
歩道橋ネーミングライツパートナー一覧

【令和4年9月1日時点】

区 歩道橋名 歩道橋愛称 パートナー名

千種 千種 Ⓜ三ヶ日みかん　千種歩道橋 三ヶ日町農業協同組合

千種 上野 ハウスバンク　上野歩道橋 株式会社ハウスバンク

千種 東山通 アイリス地所株式会社　東山通歩道橋 アイリス地所株式会社

千種 内山 こざわ犬猫病院　内山歩道橋 有限会社アニケア

千種 瓶杁 レディースクリニックアンジュ　瓶杁歩道橋 レディースクリニック　アンジュ

千種 星ヶ丘 矢作地所バンベール歩道橋 矢作地所株式会社

千種 桜ヶ丘 太陽光発電　柴田工業　桜ヶ丘歩道橋 株式会社柴田工業

千種 覚王山通
宅配ボックス・EV充電　日本宅配システム
覚王山通歩道橋

日本宅配システム株式會社

千種 四谷通 四谷通バンベール歩道橋 矢作地所株式会社

千種 霞ヶ丘 音楽教室あもーる　霞ヶ丘歩道橋 音楽教室あもーる

千種 茶屋ヶ坂 茶屋ヶ坂眼科クリニック歩道橋
医療法人涼真会
茶屋ケ坂眼科クリニック

千種 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾌﾞﾘｯｼﾞ 河合塾千種ビクトリーブリッジ 学校法人河合塾

千種 汁谷 茶屋ヶ坂眼科クリニック　汁谷歩道橋
医療法人涼真会
茶屋ケ坂眼科クリニック

東 矢田 イベント業・警備業　イツバスタッフ　矢田歩道橋 株式会社イツバスタッフ

東 高岳
民事信託　司法書士法人　浅井総合法務事務所
高岳歩道橋

司法書士法人浅井総合法務事務所

東 布池
登記・相続・民事信託　浅井総合法務事務所
布池歩道橋

司法書士法人浅井総合法務事務所

東 白壁北
太閤本店　しゃぶしゃぶ・会席料理
白壁北歩道橋

たいこうフーヅ株式会社

東 西二葉 ハウスバンク　西二葉歩道橋 株式会社ハウスバンク

東 砂田橋 茶屋ヶ坂眼科クリニック　砂田橋歩道橋
医療法人涼真会
茶屋ケ坂眼科クリニック

東 水筒先 瀬戸信用金庫　車道支店　桜通歩道橋 瀬戸信用金庫

東 古出来 ごまたまご歩道橋 中部飼料 株式会社

東 第二新出来 ホーユー株式会社　第二新出来歩道橋 ホーユー株式会社



区 歩道橋名 歩道橋愛称 パートナー名

東 栄公園 丸八証券本社前歩道橋 丸八証券株式会社

東 新出来 織田不動産(株)　Oda Estate　徳川園歩道橋 織田不動産株式会社

北 城見
賃貸不動産仲介・管理・売買　ニッショー
城見歩道橋

株式会社ニッショー

北 若葉通 Ｖ・ｄｒｕｇ　若葉通歩道橋 中部薬品株式会社

北 稚児宮 ハンマーキャスター　稚児宮歩道橋 株式会社ハンマーキャスターセールス

北 名城 愛知学院大学　名城公園キャンパス歩道橋 学校法人愛知学院

北 ﾚｲﾝﾎﾞｰﾌﾞﾘｯｼﾞ田幡 東海カッター　レインボーブリッジ田幡 東海カッター興業株式会社

西 栄生 シルバータウン栄生歩道橋 株式会社山越

西 秩父
Bell-net　産婦人科キャッスルベルクリニック
秩父歩道橋

医療法人葵鐘会

西 藤の宮 名鉄病院　藤の宮歩道橋
名古屋鉄道健康保険組合
名鉄病院

西 康生
ソフトウェア開発・ホームページ制作
(株)保安企画　康生歩道橋

株式会社保安企画

西 江西 グローバルトランスポート(株)　江西歩道橋 グローバルトランスポート株式会社

西 菊井通 アイビーパーク・蔦井株式会社　菊井通歩道橋 蔦井株式会社

西 平田 建築塗装工事　(有)キバケン　城町歩道橋 有限会社キバケン

西 江川端 みわた小児科　江川端歩道橋
医療法人 みわたクリニック
Family Clinic みわた小児科

中村 下広井 名古屋矯正歯科診療所　下広井歩道橋 医療法人日進会

中村 太閤 総合ビル管理　コニックス(株)　太閤歩道橋 コニックス株式会社

中村 牧野 吉川耳鼻咽喉科　牧野歩道橋 吉川耳鼻咽喉科

中村 畑江通 未来エネルギー　柴田工業　畑江通歩道橋 株式会社柴田工業

中村 太閤通 鵜飼リハビリテーション病院　太閤通歩道橋
医療法人珪山会
鵜飼リハビリテーション病院

中村 佐古前
ＭＢ株式会社　メカトロニクス事業部
佐古前歩道橋

ＭＢ株式会社

中村 花車 太陽光発電　柴田工業　花車歩道橋 株式会社柴田工業

中村 第二黄金通 株式会社アイエスワン　第二黄金通歩道橋 株式会社アイエスワン

中村 本陣通 太陽光発電　柴田工業　本陣通歩道橋 株式会社柴田工業



区 歩道橋名 歩道橋愛称 パートナー名

中村 第二太閣通 いくたこどもクリニック　第２太閤通歩道橋 いくたこどもクリニック

中村 八田 ＪＩＴ　ＥＸＰＲＥＳＳ　八田歩道橋 株式会社ジットエキスプレス

中 鶴舞 アイリス地所株式会社　鶴舞歩道橋 アイリス地所株式会社

中 西白山 Audi　名古屋中央　西白山歩道橋 ヤナセオートモーティブ株式会社

中 不二見
不二見原　HAYANO,Inc.　
ハヤノ産業株式会社　歩道橋

ハヤノ産業株式会社

中 下前津 ミライエ　ダイニング　下前津歩道橋 株式会社レクスト

中 第二鶴舞 名古屋防犯カメラセンター　第二鶴舞歩道橋 株式会社トリニティー

中 老松 有料老人ホーム　夢HOUSEなごみ　千早歩道橋 株式会社シーユーシー・ホスピス

中 大井 富士ビジネス・マシンズ株式会社　大井歩道橋 富士ビジネス・マシンズ株式会社

中 丸の内 保険コンサルタント　ニュータス　丸の内歩道橋 株式会社ニュータス

中 古沢
銅　アルミ　ステンレス　 原株式会社
古沢歩道橋

原株式会社

中 御園（みその）
空とぶペンギン　日本ゼネラルフード株式会社　
御園歩道橋

日本ゼネラルフード株式会社

中 若宮ブリッジ フジデノロ　B-da　若宮ブリッジ フジデノロ株式会社

昭和 阿由知通 ディーピーティー　阿由知通歩道橋 ディーピーティー株式会社

昭和 藤成通
丸美産業マンション　プラセシオン
藤成通歩道橋

丸美産業株式会社

昭和 滝子通
プラスチックリサイクル　イハラ合成
滝子通歩道橋

株式会社イハラ合成

昭和 広路通
不動産買取　株式会社あけぼのリース産業　
広路通歩道橋

株式会社あけぼのリース産業

昭和 山手通第二
学校法人梅村学園　中京大学　
山手通第二歩道橋

学校法人梅村学園

瑞穂 瑞穂通 丸美産業マンション　プラセシオン　瑞穂通歩道橋 丸美産業株式会社

瑞穂 井戸田
新瑞橋ネフロクリニック　(医)幸世会
井戸田歩道橋

医療法人幸世会

瑞穂 大喜新町
介護老人保健施設　セントラル堀田　
大喜新町歩道橋

医療法人幸世会

瑞穂 弥富通 smart-technica　弥富通歩道橋 株式会社スマートテクニカ

瑞穂 桜見 丸美産業マンション　プラセシオン　桜見歩道橋 丸美産業株式会社

瑞穂 塩入 西本病院　(医)幸世会　塩入歩道橋 医療法人幸世会



区 歩道橋名 歩道橋愛称 パートナー名

熱田 神宮前 きよめ餅総本家　神宮前歩道橋 株式会社きよめ餅総本家

熱田 千年 土木建設業(株)　服部組本社前　千年歩道橋 株式会社服部組

熱田 沢上 瀬戸信用金庫　沢上歩道橋 瀬戸信用金庫

熱田 羽城 ユニケミー　羽城歩道橋 株式会社ユニケミー

熱田 高蔵 エアーコンプレッサー　赤津機械(株)　高蔵歩道橋 赤津機械株式会社

熱田 宮の渡し あつた蓬莱軒本店前　宮の渡し歩道橋 株式会社蓬莱陣屋

中川 八千代 太陽光発電　柴田工業　八千代歩道橋 株式会社柴田工業

中川 四女子
まつかげシニアホスピタル・
認知症疾患医療センター　四女子歩道橋

医療法人生生会

中川 西古渡 未来エネルギー　柴田工業　西古渡歩道橋 株式会社柴田工業

港 港明 株式会社ＵＡＣＪ　名古屋製造所前　港明歩道橋 株式会社ＵＡＣＪ

港 野跡
フォークリフト物流機器点検 サイドウェル・メンテ㈱ 
野跡歩道橋

サイドウェル・メンテ株式会社

港 西稲永荘前 有限会社　クリヤー梱包　稲永歩道橋 有限会社クリヤー梱包

港 かもめ
総合アウトソーシング　(有)ワーク柴田　
かもめ歩道橋

有限会社ワーク柴田

南 柴田本通
土木建設業　宇佐美工業(株)本社前
柴田本通歩道橋

宇佐美工業株式会社

南 豊田 Ⓜ三ヶ日みかん　豊田歩道橋 三ヶ日町農業協同組合

南 宝生 ファーストホーム　不動産　宝生歩道橋 株式会社ファーストホーム

南 新郊通 イオンモール新瑞橋　新郊通歩道橋 イオンモール株式会社

南 加福本通
愛昇殿ＬＥＸＴ-杜-道徳　株式会社レクスト
加福本通歩道橋

株式会社レクスト

南 大同 NAKAMIRISE　ナカミライズグループ　大同歩道橋 株式会社中村土木建設

南 第二柴田本通
一般産業機械製造・機械器具設置　(株)東海重工
第二柴田本通歩道橋

株式会社東海重工

南 戸部下 塗装工事　(株)ツルミ　戸部下歩道橋 株式会社ツルミ

南 道徳本町 鈑金加工　(株)鶴田工業所　道徳本町歩道橋 株式会社鶴田工業所

南 豊
愛昇殿ＬＥＸＴ-杜-道徳　株式会社レクスト
豊歩道橋

株式会社レクスト

守山 大森 せとかいどう花井クリニック　歩道橋 せとかいどう花井クリニック

守山 鳥羽見 フルタ工業　鳥羽見歩道橋 フルタ工業株式会社



区 歩道橋名 歩道橋愛称 パートナー名

守山 廿軒家 Honda Cars 東尾張　廿軒家歩道橋 株式会社ホンダカーズ東尾張

守山 小幡 早川建設株式会社　小幡歩道橋 早川建設株式会社

守山 第二大森 和食麺処　サガミ　歩道橋 株式会社サガミホールディングス

守山 第二小幡 早川建設株式会社　第二小幡歩道橋 早川建設株式会社

守山 志段味西
麺や　八刻丸　名古屋本店
志段味西小学校歩道橋

有限会社タニハタ

緑 石田 建設業　山城土木株式会社　石田歩道橋 山城土木株式会社

緑 大高南小前 (株)イヤマＴＢＳ　大高南小前歩道橋 株式会社イヤマトータルブリッジサポート

緑 桃山 ユウ矯正歯科・小児歯科前　桃山歩道橋 ユウ矯正歯科・小児歯科

名東 西一社 Ｖ・ｄｒｕｇ　西一社歩道橋 中部薬品株式会社

名東 上社
エンジニアリングプラスチックス
笠置産業株式会社　上社歩道橋

笠置産業株式会社

名東 名東本通
中古機械販売
(株)メイトウキカイサービス　歩道橋

株式会社メイトウキカイサービス

名東 牧の原 エディオン高針原店　牧の原歩道橋 株式会社エディオン

名東 牧の原南 エディオン高針原店　牧の原南歩道橋 株式会社エディオン

天白 下八事 株式会社エレックス極東　下八事歩道橋 株式会社エレックス極東


