
【桑名警察署管内】

（順不同）

事業所名

ヨナハ在宅ケアセンター星見ヶ丘

新東工業　株式会社　桑名営業所

有限会社　豊修製作所

有限会社　アトラス貿易

ＮＴＮ　株式会社　桑名製作所

株式会社　旭興業

有限会社　桑名環境サービス

株式会社　柿安本店

医療法人誠会　山崎病院

木曽岬精機株式会社

株式会社北勢タイヤ商会

富山建設株式会社

株式会社　コスモ

多度製材　有限会社

株式会社ホンダカーズ三重東　桑名江場店

株式会社　渡辺産業貿易

新日本工業株式会社

菱田商事　株式会社

株式会社　水谷精密

株式会社　Ｎ２コーポレーション

霞興業　有限会社

有限会社　トリオエアコンサービス

有限会社　タクミスタジオ

東誠工機　株式会社

株式会社　ワークス

三重ルーフ瓦孝

株式会社伊藤工務店

御食事処ふる里

学校法人聖華学園マリア・モンテッソーリ幼稚園

天理教愛町分教会愛義布教所

有限会社和風レストラン木曽岬

株式会社安田金属工業

株式会社一中

株式会社総本家新之助貝新

株式会社山王鉄工所

学校法人津田学園



【桑名警察署管内】

（順不同）

事業所名

長島中央病院

有限会社糸見石油店

有限会社ナカムラ建設

シグマテック株式会社

有限会社増田油店

ガレージエスペランサ

太田鋳造株式会社

石田鉄工株式会社

有限会社鰻ト商店

酒井商事株式会社

株式会社総本家貝新新七商店

水谷鉄工株式会社

有限会社　中川自動車商会

株式会社丸三モータース

栗田精工株式会社

株式会社大平精機製作所

株式会社キヨミツ

有限会社新栄丸

紅葉屋

坂本機械株式会社

株式会社加藤配管工業所

有限会社新栄商店

有限会社渡邉精機

トチオ機器設備株式会社

有限会社伊セ工機

株式会社スイセイ設備工業

中部産業有限会社

マルセン青果問屋

株式会社昭栄建設

株式会社蛭川本店

川瀬産業株式会社

株式会社斎藤金型製作所

ヤマモリ株式会社

北勢段ボール株式会社

有限会社伊藤組

有限会社髙瀬昇降機



【桑名警察署管内】

（順不同）

事業所名

有限会社木曽岬農業センター

株式会社石川組

株式会社齊藤工作所

暁舗装株式会社

桜井則之

中央石油化学工業株式会社

有限会社魚清商店

学校法人福徳学園コスモス幼稚園

紀の川

有限会社平八郎

海鮮焼肉豚海

株式会社高松電機商会

有限会社フジタイヤ商会

株式会社光陽産業

株式会社瀬古設備

株式会社歌行燈

株式会社真留信金属

松永石油株式会社

石崎石油店

有限会社浜組

株式会社アイル

近澤建設有限会社

有限会社ナベツネ

桑名エンヂニアリングプラスチック株式会社

有限会社大発商会

株式会社能登谷商店

有限会社水谷モータース

栗原製網株式会社

株式会社イトー

株式会社鍵助商店

有限会社早川業務店

名古屋市休養温泉ホーム松ケ島

中央自動車株式会社

加藤工業株式会社

源株式会社

水谷建設株式会社



【桑名警察署管内】

（順不同）

事業所名

株式会社八幡ライト

医療法人社団青藍会

ヂンダ食品工業株式会社

株式会社共栄商会

有限会社加藤組

株式会社平野

株式会社伊勢志ぐれ

ゴトーケミカル株式会社

株式会社ケイディーエンジニア

株式会社佐藤製作所

株式会社ミツワ

株式会社太暢金属

伊藤クレーン株式会社

有限会社西田自動車整備

有限会社多度電気商会

株式会社カネ八商店

有限会社水吉モータース

有限会社小田商店

長島観光開発株式会社

三重交通商事株式会社桑名工場

株式会社吉田

株式会社定建工業

株式会社佐藤組

株式会社六晃電気産業

株式会社北勢緑化

東名自動車

株式会社大鋳

丸三商事株式会社

光精工株式会社

株式会社総本家貝新

株式会社ナガシマ

有限会社備後屋商店

フジタ電業株式会社

有限会社　ムツミモータース

橋本建設　式会社　桑名支店

岡島工業　株式会社



【桑名警察署管内】

（順不同）

事業所名

有限会社　鬼頭商店

有限会社　タケチク食品

株式会社　北勢自動車学校

有限会社　カトーレンタカー

有限会社　桑名設備

有限会社　川崎研磨

医療法人　福島会

中村会計事務所

三幸　株式会社

株式会社セイワ

ＮＴＮテクニカルサービス　株式会社　桑名事業所

株式会社　イワタ

医療法人　桑名病院

株式会社　ホンダ四輪販売三重北　ホンダカーズ三重北　桑名陽だまりの丘店

有限会社　多湖電設工業

株式会社　近畿鋳造所

株式会社　水谷精機工作所

株式会社　ダイソウ

株式会社　山甚

日産プリンス三重販売　株式会社　桑名江場店

株式会社マリカワ工業

日進ガルバ工業　株式会社

有限会社　しばた装研

水谷建設　株式会社　事業本部

有限会社　廣榮

有限会社　クリーンテックナユキ

株式会社マルキ松田組

寺本工業株式会社

桑名東部開発　株式会社

株式会社日進モータース商会

松岡電気株式会社

三重淡水魚　株式会社

株式会社　ドリームプロモーション　ニューハートピア温泉

株式会社　木下

株式会社東亜機工

有限会社　岡村組



【桑名警察署管内】

（順不同）

事業所名

株式会社　一色商会

中京医療　株式会社

株式会社エアーテクノ

株式会社　三和販売

株式会社キング観光

株式会社　加藤商店

有限会社　渡辺電工

株式会社　田中商店

有限会社　内装のオガワ

有限会社　寺田商店

株式会社　アベテック

株式会社　三林技研

スーパーサンシ　株式会社　桑名店

黒田編織　株式会社

株式会社　柿安本店　ミートセンター

有限会社　小林材木店

有限会社　北勢サービス

水谷建設　株式会社　葵プラント

株式会社　東海環境サービス

株式会社　ニムラ

株式会社オケリ

株式会社　桑名総合警備保障

日商器材株式会社

ネッツトヨタノヴェル三重　株式会社　桑名大桑店

山本電設　株式会社

学校法人　水谷学園　くわな幼稚園

有限会社桑名製凾所

株式会社　桑立工業

ユニオン商事　株式会社

安永工業　株式会社

株式会社伊勢工業

株式会社整備工場東海

株式会社ラッキータウンテレビ

福真株式会社

株式会社アイ・エヌ・ジー

勢濃生コン　株式会社



【桑名警察署管内】

（順不同）

事業所名

株式会社　青山製作所

青山商事株式会社

株式会社五大

株式会社　やまぜんホームズ

株式会社アヅマヤ

株式会社小島建設

株式会社くさりや

株式会社　瀬古製作所

株式会社　宮崎

株式会社清花園

キクタ総業株式会社

株式会社後藤パイピング

株式会社　コマエ

株式会社安田製作所

株式会社カネブン

ブリヂストンタイヤジャパン　株式会社　桑名営業所

中日塗装工業株式会社

有限会社サカイ工業

東建多度カントリー株式会社

汐見調剤薬局

株式会社寺本紙器

社会福祉法人　桑名みどり福祉会

ＴＯＴＡＬＭＡＳＴＥＲＳ　株式会社

桑名新西方三重祭典

株式会社　丸信

有限会社オオブ工業

多度開発株式会社

株式会社　瓢屋桑名事業所

有限会社水谷部品商会

株式会社　扇港電機　桑名営業所

株式会社ケー・イー・シー

株式会社スギヤマ

公益社団法人桑名市シルバー人材センター

株式会社アサプリ

有限会社小野エンジニアリング

昭和印刷株式会社



【桑名警察署管内】

（順不同）

事業所名

株式会社　大幸　

株式会社イシガキ産業

株式会社加藤組

医療法人　普照会　もりえい病院

株式会社松田建設

片山築炉工業　株式会社

大陽日酸株式会社三重ガスセンター

株式会社中部安全施設

株式会社東海近畿クボタ中央サービスセンター

三重トヨペット株式会社　桑名大山田店

三重北農業協同組合長島支店

株式会社小塚装備

桑名市消防本部

大陽日酸エンジニアリング　株式会社　三重営業所

北勢商事株式会社桑名南事業所

ミサワホーム（株）三重支社北勢営業部桑名営業課

株式会社水谷塗装店

社会福祉法人　慈幸会　特別養護老人ホーム　すいせんの里

中久木建材

ダンロップタイヤ中部　株式会社　桑名営業所

株式会社伊藤水道建設

サンジルシ醸造株式会社

株式会社カナモト名古屋西営業所

有限会社　ランテック桑名支店

株式会社　きゅうざい　桑名営業所

桑名市役所　市民環境部

桑名市役所　教育委員会

桑名市消防署　大山田分署

株式会社サニーランド

株式会社　エヌエステック

株式会社　ＭＩＥテクノ

（有）イトー自動車工業

株式会社　コマリヨー　木曽岬ＯＰセンター

諸戸の家株式会社

株式会社三重物産

ＮＴＮ　株式会社　産業機械事業本部



【桑名警察署管内】

（順不同）

事業所名

コカ・コーラボトラーズジャパンベンディング株式会社長島支店

花井工業株式会社

エリートクリーニング株式会社

大起産業　株式会社　木曽岬工場

株式会社ピースクリエイト

株式会社佐藤工業所

北勢ダイキャスト工業株式会社

ケイ低温フーズ株式会社　京滋・東海支店

日産プリンス三重販売株式会社桑名安永店

株式会社岡村農材

ＣＫリース株式会社　桑名営業所

トヨタカローラ三重株式会社桑名店

フジ建材株式会社

株式会社　桑陽自動車

株式会社　ショクブン　桑名営業所

桑名税務署

東海マツダ販売株式会社　桑名店

株式会社カインズ　カインズ桑名店

中央精密株式会社

プレミアムキッチン株式会社　中部工場

社会福祉法人桑名市社会福祉協議会長島支所

信用警備保障株式会社

桑名三重信用金庫

特別養護老人ホームアパティア長島苑

もりえい病院附属　伊勢湾岸クリニック

天元工業株式会社

三重県桑名警察署

社会福祉法人　桑名市社会福祉協議会　多度支所

伊丹産業株式会社桑名支店

株式会社　長島総合自動車学校

桑名市役所　産業振興部

社会福祉法人町屋福祉会

株式会社　前田製作所　桑名営業所

有限会社　坂倉鉄工所

鍋田川温泉有限会社

ピップ株式会社　三重事業所



【桑名警察署管内】

（順不同）

事業所名

中日本ハイウェイ・パトロール名古屋株式会社　桑名基地

近畿日本鉄道　株式会社　名施電気課　桑名信号区

桑名水道工業株式会社

長良通商　株式会社

東海東京証券株式会社　桑名支店

株式会社郡建材店

株式会社ダスキンまるふく

三縁証券株式会社　桑名支店

水谷建設（株）総合土木事業部

株式会社ガスパル　桑名販売所

ダイドービバレッジサービス　株式会社　桑名営業所

中部電力パワーグリッド株式会社　桑名営業所

株式会社金星堂

株式会社百五銀行　矢田支店

株式会社エッチ・エム・イー

株式会社　ＳＥＥＤ　ＵＰ

株式会社大垣共立銀行桑名支店

株式会社小杉食品

三重トヨタ自動車株式会社桑名店

訪問介護　ほほえみ

レクサス桑名

エディオン桑名店

株式会社五木建設

株式会社　大佐技研

三重三菱自動車販売株式会社桑名江場店

社会福祉法人　木曽岬町社会福祉協議会

水谷建設株式会社　西日本事業部

株式会社　山本本店

株式会社ほくせい

フジアルテ株式会社桑名営業所

三重トヨペット株式会社桑名江場店

日立金属　株式会社　桑名工場

株式会社　百五銀行　桑名パーソナルプラザ

桑名砂利株式会社

一般財団法人　三重県産業衛生協会

中日本高速道路　株式会社　名古屋支社　桑名保全・サービスセンター



【桑名警察署管内】

（順不同）

事業所名

伊藤産業株式会社

社会福祉法人　桑名市社会福祉協議会　桑名市療育センター

大東建託パートナーズ株式会社桑名営業所

三重県桑名地域防災総合事務所

ヤマザキマザックトレーディング株式会社　東海テクニカルセンタ

ＦＪｓｔａｒ株式会社

ヒルカワ金属　株式会社

ジェイアール東海建設　株式会社　多度機材センター

株式会社　福井装研

ニチイケアセンター桑名

日研工業株式会社

株式会社エム・オー機器

株式会社　中日三重サービスセンター　桑名営業所

株式会社百五銀行　桑名支店

医療法人創健会ウエルネス医療クリニック

株式会社永餅屋老舗

株式会社　ダイマル

有限会社　光和重建工業

高圧ガス工業株式会社三重工場

瀬古工業株式会社

桑名市役所　都市整備部

桑名市清掃センター

医療法人　尚徳会

桑名市役所　総務部

桑名市役所　防災・危機管理課

株式会社　誠電

株式会社　三恵

協和建設株式会社

ハイウェイ・トール・システム株式会社　桑名テクノショップ

セコム三重株式会社　桑名支社

株式会社ケー・イー・シー　収集運搬部

株式会社サトー工業

三重県農業共済組合　桑員支所

株式会社ナヤデン

一般社団法人　パブリックサービス　桑名連絡所

ホシザキ東海株式会社桑名営業所



【桑名警察署管内】

（順不同）

事業所名

株式会社　山下精機製作所

桑名市北部西地域包括支援センター

株式会社　れんげの里

社会福祉法人　憩

株式会社中部コーポレーション

オルガノプラントサービス（株）三重出張所

ホクセイ株式会社　本社工場

中央スケール株式会社

第一環境　株式会社　桑名事務所

株式会社　ケー・イー・シー　桑名事業所

三重スバル自動車株式会社　桑名店

桑名北部老人福祉センター

水谷精工株式会社

桑名市役所　保健福祉部

生活協同組合　コープみえ　桑名センター

くわしんビジネスサービス株式会社

日本ハム食品　株式会社　桑名プラント

三重北農業協同組合　桑名支店

ネッツトヨタ三重株式会社　桑名店

日立金属ファインテック　株式会社　厚生係

日立金属ファインテック　株式会社

株式会社ユーシン精機名古屋西営業所

日本郵便株式会社　桑名郵便局

有限会社イシカワ建機

株式会社　カネマツ産業

三交不動産株式会社　桑名営業所

社会福祉法人　桑名市社会福祉協議会

株式会社オカグレート

株式会社ネクステージ桑名店

近鉄軌道エンジニアリング株式会社桑名作業所

株式会社ソーエー

株式会社　三菱ＵＦＪ銀行　桑名支店

伊勢土建工業株式会社

桑名市消防署　長島木曽岬分署

桑名市消防署　多度分署

社会福祉法人　桑名市社会福祉協議会　桑名福祉センター



【桑名警察署管内】

（順不同）

事業所名

株式会社後藤水道

株式会社宮崎工務店

社会福祉法人アパティア福祉会　西川保育園

株式会社メディック　桑名ラボ

中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株式会社　桑名道路事務所

桑名市上下水道部

株式会社　丸加工業

株式会社兼松

三重日産自動車株式会社　桑名江場店

東海労働金庫桑名支店

金森工業株式会社

アイコー株式会社　桑名工場

平野鋳工株式会社

株式会社ＩＣＴフィールドサポート　三重サービス課

桑名市社協ケアプランセンター

東海旅客鉄道株式会社　桑名電気区

桑名電気産業　株式会社

木曽岬町役場

株式会社古村電気工業

有限会社桑名クリーンワールド

有限会社　福井グラウト

株式会社山明

汎高圧工業株式会社　三重支店

株式会社カキトー

フジタ鋼機株式会社

医療法人社団　橘会　多度あやめ病院

桑名西高校野球部後援会

三重医療福祉生活協同組合　伊賀町診療所

伊藤熔接工業有限会社

大洋産業　株式会社

株式会社藤井建設

株式会社ホンダカーズ三重東　桑名七和店

株式会社ぬし与仏壇店

扶桑工機株式会社　本社工場

大東建託株式会社　桑名支店

近畿日本鉄道株式会社　桑名保線区



【桑名警察署管内】

（順不同）

事業所名

国土交通省　中部地方整備局　木曽川下流河川事務所

独立行政法人　水資源機構　長良川河口堰管理所

株式会社今安Ｒ．Ｃ

株式会社ＮＴＮ三重製作所

タチモータース

有限会社服部熱煉工業

日本興業株式会社

株式会社　東海近畿クボタ　木曽岬営業所

三重精機株式会社

株式会社郡水道設備

社会福祉法人　花園福祉会　特別養護老人ホーム長寿苑

株式会社　愛晃社

株式会社アドバンス

ナガシマ工業株式会社

オーケーズデリカ株式会社

株式会社スズキ自販三重　桑名営業所

有限会社マルマ工務店

株式会社鈴木組

トヨタカローラ三重株式会社ネオポリス大山田店

有限会社石川材木店

株式会社　柿安本店　しぐれセンター

近畿日本鉄道　株式会社　名施電気課　桑名電路区

三重県立くわな特別支援学校

株式会社　福井

ミノヤランチサービス　桑名店

三重いすゞ自動車株式会社　桑名営業所

株式会社南川電気工業

株式会社　東城

三光建設　株式会社

株式会社　三十三銀行　桑名支店

株式会社協和鋳造所

森田フードシステム株式会社

三協フイルム紙業株式会社

特定非営利活動法人　夏，舞い咲いた会

桑名市北部東地域包括支援センター

株式会社　トーエネック　桑名営業所
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医療法人喬生会


