダイヤテックス　医療法人 泰悠会　株式会社 ダイユ－エイト　太陽電機 株式会社　有限会社 大洋不動産　高尾工業 株式会社　株式会社 高設　株式会社 高田自工　有限会社 高忠商事
高西石油 株式会社　株式会社 高橋組　株式会社 高橋建築設計事務所　有限会社 高橋商店　有限会社 高橋設備工業　株式会社 髙文商店　高松学童保育クラブ　株式会社 高宮商店　株式会社 匠　株式会社 武田鉄工所　株式会社 田代架設興業　株式会社 田清
学校法人 龍澤学館　株式会社 立石コンクリート　医療法人 たにクリニック　有限会社 ダン．ピーエスシー　丹内自動車販売 有限会社　合資会社 中央自動車学校　有限会社 忠北商事　司商事 株式会社　株式会社 ＤＳＹサービス　株式会社 Ｄｅｇｕ建工　テクノス 株式会社
株式会社 テクノライフ昭和　株式会社 デジタル・ウント・メア　合同会社 デジタルライフクリエイト　株式会社 照甲組　株式会社 テレビ岩手　東栄測量 株式会社　株式会社 東海新報社　株式会社 東河運輸　株式会社 涛煌　有限会社 東部建設　東北エンジニアリング 株式会社
株式会社 東北工商　株式会社 東北タチバナ　一般財団法人 東北多文化アカデミー　株式会社 東北マシナリー　株式会社 東北メディケアサービス　東北ルートサービス 株式会社　東陸建設 株式会社　東和管工 株式会社　有限会社 東和警備保障　東和食品 株式会社
有限会社 東和微生物検査所　株式会社 東和本社　徳清倉庫 株式会社　外里建設 株式会社　株式会社 トーセイメディカル　株式会社 土木技研　富栄電気 株式会社　ドラゴンキュ－ブ 株式会社　杜陵高速印刷 株式会社　杜陵テクノ 株式会社　有限会社 ナイガイ
永卯地所 株式会社　有限会社 長沢燃料店　株式会社 永瀬商店　有限会社 中ノ橋薬局　株式会社 中村建設　株式会社 中村商会　有限会社 中村家　有限会社 中山運送　株式会社 ナダベ　成美工業 株式会社　南部電気工事 株式会社　株式会社 南部美人
有限会社 ニエドー　株式会社 肉のふがね　ニシウミ電機商事 株式会社　株式会社 西倉工務店　有限会社 西舘電工　西本産業 株式会社　日建通商 株式会社　日産チェリー岩手販売 株式会社　株式会社 日敷　株式会社 日新土建　株式会社 日盛ハウジング
株式会社 ニッセイ宮城　株式会社 ニッチコーポレーション　株式会社 日報高橋　二戸ガス 株式会社　日本未来エナジー 株式会社　日本ロテック 株式会社　株式会社 にまいばしミート　株式会社 ニュートン　有限会社 二和木材　有限会社 ぬまくら　有限会社 野場造花仏具店
株式会社 Ｈｉｃｙ　株式会社 ハウスＭ２１　有限会社 ハウス盛岡　株式会社 パークシーエム　株式会社 博扇堂クリーニングセンター　有限会社 橋市倉庫　橋爪商事 株式会社　株式会社 ハシモトホーム　有限会社 パセオコンタクト　株式会社 長谷川建設　株式会社 畠山鉄工所
株式会社 八戸建設　株式会社 蜂屋　有限会社 はつがい養蜂場　株式会社 Ｈａｐｐｙ Ｌｉｆｅ Ｃｏｍｐａｎｙ　株式会社 ハートブリッジ　有限会社 はなぶさ商事　社会福祉法人 花巻保健福祉会　株式会社 花和建設　濱幸水産 株式会社　株式会社 浜千鳥　有限会社 ハラサン総業
医療法人 磐清会 せきこどもクリニック　株式会社 ハンディーマン　株式会社 坂東木材　有限会社 ビー・ロック　東日本情報通信 株式会社　有限会社 ビック・エム　ビックライフ 有限会社　有限会社 ひび又屋　平庄 株式会社　株式会社 平野組　有限会社 ファインコンタクト
株式会社 ＦＡＳＫ　ファスト・ホーム 株式会社　株式会社 ファーマ・ラボ　特定非営利活動法人 ファミーユ　福岡電業 株式会社　株式会社 福島理工　有限会社 福田パン　有限会社 藤倉建設　富士水工業 株式会社　富士生コンクリート 株式会社　有限会社 藤村仏具本店
株式会社 富士モーターサービス　有限会社 藤本製材所　株式会社 藤森測量設計　藤勇醸造 株式会社　有限会社 藤原クリーンサービス　株式会社 藤原葬具社　有限会社 藤原板金　二葉運送 株式会社　株式会社 双葉設備アンドサービス　株式会社 フードアトリエ
株式会社 プラザ企画　株式会社 プラシーズ　株式会社 ブルースター　株式会社 fullハウス　プレステック 株式会社　有限会社 フレッシュフラワーサービス　株式会社 文化印刷　文秀堂 株式会社　株式会社 ベアレン醸造所　医療法人 平成会　有限会社 平成電機サービス
株式会社 平和圧送　有限会社 ベストフーズ　ヘリオス酒造 株式会社 沢内醸造所　株式会社 ヘルスケアキッチンみたけ　宗教法人 宝寿院　有限会社 豊隆軌道　北星商事 株式会社　ホクト 株式会社　株式会社 北東ビルサービス　北東物産 株式会社
株式会社 北杜地質センター　有限会社 北冷工業　星上通信 株式会社　株式会社 細川商会　北興商事 株式会社　有限会社 ホテル近江屋　株式会社 ホテル小田島　堀合漁業 株式会社　株式会社 堀合紙器　有限会社 本田漁業部　有限会社 米沢石油店　株式会社 マイヤ
有限会社 柾屋電設　松村工業 株式会社　株式会社 マツヤ　有限会社 マテリアル　株式会社 マルイチ　株式会社 マルサ　株式会社 マルショウ　株式会社 丸清木材　有限会社 丸清渡辺土建　株式会社 丸萬　株式会社 マルモ通信　マルヨ産業運送 株式会社
株式会社 丸和　有限会社 萬貫ダスキン　有限会社 三浦圧鉄工業　株式会社 三樹商事　水沢工業 株式会社　有限会社 水沢鍛造工芸社　株式会社 水沢農薬　株式会社 水清建設　水本重機 株式会社　株式会社 水本商店　株式会社 三田商会　株式会社 みちのくジャパン
株式会社 道の奥ファーム　株式会社 みちのりトラベル東北　有限会社 みつわや本店　南ホンダ自動車 株式会社　有限会社 宮川写真舘　宮城富士アスコン 株式会社　宮古地方森林組合　宮古生コンクリート 株式会社　株式会社 宮崎商店　株式会社 ミラックマツヤ
株式会社 みんなのみらい計画　株式会社 ムラスイ　株式会社 村山電機商会　有限会社 銘菓処高千代　株式会社 明和土木　有限会社 メガネのおくやま　株式会社 めんこいエンタープライズ　有限会社 メンテナンス不来方　盛岡医療生活協同組合　盛岡ガス 株式会社
盛岡市肴町商店街振興組合　株式会社 盛岡シティホテルズ　有限会社 盛岡自動車部品　盛岡食材加工協同組合　盛岡スズキ自販 株式会社　学校法人 盛岡大学　特定医療法人 盛岡つなぎ温泉病院　有限会社 盛岡西オート　盛岡ニッタン 株式会社　有限会社 盛岡マツダ商会
株式会社 盛岡窓枠　株式会社 盛岡臨床検査センター　株式会社 盛印盛岡青果　株式会社 森の不動産　株式会社 モリレイ　株式会社 ヤエガシ　株式会社 八重樫タクシー　株式会社 八木又商店　八五八六商店 株式会社　株式会社 八島工務店　ヤットハチ鈴木水産 株式会社
有限会社 ヤハタ　有限会社 八幡組　株式会社 八幡建設　株式会社 矢幅エンジニア　株式会社 矢巾タクシー　株式会社 ヤマカ塩七　株式会社 山崎工業　株式会社 ヤマザキマテックス　有限会社 山城運輸　山善鉄工建設 株式会社　山田ガス 有限会社　有限会社 山田左官工業
株式会社 山田電設　社会福祉法人 山田町社会福祉協議会　株式会社 山忠　株式会社 山長建設　株式会社 ヤマモト　株式会社 山谷産業　有限会社 やまゆり　株式会社 ユアテック　株式会社 邑計画事務所　医療法人優親会 及川脳神経内科クリニック
株式会社 ユウデンエンジニアリング　株式会社 ユーキュー　ユニオン広研 株式会社　株式会社 ユニオン薬局　ユニック北東北販売 株式会社　株式会社 ユニハウス　株式会社 ユーワテック　株式会社 横田屋本店　有限会社 横手鈑金工業所　よこてフードサービス 株式会社
有限会社 吉田塗装工業　株式会社 よつば不動産　ライフ・セレクト 株式会社　有限会社 楽知館　陸中建設 株式会社　株式会社 理水興業　リー・ハウス 株式会社　有限会社 リフォーム藍　株式会社 流通技研　有限会社 流通センター不動産　株式会社 ルームクラフト
株式会社 レガーメ　レンカヘルスケア 株式会社　株式会社 ロジカルバリュー・コミュニケーションズ　株式会社 ワイズマン　株式会社 渡辺工業所

北日本銀行グループは、SDGs（持続可能な開発目標）の達成に向けて、取り組んで参ります。

きたぎんグループ SDGs宣言〒020 -8666  岩手県盛岡市中央通一丁目6番7号
電話番号 019 -653 -1111　https : //www.k i tag in . co . jp/

688社の寄付金にご協力いただいた企業さま

掲載に同意いただいた企業さまを掲載しております。敬称略・五十音順

たくさんの「応援」の
気持ちが寄せられました。

北日本銀行よりご協力いただいた皆さまへ感謝の気持ちを込めて

医療応援キャンペーン
期間：2020年6月２2日（月）～9月30日（水）

個人のお客さまのお取引に応じた寄付金は、
全額「岩手県」の医療機関等の支援に活用してまいります。

応援寄付キャンペーン
期間：2020年7月20日（月）～10月30日（金）

法人のお客さまのお取引に応じた寄付金は、
東北5県（岩手・青森・秋田・宮城・福島）の支援に活用してまいります。

当行は、新型コロナウイルス感染症対策の支援として、
個人のお客さま向けに「医療応援キャンペーン」を6月から実施し、
また、7月には法人のお客さま向けに「応援寄付キャンペーン」も開始しました。
両キャンペーンは、期間中にご契約いただいたお取引に応じて
寄付を行うものであり、寄付金額はおかげさまで1,000万円を超えました。
寄付金は各県を通じて医療機関等への支援事業、
文化・スポーツ推進事業、子供たちへの教育に役立ててまいります。
大変多くの皆さまにご賛同・ご協力いただいたことに、厚く御礼申し上げます。
今後とも当行は、お客さまとともに多様な社会貢献活動に取り組んでまいります。

株式会社北日本銀行 取締役頭取

贈呈式の様子は
こちらから

※医療応援キャンペーン・応援寄付キャンペーンはともに終了しています。

（個人向け）医療応援キャンペーン

4,761,485円
（法人向け）応援寄付キャンペーン

5,871,080円+

10,632,565円
寄付金額


