
新型コロナウイルス感染防止啓発年賀タウンメール　協賛企業・団体一覧

※協賛いただいた374社・団体のうち、公開を辞退した24社・団体を除き、350社・団体を掲載しています。
※郵便番号順（郵便番号が同じ場合は順不同）に掲載しています。

事業所名 郵便番号 住所

株式会社エムサポート 440-0026 豊橋市多米西町1丁目21-3

セブンイレブン　豊橋仁連木町店 440-0065 豊橋市仁連木町186-5

内田建設株式会社 440-0803 豊橋市曲尺手町68番地

豊立工業株式会社 440-0833 豊橋市飯村町字高山159-3

海鮮すし　沖津 440-0853 豊橋市佐藤4丁目32-10

カネコ理容 440-0874 豊橋市東松山町68

海底 440-0876 豊橋市西松山町112

株式会社まるやま　豊橋ゆうび苑 440-0881 豊橋市広小路２丁目１番地

花園ケアプラザデイサービス 440-0895 豊橋市花園町４５－２

株式会社大仙 440-8521 豊橋市下地町字柳目8

株式会社アギーズ 441-0105 豊川市伊奈町葛原30番地

はこび屋本舗株式会社 441-0202 豊川市赤坂町松本237

御津三河屋製菓有限会社 441-0312 豊川市御津町西方松本1－1

株式会社タカラ自動車教習所 441-0321 豊川市御津町広石横町63－1

丸ト鶏卵販売株式会社 441-1346 新城市川田字本宮1番地の3

株式会社あみや商事 441-1375 新城市的場46・47合併地

惣菜かわい 441-1383 新城市東入船102-7

ヘアースペース　フォレスト 441-1631 新城市豊岡字前山1

ガーデンガーデン株式会社 441-3147 豊橋市大岩町字境目35-8

有限会社日研農園 441-3627 田原市堀切町鳥屋道26番地

伊藤ハム販売株式会社 441-8021 豊橋市白河町61　ターミナル・プラザ602号室

カフェめし屋BRAVO 441-8028 豊橋市立花町44-2

タカラテクニカルスクール 441-8087 豊橋市牟呂町字西明治圦添10番地の1

株式会社金田塗装 442-0001 豊川市千両町数谷原905-1

金屋食堂 442-0051 豊川市中央通4-16

KATSUNO　OFFICE 442-0051 豊川市中央通5丁目26-2　さくらビル1F

ネッツトヨタ愛知株式会社　豊川店 442-0051 豊川市中央通3丁目7番地1

有限会社吉田塗装店 442-0068 豊川市諏訪4丁目256番地

学研金塚教室 442-0872 豊川市金塚町2丁目46-1

特定非営利活動法人 楽笑 443-0021 蒲郡市三谷町須田10番地68

居酒屋たまりば 443-0043 蒲郡市元町12-2

社団法人 海のプラゴミゼロをめざす会 443-0043 蒲郡市元町12-2

株式会社コスモフーズ　焼肉丸金 443-0054 蒲郡市府相町掘込995-4

医療法人　メファ仁愛会　マイファミリークリニック蒲郡 443-0057 蒲郡市中央本町6-7

井沢歯科 443-0057 蒲郡市中央本町26-10

割烹かに料理　いと 443-0102 蒲郡市金平町松葉5-8

竹本油脂株式会社 443-8611 蒲郡市港町2番5号

学童保育所 風の子クラブ 444-0011 岡崎市欠町下口35-1

根石学区総代会 444-0013 岡崎市根石町34番地

メガネの吉川屋 444-0044 岡崎市康生通南２－２

学童保育所 つくしクラブ 444-0064 岡崎市城北町10-5

日本中央交通株式会社 444-0202 岡崎市宮地町柳畑１８番地

ファミリーマート 西尾羽塚店 444-0316 西尾市羽塚町寅山21-1

一般社団法人きーず企画 444-0516 西尾市吉良町吉田宮腰34

株式会社FUNNY COMPANY 444-0522 西尾市吉良町下横須賀東下河原28-3

株式会社テラフォーマー 444-0522 西尾市吉良町下横須賀東下河原28-1

アースファミリア株式会社 444-0811 岡崎市大西町字仁田29-1

学童保育所 なかよしクラブ 444-0822 岡崎市若松東2丁目21-6

学童保育所 たけのこクラブ 444-0832 岡崎市羽根東町3丁目5-5

株式会社あいち補聴器センター 444-0862 岡崎市吹矢町６９

株式会社八百七商店 444-0924 岡崎市八帖北町15番地1

別添



事業所名 郵便番号 住所

学童保育所 あおぞらクラブ 444-0943 岡崎市矢作町馬乗84-4

碧助産院 444-1155 安城市堀内町前山８４番地

学童保育所 あそびばクラブ 444-2133 岡崎市井ノ口町和田屋18

のじまデンタルクリニック 444-2137 岡崎市藪田2-9-8

下山商工会 444-3242 豊田市大沼町越田和37番地1

榊原モータース 444-3334 岡崎市生平町字西高根1番地5

西尾運輸株式会社 445-0046 西尾市須脇町大境13番地

サロンドフルベール西尾今川 445-0063 西尾市今川町仲屋敷48-2　C号

GARAGE102 445-0063 西尾市今川町下落9番地3

株式会社保険相談センター西尾営業所 445-0063 西尾市今川町東新田18

バイクショップB.H.L 445-0063 西尾市今川町石橋１番地

西尾総合ホーム株式会社 445-0063 西尾市今川町馬捨場18-2

株式会社エコー計測 445-0063 西尾市今川町御堂東44

荒川商店 445-0071 西尾市熊味町南十五夜32-1

よない歯科医院 445-0870 西尾市永吉1丁目37番地

正直屋　西尾店 445-0874 西尾市菱池町平池35

有限会社丸八工業 445-0891 西尾市下町鳥居前8番地28

医療法人　高浜内科 445-0894 西尾市上町菖蒲池14-1

有限会社オートショップみどり馬位駆村 446-0008 安城市今本町石田47-1

OSS株式会社 446-0011 安城市北山崎町大山9-1

コメダ珈琲 安城末広店 446-0035 安城市錦町３３－１

ファミリーマート 安城桜町店 446-0041 安城市桜町4-1

株式会社松かき 446-0043 安城市城南町２－９－２２

かなりや 447-0026 碧南市三宅町1丁目67番地

ATTRACT奥山 447-0029 碧南市二本木町3-50-1

川隅鋳造株式会社 447-0065 碧南市久沓町4-32

ローソン 碧南入船町店 447-0831 碧南市入船町3-3

三幸住宅株式会社 447-0858 碧南市石橋町４－９７

ローソン 碧南浅間町店 447-0865 碧南市浅間町2-37

株式会社エーシーシー英語学院 447-0872 碧南市源氏神明町252

メナードフェイシャルサロン ランベリーロージュ 448-0007 刈谷市東境町新池24番地１

株式会社野村自動車 448-0023 刈谷市重原本町5-58

医療法人 睦会  竹中耳鼻咽喉科医院 448-0844 刈谷市広小路5-10

リバイバルビジョン名古屋株式会社 450-0002 名古屋市中村区名駅5丁目31-10リンクス名駅12F

ネクスタ株式会社　名古屋営業所 451-0014 名古屋市西区又穂町3-13

医療法人　きとう小児科医院 451-0015 名古屋市西区香呑町4-28

みずの歯科クリニック 451-0031 名古屋市西区城西2-18-16

新道モータース・マキノオートショップ 451-0035 名古屋市西区浅間2丁目2-10

日本郵便オフィスサポート株式会社東海支社 451-0041 名古屋市西区幅下二丁目5番4号

株式会社ベストライト 451-0044 名古屋市西区菊井2丁目1-10

名古屋市枇杷島スポーツセンター 451-0053 名古屋市西区枇杷島一丁目1番2号

株式会社　小松園 451-0066 名古屋市西区児玉2-23-2

ファミリーマート児玉西店 451-0066 名古屋市西区児玉二丁目18-1

ファミリーマート鳥見町二丁目店 451-0071 名古屋市西区鳥見町2丁目13番地

セブン-イレブン清須花咲 452-0002 清須市西枇杷島町花咲3

ローソン清須押花店 452-0014 清須市西枇杷島町押花40

株式会社　尾張屋 452-0051 清須市西枇杷島町大野40

ローソン清須二ツ杁駅前店 452-0065 清須市西枇杷島町芳野2-31-1

名古屋名西キャリアセンター 452-0814 名古屋市西区南川町76番地　大口ビル2F

さつき歯科 452-0911 清須市西須ケ口35

太陽食品工業株式会社 452-0912 清須市須ケ口駅前1丁目22番地

株式会社　ツジ薬局 452-0914 清須市土器野北中野210-2

ファミリーマート清須西田中松本店 452-0933 清須市西田中松本25番地1

長崎税理士事務所 453-0053 名古屋市中村区中村町3-50

合資会社　山本屋 454-0004 名古屋市中川区西日置2丁目1-8

（有）常磐加藤新聞舗 454-0818 名古屋市中川区松葉町3-7

アサヒ飲料販売株式会社名古屋支店 454-0824 名古屋市中川区蔦元町1-20

勤労継続支援B型事業所ふぅえん 454-0838 名古屋市中川区大平通三丁目15番地



事業所名 郵便番号 住所

吉田麺業　荒子店 454-0869 名古屋市中川区荒子2丁目222

一柳通商店街振興組合 454-0926 名古屋市中川区打出1丁目163

ECCジュニア　戸田4丁目・戸田ゆたか教室 454-0966 名古屋市中川区戸田ゆたか1-2904

株式会社ヤマナカ住宅 455-0014 名古屋市港区港楽三丁目1番13号

ぽ～とサイクルかとう 455-0015 名古屋市港区港栄三丁目1-6

株式会社小島組 455-0021 名古屋市港区木場町1-6

いしん保育園 455-0823 名古屋市港区惟信町2-28-1

グランドトランスポート有限会社 455-0832 名古屋市港区宝神5丁目202番地

有限会社達弘組 455-0834 名古屋市港区神宮寺1丁目1201番地

小島歯科医院 455-0842 名古屋市港区稲永5-8-12

錦町商店街振興組合（愛称 はなみずき商店街） 455-0843 名古屋市港区錦町5-8

有限会社池田工業 455-0857 名古屋市港区秋葉2-108-2

セック株式会社 456-0018 名古屋市熱田区新尾頭1-6-9

有限会社創功 456-0022 名古屋市熱田区横田2-1-32

社会福祉法人名古屋市身体障害者福祉連合会 456-0022 名古屋市熱田区横田二丁目4番16号

厨 宮宿房 456-0031 名古屋市熱田区神宮2丁目6-16（南陽ビル2F）

医療法人いさな会中京眼科 456-0032 名古屋市熱田区三本松町12-22

社会福祉法人小鳩会花表こばと保育園 456-0033 名古屋市熱田区花表町4-3

一般社団法人愛知県薬剤師会生活科学センター 456-0034 名古屋市熱田区伝馬二丁目19番18号

株式会社大輝 456-0051 名古屋市熱田区四番一丁目14-17

名古屋市南部食鶏加工協同組合 456-0052 名古屋市熱田区二番二丁目4-5

株式会社大橋塗装 457-0853 名古屋市南区六条町4-89

Growba® モンテッソーリ・プレスクール 458-0021 名古屋市緑区滝ノ水2丁目101シティコーポ滝の水1-101

伝治山歯科医院 458-0845 名古屋市緑区鳴海町字赤塚102-2

緑信用農業協同組合桶狭間支店 458-0919 名古屋市緑区桶狭間神明1513番地

ありまつパートナーズ株式会社 458-0924 名古屋市緑区有松1060番地

合同会社ありまつ中心家守会社 458-0924 名古屋市緑区有松1060　冨田ビル205

原田眼科 459-8001 名古屋市緑区大高町天神75

全国農協食品株式会社　名古屋営業所 460-0002 名古屋市中区丸の内2-18-25丸の内KSビル4F

イガウエバー 460-0008 名古屋市中区栄3-10-6東和栄3丁目ビル３A

Level4 460-0008 名古屋市中区栄3丁目10-14ピポットライオンビル5F

金山橋連合商店街振興組合 460-0012 名古屋市中区千代田3-31-13シティコーポ千代田505

株式会社　ロイヤル 460-8535 名古屋市中区栄2-11-30　セントラルビル３F

ビルクリーナー株式会社 461-0001 名古屋市東区泉一丁目4番10号

医療法人社団　葵会　AOI名古屋病院 461-0001 名古屋市東区泉2丁目2番5号

A-Tude 461-0004 名古屋市東区葵2-9-9ウイングFS1F

セキスイファミエス中部　株式会社 461-0005 名古屋市東区東桜1丁目13-3NHK名古屋放送センタービル11F

ホーユー株式会社 461-8650 名古屋市東区徳川一丁目501

森永乳業株式会社　中部支社 461-8658 名古屋市東区徳川1-15-30（名古屋リザンビル４F）

有限会社梅田紙工所 462-0001 名古屋市北区北久手町230

フリースタイルコスメ　YAHOO!ショッピング店 462-0013 名古屋市北区東味鋺1-1707

株式会社　白木 462-0044 名古屋市北区元志賀町1丁目57

おおすぎハツノ内科クリニック 462-0837 名古屋市北区大杉3丁目15-3 おおすぎビル１F

合資会社ゴトウ薬局 462-0844 名古屋市北区清水5-25-2

株式会社　バグース 462-0845 名古屋市北区柳原二丁目14番21号

株式会社　魚鉄 462-0859 名古屋市北区神明町55

株式会社　小栗 462-0869 名古屋市北区龍ノ口町1-21

株式会社愛研 463-0037 名古屋市守山区天子田二丁目710番地

クレオインターナショナル株式会社 463-0069 名古屋市守山区新守西1905番地2階

梶田モータース 463-0090 名古屋市守山区瀬古東三丁目602番地の1

EasygoingDelivery 464-0013 名古屋市千種区汁谷町19新汁谷荘409

自由ケ丘プラザ　テナント会 464-0044 名古屋市千種区自由ヶ丘3-2-27

井畑クリニック 464-0096 名古屋市千種区下方町4-55

株式会社吉松運送 464-0843 名古屋市千種区丸山町1-15

ベントマン大久手店 464-0851 名古屋市千種区今池南16-25

ニチエー株式会社 465-0015 名古屋市名東区若葉台1520

学研　本郷・藤ヶ丘駅教室 465-0025 名古屋市名東区上社2-182　ART CORE PART2 602

片木歯科医院 465-0041 名古屋市名東区朝日が丘3　日本メンテナンスビル1F



事業所名 郵便番号 住所

一丸 465-0093 名古屋市名東区一社4-1　第2名昭ビル１F

株式会社玉菱工務店 466-0021 名古屋市昭和区小坂町2丁目2番地の3

社会福祉法人名古屋手をつなぐ育成会ジョブサポートセンターbeing桜山 466-0025 名古屋市昭和区下溝町1-3

株式会社ロジクル 466-0033 名古屋市昭和区台町2-18　アネックス御器所206

愛知スズキ販売株式会社 466-0055 名古屋市昭和区滝子通1-14

中央パイプ株式会社 466-0059 名古屋市昭和区福江一丁目9番7号

MASSA 466-0826 名古屋市昭和区滝川町47-47Gurll1F

大野歯科医院 466-0826 名古屋市昭和区滝川町47-1

ic hair make 466-0826 名古屋市昭和区滝川町60-2

天ぷらはやと 466-0833 名古屋市昭和区隼人町7-9杁中セントラルビル2F

株式会社電子のゴトー 466-0855 名古屋市昭和区川名本町3-7

株式会社アイヴィーズ（トライプラス新瑞通校） 467-0806 名古屋市瑞穂区瑞穂通2-8第2近藤ビル2F

手打十割蕎麦処よしじ 467-0806 名古屋市瑞穂区瑞穂通1-20ライオンズマンション瑞穂通112

有限会社山田餅新瑞店 467-0806 名古屋市瑞穂区瑞穂通八丁目二十二番地

株式会社三和建設 467-0856 名古屋市瑞穂区新開町9番3号

ハラ・ユニティ 468-0015 名古屋市天白区原1丁目1406番

有限会社山田餅島田店 468-0023 名古屋市天白区御前場町9-2

木下歯科 468-0039 名古屋市天白区西入町158

一般社団法人日本福祉協議機構 468-0047 名古屋市天白区井の森町232-1アイコービル5F

ジュエリー工房yamamoto 468-0055 名古屋市天白区池場2-3214

協和重機株式会社 470-0103 日進市北新町殿ヶ池中662-1

有限会社わこう 470-0122 日進市蟹甲町中島280-3

セブンイレブン日進野方町稲荷店 470-0123 日進市野方町稲荷22-2

行政書士山田事務所 470-0133 日進市梅森台四丁目90番地

学研香久山東教室 470-0135 日進市岩崎台1丁目1239 ﾕｰﾄﾋﾟｱｵｵﾀC

有限会社三嶋商事 470-0135 日進市岩崎台1丁目130番地

むとう歯科医院 470-0151 愛知郡東郷町諸輪中木戸西304-1

株式会社東郷建設 470-0151 愛知郡東郷町諸輪富士塚181-33

たけうち接骨院 470-0225 みよし市福田町山畑39-8

鷹見鈑金加工所 470-0332 豊田市越戸町梅盛５５－１

康家　其ノ弐 470-0342 豊田市大清水町大清水51-5

有限会社サンモールド 470-1112 豊明市新田町村合56-4

有限会社マリーヌ洋菓子店 470-1112 豊明市新田町下一ノ割72-11

医療法人　愛優会　すえしげ眼科 470-1121 豊明市西川町広原20番1

おやこカフェ　i.pos 470-1168 豊明市栄町南舘1-3 1F

スナック彩 470-2211 知多郡阿久比町草木字栄2番地

株式会社トヨテック 471-0814 豊田市五ヶ丘3丁目14番地5

アサヒ飲料販売株式会社名古屋南支店 473-0921 豊田市高丘新町松本61

ミユキフローリスト 475-0838 半田市旭町5丁目28-1

株式会社パナホーム知多 475-0922 半田市昭和町3丁目1番地

MYネット 479-0835 常滑市陶郷町1丁目30

prosper LOCO 480-0107 丹羽郡扶桑町高木吉山924

福玉精穀倉庫株式会社 480-0135 丹羽郡大口町御供所一丁目65番地

福玉ロジスティクス株式会社 480-0135 丹羽郡大口町御供所一丁目65番地

有限会社丹羽オート 480-0137 丹羽郡大口町大屋敷一丁目50番地

ツボイオートサービス 480-0201 西春日井郡豊山町青山神明5-1

株式会社加納製作所 480-0202 西春日井郡豊山町豊場志水23

森永牛乳長久手販売店 480-1143 長久手市井堀612

はひふへ保育園 480-1153 長久手市作田1丁目903

ヤマチカ長江商店 480-1214 瀬戸市上品野町520番地

上品野簡易郵便局 480-1214 瀬戸市上品野町520番地

介護付有料老人ホーム　水車の森 481-0002 北名古屋市片場天王森73番地

お好み専科めいせい 481-0004 北名古屋市鹿田1929　ヨシヅヤ師勝店1F

石本会計事務所 481-0006 北名古屋市熊之庄小鳥173

栄和幼稚園 481-0013 北名古屋市二子栄和20

太たこ 481-0033 北名古屋市西之保青野東51-1

株式会社宣光 481-0041 北名古屋市九之坪長堀52番地2

フジパン株式会社西春工場 481-8545 北名古屋市法成寺戌亥出1



事業所名 郵便番号 住所

株式会社八幡ねじ 481-8555 北名古屋市山之腰天神東18

のざき内科・循環器科クリニック 482-0022 岩倉市栄町1丁目5

酔楽 482-0022 岩倉市栄町2丁目98　1F西

医療法人至誠堂　大地整形外科 482-0025 岩倉市大地新町1-50

すいとぴあ江南 483-8007 江南市草井西200番地

櫻井税理士事務所 483-8035 江南市高屋町大門99-2

DIY　PARK 483-8077 江南市草井町南234番地

福玉米粒麥株式会社 483-8156 江南市南山町西31番地

江南商工会議所 483-8205 江南市古知野町小金112番地

株式会社林自動車整備工場 483-8279 江南市古知野町宮裏67番地

ズーム・モーターバイク・ストア 483-8328 江南市村久野町鈴道65-2

ローソン犬山楽田安師店 484-0944 犬山市楽田安師12

ローソン小牧久保一色店 485-0003 小牧市大字久保一色字流779番地1

株式会社計測技研 485-0017 小牧市岩崎原3-138

興和工業株式会社 485-0024 小牧市大字南外山字長田150

エンゼルレディースクリニック 485-0029 小牧市中央2-22

有限会社宮田写真舘 485-0041 小牧市小牧4-217

有限会社マルカメ 485-0044 小牧市常普請一丁目64番地

きまた歯科 485-0054 小牧市多気西町152

株式会社唐澤不動産 485-0062 小牧市藤島町中島13番地の3

株式会社長﨑堂 485-0077 小牧市大字西之島字丁田1915番地1

福玉株式会社 485-0082 小牧市大字村中字葭池1291番地の1

パソコン教室ぴぃそふ桃花台 485-0812 小牧市城山3-3　サンコート桃花台A棟1階5

大成環境株式会社 485-0821 小牧市大字本庄字山之内1251番地9

鉄板居酒屋　Yasubou 486-0832 春日井市乙輪町2-8　サンパーク乙輪1F

株式会社ジーシーデンタルプロダクツ 486-0844 春日井市鳥居松町2-285

株式会社ケー・ズコーポレーション 486-0844 春日井市鳥居松町4丁目116番地

ホンダロジコム株式会社 486-0849 春日井市八田町5丁目16番6

春日井運輸株式会社(春日井タクシー) 486-0851 春日井市篠木町7丁目6-7

株式会社昌和警備保障 486-0851 春日井市篠木町5丁目1311番地244

河口建設株式会社 486-0851 春日井市篠木町1丁目40番地

ブティックイトウ 486-0851 春日井市篠木町6-1643-17

杉田労務管理事務所 486-0851 春日井市篠木町5-1313-21

株式会社朋優ナーシングホームいきいき 486-0851 春日井市篠木町1-13-3

有限会社野田測量設計 486-0856 春日井市梅ヶ坪町90番地の1

坂口司法書士事務所 486-0923 春日井市下条町2-1-20

とりまるグループ 486-0929 春日井市旭町1-1-3

セブンイレブン春日井松河戸インター西店 486-0932 春日井市松河戸町3-11-4

かちがわ司法書士事務所 486-0944 春日井市大和通二丁目30番地1　大和ハイツ101号

東鐵工業株式会社 486-0952 春日井市追進町1-74

ファミリーマート味美町店 486-0968 春日井市味美町2丁目48

株式会社朋優いきいき介護 487-0001 春日井市細野町3119-2

株式会社サカエ鉄工所 487-0004 春日井市玉野町1145番地

名古屋トヨペット株式会社高蔵寺店 487-0011 春日井市中央台2丁目4番地の5

松の家道宗 487-0027 春日井市松本町502番地

株式会社ティーイーティー 487-0032 春日井市高森台5-1-4

バレッドキッズ岩成台西教室 487-0033 春日井市岩成台10丁目4番地15

トーエー不動産株式会社 488-0011 尾張旭市東栄町一丁目16番地の26

ことぶきの湯 488-0015 尾張旭市三郷町栄83番地

門前自動車販売 488-0032 尾張旭市晴丘町池上122-1

有限会社鮨江戸芝 488-0033 尾張旭市東本地ヶ原町2-5

株式会社鈴松 488-0035 尾張旭市上の山町間口3036番地2

洋食榮屋 488-0066 尾張旭市南原山町赤土274

きものの三樹 488-0066 尾張旭市南原山町赤土210-1

ハンプティー・ダンプティー 488-0839 尾張旭市渋川町一丁目15番地の10

医療法人　しばた歯科・矯正歯科 488-0839 尾張旭市渋川町二丁目15番地1

赤津歯科 489-0024 瀬戸市八王子町1-2

医療法人　宏生会　水野病院すこやか荘 489-0067 瀬戸市小田妻町1丁目190番地の2



事業所名 郵便番号 住所

うなぎ田代 489-0076 瀬戸市深川町13

沢田建設株式会社 489-0809 瀬戸市共栄通7丁目16番地

株式会社幸楽縁 489-0887 瀬戸市菱野台2-2

合資会社瀬戸みずしま商会 489-0892 瀬戸市上ノ切町9番地

中日新聞瀬戸南山専売店 489-0927 瀬戸市川北町2-4

ファミリーマート瀬戸大坪町店 489-0964 瀬戸市上之山町2-2-3

株式会社丸石不動産 490-1111 あま市甚目寺郷裏43-3

エアリー 490-1111 あま市甚目寺市場12　ベルコートMYA1F

株式会社ディプラス 490-1113 あま市中萱津足川27番地1

ファミリーマート甚目寺平島店 490-1114 あま市下萱津平島14

日本丸筒有限会社 490-1116 あま市本郷八尻44

株式会社さんわコーポレーション 490-1144 海部郡大治町西條附田106-3

AUTO Dr. YAMADA 490-1223 あま市花正柳坪4

有限会社ラッキー・クローバー 490-1314 稲沢市平和町西光坊大門北914-1

株式会社渡邊工務店 490-1437 海部郡飛島村元起五丁目43番地

株式会社荒新機工 491-0012 一宮市小赤見字戌亥86番地

一宮オート株式会社 491-0013 一宮市北小渕字中田46-1

FamilyMart一宮若年北店 491-0015 一宮市大赤見字西川垂69-1

マルイワ不動産商事 491-0036 一宮市桜3丁目13番19号

九州興業株式会社 491-0057 一宮市今伊勢町宮後字西茶原27番地1

昭和土建株式会社 491-0062 一宮市西島町5-8

社会福祉法人 来光会 491-0141 一宮市浅井町黒岩字宮東29番地

セブンイレブン一宮奥町店 491-0201 一宮市奥町字三出37番地6

五藤歯科クリニック 491-0201 一宮市奥町字野方98番地

株式会社山田商会 491-0201 一宮市奥町字蘇東90番地1

有限会社五圓弥 491-0862 一宮市緑3丁目5の1

めん処すゞき 491-0866 一宮市城崎通6-26-3

ネッツトヨタ名古屋株式会社レクサス一宮 491-0871 一宮市浅野字大西東74番地1

三井堂株式会社 491-0871 一宮市浅野白山16

ほるもん酒々PO-09（ポーク） 491-0879 一宮市白旗通2-17

ファミリーマート一宮白旗通店 491-0879 一宮市白旗通4丁目8

西富商事株式会社 491-0903 一宮市八幡3-1-12

FamilyMart一宮平和二丁目店 491-0905 一宮市平和二丁目19番15号

フラワーショップよしだ 491-0914 一宮市花池4-23-7

リフォームギャラリー ブランシュール 491-0914 一宮市花池3-26-12

ナガイエムエムビー株式会社 491-0931 一宮市大和町馬引字古宮34の1

医)健口会 一宮苅安賀歯科こども歯科 491-0933 一宮市苅安賀1-18-11

Heartsキャリアセンター 492-8137 稲沢市国府宮3-1-19　せいりゅうビル2F

ファミリーマート稲沢大里店 492-8185 稲沢市日下部西町二丁目71番地7

前田自転車モーター商会 492-8208 稲沢市松下1-3-17

カフェ　カルダン 492-8219 稲沢市稲葉4-4-26

株式会社川村水道設備 492-8375 稲沢市一色巡見町138

有限会社桜木モータース 492-8393 稲沢市中野宮町15番地

藤クリニック 493-0001 一宮市木曽川町黒田一ノ通り25番1

ユミマメール 493-0007 一宮市木曽川町外割田字北乙五郎60番地

かきえんワイルドローズ 494-0001 一宮市開明東向野55

有限会社舟橋保険サービス 494-0001 一宮市開明字出屋敷60-2

FamilyMart一宮開明店 494-0001 一宮市開明字郷中109番1

尾西信用金庫 494-0002 一宮市篭屋一丁目4番3号

株式会社ループ 494-0003 一宮市三条字田畑33-4

株式会社細田建築 494-0015 一宮市西中野字下中野207-1

株式会社ヨシハラフーズ 496-0024 津島市半頭町西之割119-1

すぎのクリニック 496-0034 津島市元寺町2-4-1

セブンイレブン津島橘町1丁目店 496-0038 津島市橘町1丁目23番地

津島市交通安全協会　東校区 496-0071 津島市新開町1-161

株式会社浅井薬局 496-0807 津島市天王通り6-3

セブンイレブン愛西内佐屋町店 496-0903 愛西市内佐屋町佐屋河原22-1

株式会社Lics 496-0922 愛西市大野町茶木73番地



事業所名 郵便番号 住所

株式会社義津屋 496-8501 津島市新開町1丁目6番地

よしだ麺　蟹江店 497-0032 海部郡蟹江町今本町通25

株式会社イシカワ 497-0054 海部郡蟹江町錦1丁目58番地

カナル環境株式会社 498-0014 弥富市五明四丁目66番地

株式会社アメニティライフ 498-0014 弥富市五明四丁目66番地

日比クリニック 498-0025 弥富市平島町喜右味名24-1

株式会社環整 498-0038 弥富市中山町懸廻138-1

株式会社クエタトレーディング 498-0068 弥富市鍋田町字八穂270-1

株式会社電算システム 501-6196 岐阜市日置江1-58


