
【四日市北警察署管内】

(順不同)

事業所名

株式会社　ホクセイ

株式会社　エヌ・テック

有限会社　梅原商店

有限会社　川原工業

株式会社　三富　三重支店

有限会社　本間工業

社会福祉法人清和会

朝日ガスエナジー株式会社

株式会社　菜の花

有限会社　三重服部左官

株式会社高橋商店

イング　株式会社

社会福祉法人　朝日町社会福祉協議会

株式会社　稲垣機工

株式会社　ナルックス

三重化糧株式会社

株式会社マルトー

小森精機株式会社

銀河電機工業株式会社

有限会社松本製作所

三岐通運株式会社

トヨタカローラ三重株式会社大矢知富田店

株式会社宮崎工業

有限会社フクタ建工

株式会社要陶

水谷製函株式会社

株式会社ミヤオカンパニーリミテド

株式会社オークテック

三重測量設計株式会社本社

株式会社杉村製作所

名四ゴルフ株式会社

早川設備工業株式会社

チヨダウーテ株式会社

有限会社伊藤鉄筋工業所

株式会社千種機械製作所

株式会社ミエスレート



【四日市北警察署管内】

(順不同)

事業所名

合資会社共和モータース

株式会社大豊興業

スーパーサンシ　株式会社　いくわ店

富一エクスプレス　株式会社

美富士建設　株式会社

有限会社　富士クラッチ工業所

水九印刷　株式会社

株式会社　四日市ミート・センター

養三興業　株式会社

株式会社　四季の郷

株式会社三重橋本工業所

株式会社翠豊園

株式会社稲垣鉄工

有限会社牧野建材

マルケン産業株式会社

庭雄　荒木造園

福田造園株式会社

森永牛乳水谷販売店

有限会社大塚保温

名泗架線工事株式会社

株式会社クスノキケミコ

有限会社丸広プロパン

株式会社東洋設備

有限会社野口設備

株式会社みやた

有限会社佐々木電気工事

株式会社マキテック

株式会社太田組

伸栄工機株式会社

株式会社丸祐

菊池重機建設株式会社

株式会社迫田工業

森寺工機株式会社

株式会社橋北工業

株式会社モリス機工

山田商会



【四日市北警察署管内】

(順不同)

事業所名

杉本建設株式会社

有限会社永田鈑金

浅岡窯業原料株式会社

株式会社加藤機械

ヤマダイ食品株式会社

株式会社羽田工業

日本ケミカル工業株式会社

株式会社藤川工務店

株式会社エース

株式会社サンエレベーター

有限会社磯貝製作所

フォルクスワーゲン四日市

通所介護事業所　すこやか

群馬製粉株式会社名古屋支店

株式会社中央鐡骨

芝浦エレテック株式会社三重営業所

広伝株式会社

学校法人八郷学園エンゼル幼稚園

東報電産株式会社

有限会社アサケ自動車

株式会社アクラスコーポレーション

久髙デンキ有限会社

株式会社たつみ

株式会社三陶

マルナカ住宅設備株式会社

学校法人三重朝鮮学園

有限会社川村石油店

株式会社岩田産業

（株）ナルカワ

株式会社イナガキ

山九株式会社三重支店　霞事業所

有限会社東海環境設備

株式会社美笑館化学

株式会社内外製粉

中部外業株式会社

株式会社エヌティーシー



【四日市北警察署管内】

(順不同)

事業所名

中京防災システム株式会社

有限会社オクダ設備工事

株式会社　アズマ

石川商事　株式会社

有限会社　メンズショップいとう

三重交通警備　株式会社

株式会社　養三

有限会社　三重エアコンサービス

株式会社　東海起業

有限会社　エクトス幸工

大橋工業　株式会社

株式会社　小塚商事

有限会社　アミスタ・ケイ

株式会社　三重水道センター

株式会社　福花園花き　四日市卸売市場

有限会社　鈴峰

有限会社　サンロード

株式会社　東洋　本部

杉本工業　株式会社

有限会社　高﨑工務店

株式会社　三栄工業

有限会社　メディカルシンセイ

井髙鉄工　株式会社

渡部プラント工業　株式会社

株式会社　三和電工　川越作業所

株式会社　伊藤工務店　四日市営業所

有限会社　西脇工務店

川村造園　有限会社

株式会社　内藤　南福崎工場

内田鍛工　株式会社

株式会社　ササキ塗研

有限会社　晃真組

アサヒタオル　株式会社

株式会社中村組

社会福祉法人　富田浜福祉会

ネッツトヨタノヴェル三重　株式会社　富田店



【四日市北警察署管内】

(順不同)

事業所名

前野段ボール　株式会社

社会福祉法人　三重福祉会　特別養護老人ホーム　陽光苑

株式会社　日本ハート

トランスシティロジスティクス中部株式会社イオン中部ＲＤＣ

みえ医療福祉生協　四日市

大日段ボール株式会社

シンエイテック株式会社

中部資材　株式会社　四日市支店　霞ターミナル事業所

株式会社　樹工業

有限会社　三重古紙センター

株式会社　立伸工業

東芝環境ソリューション株式会社三重事業所

三興通信　株式会社

株式会社サンロック

株式会社　服部食品

株式会社アルタス

トヨタＬ＆Ｆ中部　株式会社　四日市営業所

株式会社　穂積建設

有限会社アカツキ電気

川越ガス　株式会社

株式会社　ウエキコーポレーション　中部支店　四日市営業所

有限会社　トータルコンサルタント　アイジーエス

東芝環境ソリューション株式会社　四日市事業所

株式会社　サンエイ工務店

独立行政法人地域医療機能推進機構　四日市羽津医療センター

株式会社　ホンダカーズ三重東　四日市東インター店

藤谷造園株式会社

社会福祉法人平成福祉会

株式会社　ホンダカーズ三重　四日市白須賀店

社会福祉法人四日市福祉会

株式会社山吉

日本化工機株式会社四日市工場

タマホーム　株式会社　四日市営業所

株式会社ダイエンフーズ

河村産業　株式会社

株式会社若林塗装



【四日市北警察署管内】

(順不同)

事業所名

株式会社服部土建

須藤鋼機株式会社

株式会社　ジーケーエス　川越支店

東海ドック工業　株式会社

有限会社紀州興業

社会福祉法人川越町社会福祉協議会

有限会社桑員クレーン伊藤

日本ピュアテック株式会社四日市事業所

株式会社　オプティ

マツオカ建機株式会社

株式会社三石電機製作所四日市工場

有限会社　加藤設備管工

キオクシア株式会社　四日市工場

有限会社山本製作所

森商事開発株式会社

株式会社四日市カンツリー倶楽部

株式会社伊藤製作所

有限会社勢和電設

株式会社ファルコバイオシステムズ

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社北勢事業所

シマツ　株式会社　三重営業所

積水ハウス　株式会社　三重カスタマーズセンター四日市オフィス

アクトシステム　株式会社

ファースト代行

Ｍ．Ｔ．Ｇｒａｎｄ　株式会社

株式会社東ソー分析センター四日市事業部

株式会社　ショクブン　四日市営業所

株式会社テクノ中部　火力事業本部北勢事業所

宏和工業株式会社　清水工場

株式会社ヤマダレオハウス　四日市店

キオクシア（株）５７０棟第１期特高受変電設備工事　東芝プラントシステム株式会社特高

現場事務所

鹿島建設株式会社中部支店キオクシア四日市工事事務所

株式会社リフォックス

水ｉｎｇＡＭ株式会社北勢水道管理事務所北勢山村駐在

一般財団法人　中部電気保安協会　四日市営業所



【四日市北警察署管内】

(順不同)

事業所名

霞共同事業株式会社

株式会社高橋工務店

積水ハウスリフォーム株式会社三重営業所

日本道路株式会社三重営業所

日本ウエスト株式会社中部物流事業部

有限会社せいほう自動車

中部ケーブルネットワーク株式会社　北勢局

末広建設株式会社

三重交通研修所

中央環境総設　株式会社

うを富

株式会社中部プラントサービス工事本部三重総合事務所

株式会社久志本組

株式会社黒田モーター商会

谷口石油精製　株式会社

三重電設株式会社

中部資材株式会社中部コールセンター

富士物流　株式会社　三重支社

株式会社藤和

株式会社鈴木商館

ネッツトヨタ三重　株式会社　四日市店

社会福祉法人　平成福祉会　富洲原複合サービスセンター

株式会社丸谷建設

ケアパートナー四日市

阿竹印刷工業株式会社

あさひよつばの里ひまわり作業所

三重日野自動車株式会社

安全代行

中電配電サポート株式会社　四日市営業所

マツオカ建機株式会社みえ川越高松センター

株式会社エス・ケー・クラフト

有限会社三和電工

国土交通省　中部地方整備局　北勢国道事務所

桜井食品株式会社

デイサービスセンターマザーアース

マシナリーサポート株式会社



【四日市北警察署管内】

(順不同)

事業所名

加藤建設　株式会社

三重県川越町役場

上野マリタイム・ジャパン株式会社

四日市火力線一部増強工事　株式会社ＥＴＳホールディングス現場事務所

株式会社サンキ

仲井商店

株式会社　矢野組

有限会社ヤマカ

富士オフィス＆ライフサービス　株式会社　三重営業所

中央建設株式会社

株式会社環衛

太田商事株式会社

シーキューブ　株式会社　三重支店

日本トランスシティ株式会社

日陶顔料工業株式会社

鋼管ビルト株式会社東海西営業所

元気広場　生桑

三重日産自動車　株式会社　四日市羽津店

社会福祉法人三重ワイエムシイエイ福祉会

株式会社西村ケミテック中部事業所

ロジスネクスト中部株式会社三岐支社四日市北支店

医療法人　尚豊会　みたき総合病院

株式会社ＮＴＴフィールドテクノ三重設備部フィールドサービスセンタ　三ツ谷グループ

三重トヨペット　株式会社　四日市生桑店

医療法人尚豊会　みたき健診クリニック

有限会社　幸工業

明和設備工業株式会社

株式会社　米津西部　北勢支店

株式会社　新明和機工

ワークセンターよつばの里

川越自動車学校

ジャパンマテリアル株式会社四日市ＴＧＭ事業所

株式会社百五銀行　富田支店

株式会社　ホンダカーズ三重東　朝日店

森岡産業　株式会社

東海マツダ販売株式会社羽津店



【四日市北警察署管内】

(順不同)

事業所名

中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋株式会社桑名事業所

片山糧穀株式会社

四日市海運　株式会社

株式会社三十三銀行富田支店

有限会社　レイズ

伊藤工機　株式会社

株式会社　大垣共立銀行　富田支店

北伊勢上野信用金庫　阿倉川支店

運転代行ハーモニー

株式会社スズキ自販三重　アリーナ富田

株式会社　永和商事

暁学園暁幼稚園

株式会社エディオン四日市サービスセンター

株式会社ビコーインプレス

株式会社富士薬品四日市営業所

株式会社　ホンダカーズ三重東　四日市生桑店

株式会社ニコンテック

富士電機　株式会社　三重工場

吉田自動車販売　株式会社

松岡建設株式会社

株式会社ヤクルト東海三重事業所四日市オフィス

伯東株式会社中部営業所

株式会社　アヤハディオ　ディオワールド四日市店

栗田工業　株式会社　四日市駐在所

守成建設　株式会社

東和薬品株式会社　四日市営業所

株式会社トーエネック　四日市営業所

株式会社ミツウロコヴェッセル中部三重店

株式会社　ＷＩＬＬＷＯＲＫ

サカエゴム株式会社

株式会社カワサキグリーン

株式会社Ｉ・Ｋ・Ｇ

瀬古製粉株式会社

アミカン株式会社

東芝プラントシステム株式会社

株式会社百五銀行生桑支店



【四日市北警察署管内】

(順不同)

事業所名

株式会社笹川緑化センター

朝明精工株式会社

北部清掃事業所

株式会社　ティ・エム

三重交通株式会社　生桑整備工場

株式会社荏原フィールドテック

日産プリンス三重販売　株式会社

伊勢久　株式会社　四日市営業所

株式会社　ホンダ四輪販売三重北　ホンダカーズ三重北　四日市あかつき台店

生活協同組合コープみえ　四日市センター

積和建設中部　株式会社　三重支店四日市事業所

三重日野自動車　株式会社　桑名営業所

三岐鉄道株式会社

株式会社丸恒建設

朝日町川越町組合立環境クリーンセンター

医療法人　富田浜病院

株式会社　デンソーソリューション　四日市サービスセンター

株式会社フォーム四日市支店

株式会社　ＪＡサービス三重北

日立建機日本　株式会社　三重営業所

朝明精工　株式会社　伊坂工場

東ソー物流株式会社四日市支社

睦化学工業株式会社

東邦ガス　株式会社　四日市工場

宝運転代行サービス

株式会社ツクイ四日市下之宮営業所

株式会社トヨタユーゼック　ＴＡＡ中部会場

株式会社ニッケンエンジニアリングサービス

イスコジャパン株式会社　四日市営業所

五十鈴電業株式会社

株式会社三十三銀行川越支店

理研計器　株式会社　四日市営業所

ＭＴインポート株式会社ポルシェセンター四日市

株式会社エヌイーエス

ジャパンマテリアル　株式会社　四日市事業所

オルガノ株式会社四日市営業所



【四日市北警察署管内】

(順不同)

事業所名

株式会社レント　四日市営業所

社会福祉法人　宏育会　よっかいち諧朋苑

トーケンサービス株式会社

学校法人富田文化学園

朝日町役場

四日市北警察署

株式会社　全英

三和建工株式会社

東ソー　株式会社　四日市事業所

有限会社丸久造園

サントリービバレッジサービス　株式会社　三重支店

東洋化学株式会社

株式会社フォレスト・オオモリ

株式会社原芳商会　三重朝日営業所

四日市港管理組合

三重石商事　株式会社

株式会社マルハ

株式会社　栢新

藤吉プラスチック株式会社

東洋工業株式会社

ハピネスやさと在宅介護サービスセンター

株式会社ミツボシ

コマツカスタマーサポート株式会社四日市支店

株式会社ＪＥＲＡ　Ｏ＆Ｍ本部　川越火力発電所

東ソー霞エンジ株式会社

東芝産業機器システム　株式会社　三重事業所

株式会社東名

中部キリンビバレッジサービス株式会社四日市営業所

株式会社　シーキューブ三重

学校法人暁学園暁小学校

株式会社中部メディカル

栄光　株式会社　三重デポ

名古屋製酪　株式会社　四日市営業所

株式会社野呂石油店

四日市市北消防署

四日市市北消防署朝日川越分署



【四日市北警察署管内】

(順不同)

事業所名

四日市市北消防署北部分署

株式会社コーストメイト

清田軌道工業　株式会社　三重営業所

カネソウ株式会社

西出建設　株式会社

中部コールセンター　株式会社

株式会社栄建設　中部営業所

三重トヨタ自動車　株式会社　四日市羽津店

株式会社スズケン　四日市事業所

医療法人ＳＩＲＩＵＳ

大日本土木株式会社地整北勢坂部Ｔ作業所

有限会社呉山組

北勢電気株式会社

三重トヨペット株式会社四日市羽津店

よつばの里

株式会社建築モリデラ

学校法人あおい学園あおい幼稚園

学校法人暁学園

東洋冷蔵　株式会社　名古屋支店


