
 

２０２２年６月３日 

各  位 

株式会社 みなと銀行 

 

 

「目標設定特約付融資」によるＥＳＧ・ＳＤＧｓ「目標宣言企業」のご紹介について 

 

 

関西みらいフィナンシャルグループのみなと銀行（社長 武市 寿一）は、兵庫県下の中堅・

中小企業、個人事業主の皆さまの２０３０年までのＳＤＧｓの実現に向けた持続可能でより良

い世界を目指すための取組を後押しするため、２０２１年１１月よりＥＳＧ目標設定特約付融

資「Ｔｒｙ Ｎｏｗ」を、２０２２年１月よりＳＤＧｓ目標設定特約付融資「タッグ（ＳＤＧｓ

版）」を取り扱い開始いたしました。 

 

今般、ＥＳＧ経営、ＳＤＧｓ経営に関する目標を宣言し、実践されているお取引先をご紹介

いたします。 

 

本商品は、お借入れいただくお客さまの取組目標を「特約条項」として設定することで、 

ＳＸへの取組の第一歩を後押しする商品で、お取引先の皆さまがＳＸに取り組むきっかけづく

りを応援しています。 

 

みなと銀行は、今後も地域の皆さまへの様々な金融・情報サービスの提供を通じて、地域経

済の発展に向けて取り組んでまいります。 

 

 

記 

 

 

【ＥＳＧ目標宣言企業】２０２２年４月末時点 

（敬称略・五十音順） 

 

 

 

会社名 株式会社アイユース 

設立 2013年 11月 

代表者 代表取締役 藤川 良輔 

住所 兵庫県神戸市中央区下山手通２丁目１３－３ 

業種 広告制作・情報通信 

会社名 朝日興業株式会社 

設立 1960年 10月 

代表者 代表取締役 米田 邦広 

住所 兵庫県神戸市兵庫区新開地３丁目４－１７ 

業種 パチンコホール 

会社名 医療法人社団アトリエ会 

設立 2021年 7月 

代表者 理事長 上路 直弘 

住所 大阪府大阪市北区茶屋町５－８ ＭＥＦＵＬＬ茶屋町３Ｆ 

業種 病院・診療所 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社名 株式会社アートワークスタジオ 

設立 1997年 10月 

代表者 代表取締役 金野 達夫 

住所 兵庫県神戸市中央区海岸通８番 

業種 家具・建具小売 

会社名 アールスリー有限会社 

設立 2005年 4月 

代表者 代表取締役 別所 広美 

住所 兵庫県加古川市志方町西中字竹ノ下２２７－１ 

業種 リサイクル業 

会社名 淡路建材株式会社 

設立 1972年 6月 

代表者 代表取締役 森本 宏 

住所 兵庫県南あわじ市賀集８１２ 

業種 建築資材卸売 

会社名 有限会社淡路ビーフ新谷 

設立 1981年 7月 

代表者 代表取締役 新谷 隆文 

住所 兵庫県淡路市塩田新島３－４ 

業種 淡路ビーフ（食肉）の卸及び小売 

会社名 イーアルファ株式会社 

設立 2013年 2月 

代表者 代表取締役 上田  

住所 兵庫県加古川市志方町西中２２７－１ 

業種 その他の電気 

会社名 株式会社五百蔵製作所 

設立 1991年 1月 

代表者 代表取締役 五百藏 満弘 

住所 兵庫県三木市別所町小林６３８－４ 

業種 鏝製造業 

会社名 株式会社イシカワ 

設立 1985年 7月 

代表者 代表取締役 石川 みつる 

住所 兵庫県丹波市春日町中山１２６４－１ 

業種 木材製品製造 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社名 出雲荷役株式会社 

設立 2018年 9月 

代表者 代表取締役 出雲 公薫 

住所 兵庫県明石市二見町南二見１９－４ 

業種 その他サービス業等 

会社名 宇仁繊維株式会社 

設立 1999年 3月 

代表者 代表取締役 宇仁 麻美子 

住所 大阪府大阪市中央区南本町２丁目６－１２ 

業種 婦人服製造卸 

会社名 有限会社エイプラスア－ル 

設立 2003年 7月 

代表者 取締役 野口 明良       

住所 兵庫県明石市大久保町西島８３９－１ 

業種 社会保険・社会福祉 

会社名 株式会社エスコプロモーション 

設立 2011年 4月 

代表者 代表取締役 山道 良 

住所 大阪府大阪市中央区南船場４丁目６－１南船場秋山ビル７

Ｆ 

業種 太陽光発電・蓄電池等の販売及び施工 

会社名 ＨＫテクノロジー株式会社 

設立 2015年 7月 

代表者 代表取締役 髙木 祐 

住所 兵庫県神戸市西区森友２丁目１５－５ 

業種 製造業（原発汚染水の除去フィルター等製造） 

会社名 株式会社岡工務店 

設立 1948年 8月 

代表者 取締役社長 岡 栄治 

住所 兵庫県神戸市兵庫区水木通４丁目１－１ 

業種 総合建設業 

会社名 尾田教材株式会社 

設立 1970年 9月 

代表者 代表取締役 尾田 守也 

住所 兵庫県神戸市長田区滝谷町３丁目３－１３ 

業種 書籍・文具小売 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社名 加古川金属工業株式会社 

設立 1966年 8月 

代表者 代表取締役 原田 弘美 

住所 兵庫県加古川市東神吉町神吉２４８ 

業種 製鋼原料卸 

会社名 株式会社カンパニー８０８ 

設立 2018年 9月 

代表者 代表取締役 塩田 哲也 

住所 兵庫県明石市藤江２０２９－１明石市公設地方卸売市場Ｂ

棟４ 

業種 飲食品小売 

会社名 岸本冷蔵株式会社 

設立 1961年 4月 

代表者 代表取締役 岸本 泰浩 

住所 兵庫県神戸市西区枝吉５丁目１６４－１ 

業種 冷蔵倉庫業・惣菜製造業 

会社名 共栄印刷株式会社 

設立 1944年 6月 

代表者 代表取締役 柳 有香 

住所 兵庫県神戸市中央区花隈町２２－６ 

業種 各種印刷・企画製作 

会社名 協同組合兵庫木材センタ－ 

設立 2008年 4月 

代表者 代表理事 八木 数也 

住所 兵庫県宍粟市一宮町安積字丸山２１７－２０ 

業種 木材・木製品製造業 

会社名 株式会社グッドホーム 

設立 2016年 10月 

代表者 代表取締役 西尾 潤 

住所 兵庫県加古川市加古川町溝之口３０７－２ 

業種 戸建分譲 

会社名 神戸測器株式会社 

設立 2007年 11月 

代表者 代表取締役 大石 敬至 

住所 兵庫県尼崎市南武庫之荘２丁目２４－１ 

業種 建築・設計事務所 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社名 サン電設工業株式会社 

設立 1970年 5月 

代表者 代表取締役 池田 佳隆 

住所 兵庫県神戸市兵庫区 本通３丁目１－３－２ 

業種 電気工事業 

会社名 株式会社サンブリッジ 

設立 1981年 4月 

代表者 代表取締役 橋本 政明 

住所 兵庫県神戸市須磨区弥栄台１丁目１０－３ 

業種 その他卸売 

会社名 三陽工業株式会社 

設立 1980年 3月 

代表者 代表取締役 井上 直之 

住所 兵庫県明石市大久保町江井島１３８８ 

業種 人材派遣 

会社名 株式会社サンリッチインターナショナル 

設立 1981年 1月 

代表者 代表取締役 橋本 政明 

住所 兵庫県神戸市須磨区弥栄台１丁目１０－３ 

業種 その他卸売 

会社名 松幸丸水産株式会社 

設立 1994年 1月 

代表者 代表取締役 松浪 一平 

住所 兵庫県淡路市育波３６３ 

業種 水産食料品製造 

会社名 新光梱包フオワーディング株式会社 

設立 1984年 7月 

代表者 代表取締役 山本 輝行 

住所 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町１丁目１－１０ 

業種 その他のサービス業等 

会社名 神港通運株式会社 

設立 1947年 10月 

代表者 代表取締役 北村 耕一郎 

住所 兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目３－４ 

業種 陸上運送・通運業 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社名 株式会社新東化学工業所 

設立 1984年 7月 

代表者 代表取締役 飛松 孝治 

住所 兵庫県洲本市物部２丁目１２－９ 

業種 プラスチック成型品製造 

会社名 新日本建鐵株式会社 

設立 1986年 7月 

代表者 代表取締役 山田 清志 

住所 兵庫県神戸市西区宮下１丁目６番３ 

業種 土木建設 

会社名 株式会社神明プランニング 

設立 1994年 6月 

代表者 代表取締役 藤原 孝久 

住所 兵庫県神戸市長田区御船通３丁目１番地の２３ 

業種 ガス機器取付販売メンテナンス 

会社名 株式会社信陽ケミカル 

設立 1988年 4月 

代表者 代表取締役 藤原 康弘 

住所 兵庫県加古川市上荘町薬栗１６９－３ 

業種 化成品製造 

会社名 株式会社ジンレック 

設立 2002年 3月 

代表者 代表取締役 河野 仁 

住所 兵庫県神戸市西区平野町印路８８７ 

業種 リース専業 

会社名 株式会社セイコ－ 

設立 1986年 6月 

代表者 代表取締役 宇野 茂一 

住所 兵庫県神戸市西区室谷２丁目７－３ 

業種 その他一般機器製造 

会社名 第一ゴルフ株式会社 

設立 1961年 2月 

代表者 代表取締役 入江 純一 

住所 兵庫県姫路市五軒邸３丁目４５ 

業種 その他の小売 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社名 株式会社大匠 

設立 2008年 9月 

代表者 代表取締役 西森 正樹 

住所 兵庫県神戸市兵庫区中道通２丁目４－９ 

業種 土木建設 

会社名 大晶興業株式会社 

設立 1959年 9月 

代表者 代表取締役 岡本 雅  

住所 兵庫県神戸市中央区元町通２丁目９－１ 

業種 不動産賃貸業 

会社名 田中工業株式会社 

設立 1947年 8月 

代表者 取締役社長 田中 典和 

住所 兵庫県神戸市中央区筒井町３丁目１０－１９ 

業種 電話設備工事 

会社名 株式会社チャイルドハート 

設立 2000年 12月 

代表者 代表取締役 木田 聖子 

住所 兵庫県神戸市西区今寺３－２２ 

業種 保育サービス業 

会社名 有限会社西山佃煮 

設立 1984年 4月 

代表者 代表取締役 西山 安代 

住所 兵庫県淡路市野島江崎１８４－２ 

業種 食料品製造販売 

会社名 日印通商株式会社 

設立 1968年 4月 

代表者 代表取締役 呂 聯裕 

住所 兵庫県神戸市中央区江戸町９３番地 

業種 不動産賃貸業（オフィスビル賃貸） 

会社名 日本教育設計株式会社 

設立 2018年 4月 

代表者 代表取締役 北浦 壮 

住所 兵庫県神戸市灘区弓木町５丁目３－１６ 

業種 教育関連サービス 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社名 日本産業資材株式会社 

設立 1969年 11月 

代表者 代表取締役 藪下 和紀 

住所 兵庫県明石市魚住町住吉２丁目３１－１８ 

業種 プラスチックシート製造 

会社名 株式会社花屋敷ゴルフ倶楽部 

設立 1957年 11月 

代表者 代表取締役 河野 泰人 

住所 兵庫県三木市吉川町上荒川字松ケ浦７１３－１ 

業種 ゴルフ場（ひろのコース、よかわコース） 

会社名 浜田水産株式会社 

設立 1992年 1月 

代表者 代表取締役 濱田 憲児 

住所 兵庫県淡路市富島９３４－１ 

業種 その他の食料品製造 

会社名 株式会社ハンシン 

設立 1946年 8月 

代表者 代表取締役社長 黒田 圭司 

住所 兵庫県尼崎市平左衛門町１８－２５ 

業種 機械部品・製造修理 

会社名 株式会社氷上製作所 

設立 2015年 5月 

代表者 代表取締役 池田 一一 

住所 兵庫県丹波市氷上町石生１７６７－７ 

業種 その他電機機械器具製造業 

会社名 株式会社広島牧場 

設立 2006年 3月 

代表者 代表取締役 藤井 丈博 

住所 広島県安芸高田市高宮町来女木１４２０－１ 

業種 農業 

会社名 株式会社藤岡石油店 

設立 1975年 6月 

代表者 代表取締役 藤岡 陽平 

住所 兵庫県神戸市西区押部谷町栄９３ 

業種 ガソリンスタンド等 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社名 富士交通株式会社 

設立 1963年 10月 

代表者 代表取締役 河合 利宜 

住所 兵庫県揖保郡太子町鵤字堂ノ後１２５４－３ 

業種 道路運送 

会社名 フジ住宅株式会社 

設立 1974年 4月 

代表者 代表取締役 宮脇 宣綱 

住所 大阪府岸和田市土生町１丁目４－２３ 

業種 不動産業 

会社名 富士タクシ－株式会社 

設立 1950年 1月 

代表者 代表取締役 河合 利宜 

住所 兵庫県姫路市広畑区吾妻町１丁目３４ 

業種 道路運送 

会社名 福建貿易株式会社 

設立 1974年 7月 

代表者 代表取締役 林 德明 

住所 兵庫県神戸市中央区北長狭通４丁目６－１５ 

業種 繊維衣料卸売 

会社名 株式会社ブライトパス 

設立 2018年 6月 

代表者 代表取締役 新井 雅智 

住所 兵庫県神戸市長田区細田町２丁目１－２５ 

業種 靴製品卸売業 

会社名 株式会社ホームドライ 

設立 1971年 8月 

代表者 代表取締役 太白 守治 

住所 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町７丁目４－２２ 

業種 クリーニング業 

会社名 有限会社ホリ 

設立 2004年 6月 

代表者 代表取締役 金村 邦明 

住所 兵庫県神戸市長田区松野通２丁目２－２ 

業種 マンション・戸建賃貸 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社名 前川建設株式会社 

設立 1973年 9月 

代表者 代表取締役 前川 肇 

住所 兵庫県南あわじ市松帆江尻１７ 

業種 土木建設 

会社名 マルカ運輸株式会社 

設立 1951年 12月 

代表者 代表取締役 河合 宏昭 

住所 兵庫県神戸市兵庫区 原通６丁目３－５ 

業種 貨物自動車運送業 

会社名 マルカン酢株式会社 

設立 1949年 3月 

代表者 代表取締役社長 勝木 慶二郎 

住所 兵庫県神戸市東灘区向洋町西５丁目６番 

業種 食酢製造業 

会社名 株式会社丸十 

設立 1960年 1月 

代表者 代表取締役 松尾 將勝 

住所 兵庫県加古川市八幡町上西条３０６－２３５ 

業種 金属製品製造業 

会社名 有限会社まるひろ青果 

設立 2003年 7月 

代表者 代表取締役 中島 宏充 

住所 兵庫県南あわじ市福良乙１６５３番地３７ 

業種 食料品卸売 

会社名 株式会社ミキクリーン 

設立 1983年 2月 

代表者 代表取締役 三木 康弘 

住所 兵庫県明石市大久保町大窪１３７２－１ 

業種 産業廃棄物処理業 

会社名 株式会社村上工作所 

設立 1985年 12月 

代表者 代表取締役 村上 季 

住所 兵庫県多可郡多可町中区安楽田１８０－１ 

業種 その他電機機器製造 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社名 株式会社元町ケーキ 

設立 1963年 8月 

代表者 代表取締役 大西 達也 

住所 兵庫県神戸市中央区元町通５丁目５－１ 

業種 パン、菓子製造 

会社名 株式会社森川工務店 

設立 1972年 10月 

代表者 代表取締役 森川 朗 

住所 兵庫県神戸市灘区高徳町４丁目２－１８ 

業種 土木建設業 

会社名 株式会社安上工務店 

設立 2009年 1月 

代表者 代表取締役 安上 雅彦 

住所 兵庫県明石市魚住町住吉１丁目１１－１６ 

業種 介護、建築 

会社名 ヤマト住建株式会社 

設立 1990年 1月 

代表者 代表取締役 西津 昌廣 

住所 兵庫県神戸市中央区浜辺通５丁目１－１４ 

業種 注文住宅、建売業 

会社名 山福青果株式会社 

設立 1971年 10月 

代表者 代表取締役 橋本 元始 

住所 兵庫県明石市藤江２０２９－１ 

業種 青果物卸 

会社名 山本環境整備株式会社 

設立 1980年 2月 

代表者 代表取締役 山本 清道 

住所 兵庫県西宮市鳴尾浜１丁目６ 

業種 ビルメンテナンス（マンション、ビル管理・補修） 

会社名 株式会社ライフイノベーション 

設立 2003年 2月 

代表者 代表取締役 阿江 九美子 

住所 大阪府大阪市淀川区西中島５丁目５－１５新大阪セントラ

ルタワー１０Ｆ 

業種 オフィスビル賃貸 



 

【ＳＤＧｓ目標宣言企業】２０２２年４月末時点 

（敬称略・五十音順） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社名 アルコン株式会社 

設立 2001年 6月 

代表者 代表取締役 島津 幸一 

住所 兵庫県神戸市灘区新在家南町４丁目１５－１ 

業種 土木建設 

会社名 淡路中信工業株式会社 

設立 2017年 5月 

代表者 代表取締役 董 興華 

住所 兵庫県淡路市塩尾字橘崎８８－３ 

業種 その他の小売 

会社名 株式会社井添工務店 

設立 1984年 12月 

代表者 代表取締役 納 正一 

住所 兵庫県南あわじ市山添５５７ 

業種 建設業 

会社名 海老の大丸株式会社 

設立 1990年 2月 

代表者 代表取締役 谷渕 修 

住所 兵庫県神戸市中央区東町１２３－１ 

業種 食料品（魚介類）輸入・卸売業 

代表者 奥田 圭祐 

住所 兵庫県洲本市大野６００番地 

業種 食料品卸売 

会社名 がまでん株式会社 

設立 2013年 10月 

代表者 代表取締役 大釜 圭輔 

住所 兵庫県明石市魚住町清水２４００－１ 

業種 電気工事 

会社名 株式会社グラウンド・マシナリー・サービス 

設立 2019年 12月 

代表者 代表取締役 野口 智宏 

住所 兵庫県神戸市西区平野町中津門出２４９０－１ 

業種 その他の小売 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社名 クリーンテックサービス関西株式会社 

設立 2007年 8月 

代表者 代表取締役 義原 隆広 

住所 兵庫県明石市東朝霧丘３１－１８ 

業種 建物メンテナンス 

会社名 桜オートモーティブエナジー株式会社 

設立 2014年 8月 

代表者 代表取締役 赤木 和彦 

住所 兵庫県南あわじ市広田広田１０５４－１吉田ビル２Ｆ 

業種 自動車・自転車小売 

会社名 柴宇淡路食彩株式会社 

設立 2006年 10月 

代表者 代表取締役 柴田 浩典 

住所 兵庫県淡路市佐野９２８ 

業種 水産加工業 

会社名 株式会社ソーエイ 

設立 1976年 2月 

代表者 代表取締役 齊藤 芳枝 

住所 兵庫県明石市 屋町６－６ 

業種 デザイン印刷業 

会社名 タカヤマ株式会社 

設立 2001年 8月 

代表者 代表取締役 髙山 正史 

住所 兵庫県神戸市西区見津が丘２丁目４－５ 

業種 タイヤ・チューブ・ゴム製品製造 

会社名 株式会社タツミ 

設立 1976年 9月 

代表者 代表取締役 興津 祐扶 

住所 兵庫県南あわじ市津井９７６ 

業種 粘土瓦製造業 

会社名 株式会社ＤＲＥＡＭ－ＳＭＡＲＴ 

設立 2012年 1月 

代表者 代表取締役 高田 真斗 

住所 兵庫県加古郡稲美町六分一１１７８－２４４六分一事務所

１階 

業種 社会保険・社会福祉 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社名 株式会社ハーツネクスト 

設立 2007年 10月 

代表者 代表取締役 横山 康人 

住所 兵庫県加古川市野口町良野２４２－８ 

業種 人材派遣 

会社名 ビーエスフロント株式会社 

設立 2007年 10月 

代表者 代表取締役 河内 京三 

住所 兵庫県神戸市西区見津が丘６丁目１４－３ 

業種 その他製造 

会社名 株式会社尋 

設立 1982年 5月 

代表者 代表取締役 沖田 浩史 

住所 兵庫県洲本市小路谷１２８１－５ 

業種 コンビニエンスストア 

会社名 有限会社ホリ 

設立 2004年 6月 

代表者 代表取締役 金村 邦明 

住所 兵庫県神戸市長田区松野通２丁目２－２ 

業種 マンション・戸建賃貸 

会社名 株式会社マリン神戸 

設立 2006年 12月 

代表者 代表取締役 小原 修三 

住所 兵庫県明石市大久保町江井島１３０４－７ 

業種 その他金属製品製造 

会社名 株式会社三宅商会 

設立 1970年 5月 

代表者 代表取締役 歌田 眞帆 

住所 兵庫県神戸市中央区海岸通２丁目３－１１ 

業種 港湾荷役 

会社名 やました電業株式会社 

設立 2000年 5月 

代表者 代表取締役 山下 裕次 

住所 兵庫県洲本市納３１７ 

業種 電気工事業 



 

 

 

 

 

以 上 

会社名 ラッキーベル株式会社 

設立 1961年 6月 

代表者 代表取締役 有吉 譲治 

住所 兵庫県神戸市長田区神楽町４丁目３－１ 

業種 靴製造卸業 

会社名 Ｒｅ＆Ｄｏ株式会社 

設立 2005年 1月 

代表者 代表取締役 上野山 晴久 

住所 兵庫県宝 市平井３丁目３－３０ 

業種 その他の化学工業 


