
【四日市南警察署管内】

（順不同）

事業所名

株式会社　魚国総本社　三重支社

森甚建材　株式会社

株式会社　ジェクティ

株式会社　ＫＳＧ

株式会社　河内サービス

三重県立四日市中央工業高等学校サッカー部保護者の会

有限会社うな勢

筑豊開発

三建金物株式会社

有限会社塩谷マルマス

学校法人慈光学園ひかり幼稚園

天理教四日市分教会

細川商事株式会社

天白興業株式会社

中嶋工業株式会社

サンリツ工業株式会社

株式会社千草園

中央産商株式会社北勢営業所

株式会社トーカイ

株式会社昭和産業

株式会社鍛治儀商店

株式会社四日市クロシオ自動車

三重日産自動車株式会社四日市日永店

九鬼資材株式会社

株式会社フォークローバー

株式会社三鋼

有限会社田中モータース

有限会社池畑モータース

有限会社ホンダショップヒナガ

萬古窯業株式会社

小山田記念温泉病院

有限会社南菱工業

株式会社渡辺鉄工

総和塗装工業有限会社

前川電気　株式会社

株式会社斉藤



【四日市南警察署管内】

（順不同）

事業所名

学校法人まきば学園

株式会社北勢テクノ

株式会社　エマックス

ミドリ安全三重　株式会社

幸友電機　株式会社

株式会社　ダイユー

有限会社丸八組

三昌物産株式会社

株式会社　テクニカル　モデル

株式会社フローラ

株式会社　ふじや本店

株式会社　損害保険ジャパン　三重支店　（四日市）

福道建設　株式会社

信藤建設　株式会社

有限会社藤井電気商会

株式会社　港屋

株式会社　ＵＳＥＮ　四日市支店

株式会社　サカエ工機

勢和建設　株式会社

コスモ電子　株式会社

株式会社　中部樹脂工業

有限会社　共同設備工業

ミナミ産業　株式会社

ネッツトヨタノヴェル三重　株式会社　四日市本社店

東京電機産業　株式会社　四日市支店

スーパーサンシ　株式会社　スリーＡメンテナス

大東電気　株式会社

サントイ　株式会社

株式会社　扇港電機

有限会社　お多福

三重トヨペット　株式会社　レクサス四日市

有限会社　トーアエンジニアリング

中部資材株式会社四日市営業所

株式会社ヤマイチ

株式会社光本美容商事社



【四日市南警察署管内】

（順不同）

事業所名

株式会社石垣歯車製作所

矢野防災設備株式会社

株式会社第一工務店

株式会社タナカ

有限会社　八王子屋

株式会社　辻電機

日本管工業　株式会社　四日市営業所

株式会社　三重デンタル

丸八青果　株式会社

宏和工業　株式会社　本社工場

朝日工業　株式会社　四日市事業所

有限会社こむら工業

元三株式会社

有限会社　渡辺エンジ

株式会社　サンワ電業

株式会社藤井重機

喜楽鉱業株式会社四日市営業所

株式会社マルトアステム

株式会社須崎工務店

伊藤工業株式会社

井口製茶株式会社

イセット株式会社四日市支社

太田建材株式会社

株式会社立花エレテック三重支店

東写真工芸株式会社

林電気工事株式会社

親和電機工業株式会社

四日市印刷工業株式会社

ヤマギシズム生活豊里実顕地農事組合法人美里農場

有限会社平成警備保障三重

山九株式会社三重支店工作事業所

株式会社三東工業所

中谷工業株式会社

株式会社河北組

富士電機ＩＴソリューション株式会社三重支店

株式会社誠文社



【四日市南警察署管内】

（順不同）

事業所名

有限会社畠中組

中部綜合交通警備　株式会社

有限会社阪田商会

仁池建設工業株式会社

新陽工業株式会社

株式会社ニューポート

株式会社富洋組

株式会社四日市モータース商会

株式会社伊藤エンジニアリング

株式会社ＴＦＫ

藤田土木工業株式会社

四港重機株式会社

城西電機株式会社

太平美装興業株式会社

富士印刷株式会社

有限会社加納商店

株式会社昭建中部支店

株式会社鳥金

株式会社東京機工

株式会社セクト

株式会社東海調温

片岡製網株式会社

新日本計器株式会社

株式会社堀コンクリート

新光電機工業株式会社

有限会社奈良組

オザワ科学株式会社四日市営業所

有限会社フジタサービス

四日市自家用自動車協会

中里建設株式会社

イオ信用組合四日市支店

ジャペル株式会社三重物流センター

有限会社マレック向陽

株式会社双葉メンテック

畠山印刷株式会社

株式会社ダスキン三栄



【四日市南警察署管内】

（順不同）

事業所名

曙自動車工業株式会社

加藤塗料株式会社

後藤化学株式会社

有限会社倉田設備

宮崎自動車販売株式会社

有限会社座安組

株式会社東海機工

株式会社小林組

横内建設株式会社

コニカミノルタビジネスソリューションズ(株)販社営業部三重営業所四日市サービスステー

ション

株式会社中野木工所

トーア紡マテリアル　株式会社　四日市工場

株式会社　アトライズヨドガワ　三重営業所

株式会社　昭和電子

ワコー工業株式会社

三重促成　株式会社

アイトム建設株式会社

株式会社　前田金網店

五愰住設株式会社

株式会社　三浜

株式会社丸加商店

北三重技建株式会社

田中自動車工業

スズカファイン株式会社総合センター

有限会社西日野工事

ハシテツ株式会社四日市営業所

有限会社山勝建材

株式会社ミズノ

有限会社橋本電気工事

株式会社カトウサービス

中島製茶株式会社

有限会社谷口機工

株式会社立花工業

有限会社岡田建設

株式会社伊勢森建設



【四日市南警察署管内】

（順不同）

事業所名

有限会社魚芳商店

三和塗装株式会社

宮田工業ゴム有限会社

大栄産業株式会社

株式会社見取コンサルタント

常磐工芸株式会社

三州電設株式会社

平松産業株式会社

株式会社千手本田組

有限会社井髙

日本少年野球連盟東海支部四日市トップエース

有限会社浜口建築

広田商店

有限会社三景造園

常磐クレーン株式会社

山九株式会社三重支店保全第１グループ

株式会社相互設備

有限会社加藤興業

株式会社日本総合施設

宮古島建設工業株式会社

東海地所株式会社

株式会社堀製麺

伊藤産業有限会社

協栄土木株式会社

株式会社アオイ

(有)大健管工

山九㈱三重支店　保全第２グループ保全１係・工事係

株式会社交洋

杉栄開発株式会社

金子工業株式会社

ワールド自動車株式会社

有限会社伸和工業所

富山工業株式会社

ヤマ正水産株式会社

有限会社川畑組

藤田ブロック工業株式会社



【四日市南警察署管内】

（順不同）

事業所名

有限会社菅原塗装工業

有限会社佐藤製材工場

前田　裕

有限会社池崎電機工業

有限会社ヌーマ広告社

有限会社薩摩工業

株式会社鈴木製麺

株式会社メック

有限会社長栄工業所

株式会社おにぎりの桃太郎

有限会社和田電気商会

有限会社市川メンテナンス工業四日市営業所

タカオカ株式会社

有限会社坂下工業

東邦地水　株式会社

有限会社　大岡板金工業所

伊勢不動産販売　株式会社

トビタ電装有限会社

株式会社　マーメディックサービス

ナゴヤシンコー　株式会社　四日市営業所

暁石鹸　株式会社

有限会社　日進産業

有限会社　清水空調

有限会社　山下技建

株式会社ケイデン

四日市車体工業　株式会社

有限会社伊藤鈑金工作所

東亜設備工業株式会社

株式会社　かじり

九鬼産業　株式会社　本社事務所

株式会社　前田組

株式会社　エス・ケイ・ディー

株式会社　一色商会　四日市事業本部

有限会社　四日市義肢製作所

中部キレスト　株式会社

日本工業検査　株式会社



【四日市南警察署管内】

（順不同）

事業所名

株式会社　松尾住設

有限会社　ウエストサポート

株式会社　サカツコーポレーション

中央電子光学株式会社　三重支店

株式会社　東海経連商事

株式会社　中日三重サービスセンター　四日市営業所

三重機械鉄工　株式会社

株式会社　アシスト

株式会社　ハウテックエンジニアリング　四日市営業所

イシズム　株式会社

株式会社　ジーエルプラン

株式会社　セイワ　北勢支店

三重電装　株式会社

ライフライン　株式会社

釜屋　株式会社　鉄鋼部

ネッツトヨタノヴェル三重　株式会社

有限会社　山路忠作商店

コトブキテクレックス　株式会社　四日市工場

株式会社　太田廣　四日市営業所

有限会社　土岐商店

株式会社　三重機器

株式会社　福村屋

有限会社　門脇商店

岡本土石工業　株式会社　四日市工場

共伸電装エンジニアリング　株式会社

株式会社　浪花電機

株式会社　三重綜合リース

株式会社　フジカワプランテック

木村化工機　株式会社　中部事業所　四日市出張所

株式会社　ファインフーズ

株式会社　ティワイテックＥシステム

林興業　株式会社

有限会社　三栄ファミリー

古市商会

日本ケアシステム　株式会社

東海紙器　株式会社　四日市工場



【四日市南警察署管内】

（順不同）

事業所名

社会福祉法人四季の里

株式会社日本メディア

中村機械工具　株式会社

㈱ケイエヌシステム

三重北農業協同組合総務課

河建興業株式会社

株式会社ＬＳＩメディエンス四日市営業所

有限会社東海電機サービス

株式会社大津屋

東芝電材マーケティング株式会社四日市営業所

新協工業株式会社

株式会社　茶源

社会福祉法人　聖母の家

株式会社ルーシッドテック

長谷川シャッター工業株式会社

三陽化成　株式会社

株式会社坂崎製麺

株式会社　トーワ空調設備

ホンダ北三重販売株式会社

白井工業　株式会社

中村安全ガラス株式会社

日野建設株式会社

有限会社堀工業所

株式会社　谷総建

一般財団法人　三重県環境保全事業団

社会医療法人　居仁会　総合心療センターひなが

株式会社岩間化学

日本インシュレーション株式会社プラント事業部三重営業所

株式会社　アーネストワン　四日市営業所

日産プリンス三重販売株式会社　四日市新正店

株式会社　ミニミニ近畿

大勢メンテナンス株式会社

キャノン　株式会社

代行運転ガードマン

四日市サレジオ志願院

楽２代行サービス



【四日市南警察署管内】

（順不同）

事業所名

中和産業株式会社四日市営業所

丸一産業有限会社

株式会社テイソートヨカ

コスモテクノ四日市　株式会社

ＪＳＲトレーディング株式会社四日市支店

中央電設株式会社三重営業所

丹羽鋼業株式会社　四日市支店

東伸興業株式会社

生川建設株式会社

株式会社三エスゴム

株式会社　セフティーシステム

東洋化工機株式会社

長田広告株式会社　四日市営業所

石民石積造園

大森建設株式会社

有限会社大徳組

株式会社　東海メカナイズ

丸八電設株式会社

ヤスダ工業株式会社

中部ドラム罐工業株式会社

高砂建設株式会社

釜屋　株式会社

山一電気設備株式会社

株式会社　クラスト　四日市支店

高栄建設株式会社

洋洋住研　株式会社

米久　株式会社　四日市支店

有限会社伊藤整備工作所

アビオン株式会社

医療法人社団主体会　主体会病院

一般財団法人　新日本検定協会　四日市事業所

恭和工業株式会社

株式会社イトペック

セントケア三重　株式会社　セントケア四日市

富士電機株式会社　三重営業所

株式会社上田新工業



【四日市南警察署管内】

（順不同）

事業所名

株式会社きゅうざい

株式会社大谷組

石井燃商　株式会社

三重三菱自動車販売株式会社

美濃窯業株式会社　四日市工場

株式会社　中村不動産

菱工産業　株式会社　四日市営業所

株式会社中央理化

株式会社植田商店

前田工業株式会社

株式会社三重食品

大和リビング　株式会社　四日市営業所

カワセガス株式会社

株式会社藤村海事工業所

株式会社山路伊三郎商店

株式会社　ノーリツ　三重営業所

株式会社一号舘

株式会社チェリオ中部四日市営業所

株式会社酒重

大谷川工業株式会社

株式会社伊藤デンテック

丸栄水産　株式会社

ラムリサーチ　株式会社

公益社団法人　四日市医師会

有限会社中山モータース

昭永工業株式会社

杉野電気工業株式会社

日本空調サービス株式会社

株式会社　三扇

株式会社　イトジュ

学校法人常磐学園　ときわ幼稚園

四日市ポートサービス株式会社

株式会社　三重だいいち

シンヨー株式会社　四日市支店

ダイヤリックス株式会社四日市支社

みずほ証券株式会社四日市支店



【四日市南警察署管内】

（順不同）

事業所名

株式会社ミライト　本社

大陽日酸エネルギー株式会社　中部支社三重支店四日市営業所

株式会社マクベル

株式会社日本ハウスホールディングス　日本ハウス事業部四日市支店

株式会社アマダ　四日市サービスセンター

日本カニゼン　株式会社　西日本営業所

武田技研　株式会社

リンタツ　株式会社　四日市支店

近鉄不動産　株式会社　四日市営業所

太平洋建設株式会社

株式会社センシン

株式会社シリックス

森崎建設　株式会社

有限会社椿原塗装工業

有限会社　ナガタパック

東邦ガス株式会社　緊急保安センター緊急修理課

一建設株式会社　四日市営業所

株式会社ヨシケイ宮城　三重支店

株式会社オートネットワーク技術研究所　塩浜地区研究所

富士電設株式会社

株式会社種瀬組

株式会社　サービスネット

有限会社　齊藤自動車

株式会社リョウシン

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社

三興産業　株式会社

株式会社アシスト

コスモ海運　株式会社　四日市事業所

前田道路　株式会社　四日市営業所

株式会社　帝国データバンク　四日市支店

株式会社エイジス　四日市ディストリクト・オフィス

株式会社中央クリーンメンテ

株式会社エサキホーム　四日市支店

東邦ガステクノ　株式会社　三重支店四日市事業所

株式会社ファーストステップ

東建コーポレーション　株式会社　四日市支店



【四日市南警察署管内】

（順不同）

事業所名

東海衣料　株式会社

ＮＥＸＣＯ中日本サービス株式会社　四日市工事出張所

株式会社　百五銀行　四日市西支店

日総工産株式会社　四日市サテライト

株式会社中央クリーンメンテ　楠営業所

株式会社オオヨドコーポレーションＰテックス社　四日市営業所

株式会社　トワニ

大和ハウスリフォーム株式会社　中部支店四日市営業所

山九株式会社三重支店機工グループ

株式会社　ニッショー　管理事業部　三重営業所

アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社　四日市の里ゴルフクラブ

株式会社高芝組

ニチアス　株式会社　四日市支店

川村旅館

株式会社スズキ自販三重

訪問看護ステーション　デューン四日市

有限会社長谷川自動車

三重トヨタ自動車株式会社　四日市日永店

エフエルシー株式会社　フォード四日市

三菱電機住環境システムズ株式会社　中部支社　三重支店四日市営業所

近鉄スマイルライフ株式会社

ＳＭＣ株式会社　四日市エリア

近畿日本鉄道　株式会社　鉄道本部　名古屋輸送統括部　施設部・工務課　塩浜保線区

ＳＭＢＣ日興証券　株式会社　四日市支店

スーパーサンシ　株式会社　カヨー店

光洋マテリカ　株式会社

野村證券　株式会社　四日市支店

三菱ケミカル株式会社　三重事業所

出光リテール販売株式会社ファインオイル西日本カンパニー　三重営業所

中北薬品株式会社四日市支店

大東建託　株式会社　四日市支店

四日市南警察署

株式会社　きんでん　中部支社　三重営業所

イカリ消毒　株式会社　三重営業所

社会福祉法人　桜コミュニティ

学校法人　特別支援学校　聖母の家学園



【四日市南警察署管内】

（順不同）

事業所名

住友ナコフォークリフト販売株式会社

伊藤ハム販売株式会社　四日市営業所

システム機工　株式会社　中部営業所

日本たばこ産業株式会社　東海支社四日市支店

株式会社　ツカサ

日本郵便　株式会社　四日市郵便局　郵便部

スーパービバホーム四日市泊店

梅の花　四日市店

株式会社三十三銀行　四日市支店

株式会社近鉄・都ホテルズ　都ホテル四日市

株式会社スタッフサービス　三重オフィス

味の素エンジニアリング株式会社　東海事業所

中部電力パワーグリッド株式会社　四日市営業所

中部住研株式会社

株式会社テクノ・サービス　三重営業所

コスモ石油販売株式会社　西中部カンパニー

有限会社　トプラス

株式会社エイワ

イワタボルト株式会社三重営業所

株式会社生産技術パートナーズ　四日市営業所

百五リース株式会社　四日市支店

住友不動産株式会社　四日市モデルハウス

トヨタカローラ三重株式会社四日市生桑店

株式会社阪和四日市営業所

株式会社かんぽ生命保険　三重支店

株式会社ダイハツ三重

三重スバル自動車株式会社四日市店

株式会社日立ビルシステム　中部支社　三重統括営業所

株式会社三木フーズ　四日市支店

株式会社　ＮＴジオテック中部

ヤナセバイエルンモーターズ　株式会社　四日市支店

株式会社愛知銀行四日市支店

株式会社四日市市生活環境公社

一般社団法人日本海事検定協会四日市事業所

鈴のれん　四日市店

東海物産株式会社



【四日市南警察署管内】

（順不同）

事業所名

三泗ホンダ販売株式会社

藤原工業株式会社

三永産業　株式会社

（株）三重平安閣　ラセーヌマリアージュ四日市

クリナップ　株式会社　四日市営業所

泗水電機株式会社

岩谷産業株式会社　エネルギー三重支店

株式会社スズキ自販三重　アリーナ三泗

エムシーパートナーズ株式会社　四日市支社

東海産業株式会社

東海東京証券　株式会社　四日市支店

鈴鹿エンヂニヤリング株式会社

しおはま在宅介護サービスセンター

三交不動産　株式会社　四日市営業所

クレス薬品　株式会社

住友電装　株式会社

株式会社百五銀行四日市支店

ＭＵアイオニックソリューションズ株式会社　四日市工場

コカ・コーラボトラーズジャパンベンディング株式会社　四日市セールスセンター

石原産業　株式会社　四日市工場

リンナイ　株式会社　四日市営業所

株式会社三十三銀行　日永西支店

三重いすゞ自動車株式会社　北勢支店

株式会社　東産業

株式会社ヒラテツ

大和宏業株式会社

日揮株式会社四日市事務所

中部環境サービス　株式会社　四日市営業所

有限会社カナック

住友重機械イオンテクノロジー株式会社

太平電業株式会社

日本電計株式会社　三重営業所

株式会社ゆうちょ銀行四日市店

エヌ・シー・ユー物流　株式会社　四日市支店

有限会社佐々木板金工業所

新生テクノス株式会社　名古屋支店四日市営業所



【四日市南警察署管内】

（順不同）

事業所名

明治安田生命保険　相互会社　四日市支社

有限会社ソレイユ

有限会社創建

株式会社日本アクセス　三重営業所

月島テクノメンテサービス　四日市事業所

井上定株式会社　四日市店

村山コンクリート

株式会社　常盤機工

サン・インターナショナル株式会社

株式会社　マイプレジャー

四日市中央斎奉閣

株式会社　板津商店

株式会社エレック・トーコー四日市営業所

株式会社　ロンビック

株式会社中村鉄工所

株式会社大園建設

株式会社ファミリーマート　桑名営業所

大和リース株式会社三重支店

株式会社東京海上日動パートナーズ東海北陸　四日市支社

石原エンジニアリングパートナーズ　株式会社

有限会社　坂下組

西野産業株式会社

株式会社第一電気工業

有限会社　結城建設

四日市市役所

三菱化工機アドバンス株式会社　四日市事業所

中日本建設株式会社

三重酸素工業株式会社

東海マツダ販売株式会社　日永店

アズビル　株式会社　アドバンスオートメーションカンパニー中部支社　四日市営業所

積水ハウス不動産中部株式会社　三重営業所

株式会社キナン　四日市営業所

中部電力パワーグリッド株式会社　四日市電力センター

株式会社間瀬コンサルタント

三栄　株式会社

株式会社山善　四日市支店



【四日市南警察署管内】

（順不同）

事業所名

大東建託パートナーズ株式会社　四日市営業所

大宗建築サービス　株式会社

アサヒサンクリーン在宅介護センター四日市

株式会社堀場テクノサービス三重サービスステーション

明治電機工業　株式会社

株式会社百五銀行日永支店

伊藤製油　株式会社

グリーンライフ英水苑

岡田工業株式会社

株式会社ミソノメディカル

株式会社三十三銀行　新道支店

株式会社アウトソーシング四日市営業所

株式会社三泗

株式会社アクティブシックスオー

ロジスネクスト中部株式会社　四日市支店

ＴＡＮＩＸ株式会社　本社

ノーブルフーズ株式会社

ロジスネクスト中部株式会社　四日市支店

積水ハウス株式会社　三岐シャーメゾン支店

株式会社共同

株式会社丸山商会

株式会社　前田製作所　三重営業所

株式会社　高田工業所　四日市事業所

株式会社日新自動車商会

三菱ふそうトラック・バス株式会社東海ふそう四日市支店

アルバックテクノ　株式会社　四日市ＣＳセンター

株式会社　シンカイ工業

四日市自動車学校

中辻医科器械株式会社　四日市営業所

株式会社エルテックス

株式会社栄和

大垣機工　株式会社　四日市支店

ＴＯＴＯ株式会社　四日市営業所

株式会社　シーアンドエス・コムズ　四日市支店

株式会社サングリーン　四日市支店

株式会社トモ北勢事業部



【四日市南警察署管内】

（順不同）

事業所名

出光アグリ　株式会社　中部営業所

三浜紙器株式会社

三重品川産業株式会社

青山商事　株式会社　笹川マイカーセンター

有限会社テイエヌコーポレーション

株式会社福嶋鉄工所　四日市工場

株式会社スポーツ・インフォメーション

ギガフォトン株式会社四日市事務所

株式会社　ＬＩＸＩＬ　四日市営業所

ＭＣＣアドバンスドモールディングス株式会社

公益社団法人　四日市市シルバー人材センター

三村電気　株式会社

有限会社　山下ダクト工業

株式会社ヤマザキ

日本ポリプロ株式会社　四日市事業所

乳児院・児童養護施設エスペランス四日市

三重サニット株式会社

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社　三重支社

三交不動産株式会社　リフォーム事業部　四日市店

別府建設株式会社

ＮＤＳソリューション株式会社　四日市オフィス

株式会社高増工務店

萩野メタルワークス株式会社

株式会社ヤマシタ　三重営業所

株式会社　第一興商　三重支店

東邦工産株式会社

四日市市南消防署

四日市市中消防署　中央分署

四日市市中消防署

コスモ石油　株式会社　四日市製油所

株式会社　シー・ティー・ワイ

日本郵便株式会社　四日市郵便局　第二集配営業部

大和冷機工業株式会社　四日市営業所

イオンクレジットサービス株式会社四日市支店

トヨタカローラ三重株式会社

在宅介護サービスセンターうねめの里



【四日市南警察署管内】

（順不同）

事業所名

株式会社大藤工務店

ネッツトヨタ三重　株式会社　四日市南店

東芝テックソリューションサービス株式会社　四日市サービスステーション

有限会社　斎木組

独立行政法人　高齢・障害・求職者雇用支援機構　三重支部

株式会社エイ・エス・ケイ・クラフト

株式会社ＡＤＡＭＡＳ　天然温泉ジャブ

三重日産自動車　株式会社　四日市新正店

新成テック株式会社　四日市営業所

株式会社レンタルのニッケン　四日市営業所

株式会社　フューチャーイン　四日市営業所

東邦ガス株式会社　三重営業部四日市営業課

学校法人　津田学園

株式会社菅原電機

リックス株式会社　四日市営業所

株式会社ファミリーマート　四日市営業所

積和クリーン株式会社　四日市センター

株式会社なが餅笹井屋

日本郵便　株式会社　四日市郵便局　第一集配営業部

山九株式会社三重支店　保全第一グループ保全第２係

味の素株式会社東海事業所

大光産業　株式会社

大宗建設株式会社

有限会社　高木電気工業

ＪＳＲ　株式会社　四日市工場

四日市電機　株式会社

中日本高速道路　株式会社　名古屋支社　四日市工事事務所

株式会社　四日市事務機センター

株式会社　柳川建材店

株式会社　マツデン

東海検査エンジニアリング　株式会社

東海労働金庫　四日市支店

株式会社　デントオール　三重支店

上野マリタイム・ジャパン株式会社

ネッツトヨタ三重株式会社　四日市インター店

株式会社　ヤマナカ製作所



【四日市南警察署管内】

（順不同）

事業所名

株式会社　名泗コンサルタント

株式会社東蓉

ファミリーマート　鈴鹿営業所

株式会社　稲垣組

南部清掃事業所

海山道保育園

株式会社ハヤシヤ商事

山九プラントテクノ株式会社　四日市東事業所

大東建託リーシング株式会社四日市店

幸和産業株式会社

エイワテック株式会社

株式会社北水

名古屋酸素　株式会社　四日市営業所

三共電機　株式会社

株式会社　サンメック

株式会社ユニマットライフ　三重営業所

社会福祉法人　三重福祉会　特別養護老人ホーム南部陽光苑

株式会社アイリック

パナソニックコンシューマーマーケティング　株式会社　ＣＳ社　中部社　四日市サービス

センター

株式会社　山田商会　四日市営業センター

三鈴産業株式会社

東京海上日動調査サービス株式会社　四日市損害サービス２課

三重平安閣　本社

エネクスフリート　株式会社　中部支店

三重技建

ＮＥＣフィールディング株式会社　四日市営業所

日産部品東海販売株式会社四日市店

株式会社百五銀行四日市パーソナルプラザ

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日永南店

社会福祉法人　わかたけ

株式会社　三重興農社

株式会社　日立ハイテクフィールディング　四日市サービスステーション

ダイドービバレッジサービス株式会社四日市営業所

スズカン株式会社

株式会社奥野工業



【四日市南警察署管内】

（順不同）

事業所名

自衛隊三重地方協力本部　四日市地域事務所

ミサワホーム株式会社　三重支社北勢営業部

株式会社トーヨータイヤジャパン　四日市営業所

株式会社ゴトー商会　四日市支店

株式会社　オリオン

近鉄軌道エンジニアリング㈱名古屋機械作業所

株式会社白揚ブックセンター

株式会社　アド三愛

株式会社デンユウテックス

三四興業株式会社

大剛株式会社

株式会社昭和コーポレーション東海事業所

エムイーシーテクノ　株式会社　中部事業所

幸栄ベーカリー株式会社

株式会社シーテック四日市支店

三交不動産株式会社　第一営業部北勢事業所

伊勢湾倉庫　株式会社　千歳総合事務所

伊勢湾倉庫株式会社

ＮＴＴ西日本ビジネスフロント株式会社　三重支店四日市営業所

株式会社エクシング　直売営業部　四日市支店

センコーアドバンス株式会社

パナソニックリビング中部株式会社三重支店　三重住建営業所

中部電力ミライズ株式会社三重営業本部　お客さまサービス部北勢地区統括

ダイヤリックス　株式会社　四日市支社

東京エレクトロンＦＥ株式会社三重ステーション

サーラＥ＆Ｌ名古屋株式会社　四日市営業所

株式会社ＫＹＳ

四日市市上下水道局

株式会社大扇

三重トヨペット　株式会社　四日市新正店

株式会社レオパレス２１　四日市支店

丸十青果　株式会社

伊藤管機工業株式会社

ベストインダストリー株式会社

株式会社テクノアソシエ　四日市営業所

日本テクノ　株式会社　三重営業所



【四日市南警察署管内】

（順不同）

事業所名

積水ハウス株式会社　三重支店

住友電装株式会社　四日市製作所　四日市物流センター

東邦ガス株式会社　地域計画部広域計画センター

株式会社東海テクノ

三重コニックス　株式会社

トラスコ中山株式会社　四日市支店

三重県四日市地域防災総合事務所

株式会社ハマエンジニアリング

ブリヂストンタイヤジャパン　株式会社　三重カンパニー

東海旅客鉄道株式会社松阪保線区四日市保線支区

岡三証券株式会社四日市支店

株式会社グリーンズ

栗原工業株式会社　三重営業所

山九プラントテクノ株式会社　四日市事業所

藤田マル久工業有限会社

塩浜建設株式会社

株式会社サンセイフーズ

株式会社広益社

ホシザキ東海株式会社　四日市営業所

百五証券　株式会社　四日市支店

株式会社　ライフスターメンバーズ

株式会社　小林機械製作所

近鉄軌道エンジニアリング株式会社　名古屋支店　土木工事事務所

ウエダ工業株式会社

三菱マテリアル　株式会社　四日市工場

大誠商事株式会社

八洲貿易　株式会社　名古屋支店　四日市営業所

三重藤吉工業株式会社

東京海上日動あんしん生命保険　株式会社　三重生保支社

株式会社ライラック

有限会社九州管工

住友林業株式会社　住宅・建築事業本部　三重支店

中電興業株式会社四日市営業所

日本非破壊検査　株式会社　四日市事業所

中央学童保育所運営委員会

株式会社中京銀行　四日市支店



【四日市南警察署管内】

（順不同）

事業所名

株式会社　名阪造園

日研トータルソーシング株式会社　四日市事業所

株式会社　オートネットワーク技術研究所

五光山彦株式会社

株式会社アイエムトラスト

ハタサン　有限会社

学校法人　みえ大橋学園

三十三リース株式会社

粂内電気通信工事有限会社

アイトム建設株式会社小古曽機材センタ－

株式会社メイテック　三重エンジニアリングセンター

三菱ケミカル物流株式会社　四日市支社

株式会社　モリマツ　四日市営業所

ＭＳ中部株式会社　四日市支店

株式会社　吉昇幹　みどりデイサービスセンター

株式会社アウトソーシングテクノロジー四日市支店

株式会社三菱ＵＦＪ銀行　四日市支店

名鉄観光バス株式会社

株式会社アサヒ電設

有限会社　古川製茶

関西保温工業　株式会社　四日市事業所

有限会社四日市空調サービス

株式会社ＬＩＸＩＬトータル販売　三重支店

運転代行チェリー

株式会社ジャックス　三重支店

株式会社三十三銀行　日永支店

千代田システムテクノロジーズ株式会社中部事業所

新日本技研　株式会社

三浦工業　株式会社　四日市支店

株式会社　近鉄百貨店　四日市店

株式会社高橋工業

ＫＨネオケム　株式会社　四日市工場

大和ハウス賃貸リフォーム株式会社中部支店　四日市営業所

三菱マテリアルテクノ　株式会社　四日市事業所

日新火災海上保険株式会社　東海第二事業部　三重サービス支店

三重北農業協同組合　四日市南部営農センター



【四日市南警察署管内】

（順不同）

事業所名

東邦ガス株式会社　都市エネルギー営業部　営業第四グループ　三重都市エネルギー課

若松建軌工業　株式会社

東洋電機株式会社

住友電装　株式会社　本社

山路工業株式会社

有限会社古市建材

ミヤコ化学株式会社四日市事業所

株式会社ヘルシーファミリー北勢支社

須藤株式会社

社会福祉法人　風薫会　みなと在宅介護サービスセンター

株式会社イトウ総業

正和製菓株式会社

ＮＴＴビジネスソリューションズ株式会社　光ビジネス営業部

有限会社エスジェイプランニング

株式会社寿美家和久　四日市店

株式会社ヤマダデンキ　テックランド四日市店

株式会社旭ケミカルス四日市営業所

東芝プラントシステム株式会社　三重営業所

四日市市消防本部

住友不動産株式会社　三重営業所

リコージャパン株式会社　三重支社

株式会社サンクスホーム四日市支店

パーソルテンプスタッフ株式会社　四日市オフィス

株式会社　みずほ銀行　四日市支店

セキスイハイム中部　株式会社　三重支店

ダンロップタイヤ中部式会社　四日市営業所

日本生命保険相互会社　四日市支社

中部エコテクノロジー株式会社

株式会社メディセオ四日市支店

松阪興産株式会社　楠工場

三菱ケミカルエンジニアリング株式会社　四日市事業所

株式会社四日市南自動車学校

株式会社ＳＣＲＥＥＮ　ＳＰＥサービス　東海サービスセンター

四日市マルタマフーズ　株式会社

社会福祉法人　四日市市社会福祉協議会

希望産業有限会社



【四日市南警察署管内】

（順不同）

事業所名

昭和アステック　株式会社　四日市営業所

東邦ガス株式会社　広域導管部三重地域センター北勢導管課

三和シャッター工業　株式会社　四日市営業所

株式会社　東和工業所

株式会社テック・エンジニアリング　四日市事業所

三鈴工機株式会社

東芝エレベータ株式会社三重営業所

株式会社　たなべ

株式会社カシワバラ・コーポレーション

新栄理研株式会社

東邦薬品　株式会社　四日市営業所

株式会社宮﨑本店

三井住友信託銀行　株式会社　四日市支店

有限会社　幸誠

アルフレッサ株式会社　三重北勢支店

ケーエルエー・テンコール　株式会社　三重サービスセンター

株式会社　三重アロー

三重県立特別支援学校　西日野にじ学園

株式会社三十三銀行　本店

東邦ガス株式会社法人営業部営業第四グループ

北伊勢上野信用金庫　日永支店

株式会社ＭＳコーポレーション

東京海上日動火災保険　株式会社　三重支店

株式会社　ベステックスキョーエイ

パナソニックホームズ株式会社　中部第二支社

四日市税関支署

運転代行なな

魚重

住友林業ホームテック株式会社三重支店

三重トヨタ自動車株式会社　トヨタウン四日市店

有限会社ヤマナスタジオ

株式会社千歳

株式会社丸商

株式会社　ガスリビング三重　四日市営業所

有限会社　エクステクノ

スーパーサンシ株式会社農産センター



【四日市南警察署管内】

（順不同）

事業所名

株式会社　ファクター

今井硝子株式会社

高橋硝子　株式会社

太陽化学株式会社四日市本社

中央工機株式会社　三重営業所

有限会社博本組

株式会社　伊藤園　四日市支店

株式会社マルエイ四日市支店

非破壊検査　株式会社　中部事業部

株式会社　商工組合中央金庫　四日市支店

友興設備株式会社

株式会社　三重サポート

東邦ガス・カスタマーサービス　株式会社　四日市事業所

社会福祉法人すずらん福祉会　特別養護老人ホーム高浜楽々館

株式会社ファブリカコミュニケーションズ　三重営業所

株式会社ハウステック中部支社　三重営業所

トキコシステムソリューションズ株式会社　四日市営業所

株式会社　海老七

大和ハウス工業株式会社　四日市支社

旭化成ホームズ株式会社　三重支店

株式会社三重日立

セントラル自動車整備株式会社

三泉商事　株式会社

株式会社　ネクステージ　四日市店

一般社団法人　日本自動車連盟三重支部　四日市基地

ホンダカーズ三重北　四日市鵜の森店

有限会社永禄

太陽建機レンタル　株式会社　四日市支店

市立四日市病院

ブリヂストンタイヤサービス西日本株式会社　タイヤサービス四日市店

株式会社木曽路四日市店

株式会社中島工業

和幸保険株式会社

株式会社四日市市生活環境公社　管理部排水施設課

株式会社滋賀銀行　三重支店

三菱電機ビルテクノサービス　株式会社　中部支社　三重支店



【四日市南警察署管内】

（順不同）

事業所名

株式会社中部プラントサービス　四日市保修所

昭和四日市石油株式会社四日市製油所

ＵＴエイム株式会社　四日市キャリアセンター

タイヘイ株式会社　四日市営業所

北伊勢上野信用金庫

株式会社　楓和工業

株式会社　イシン

株式会社ホンダカーズ三重東四日市日永北店

株式会社東京商工リサーチ　四日市支店

四日市税務署

朝日土木株式会社

アマノ　株式会社　四日市支店

積水ハウス不動産中部株式会社　四日市賃貸営業所

トヨタカローラ三重株式会社　四日市日永店

共栄火災海上保険株式会社　中京支店四日市支社

コスモエンジニアリング株式会社　四日市営業所

株式会社　八武組

日本年金機構　四日市年金事務所

株式会社スエヒロＥＰＭ

株式会社三ツ星

有限会社　ホープ四日市

近鉄電気エンジニアリング　株式会社　四日市事務所

中日本ビルテクノサービス株式会社　四日市営業所

ハクゾウメディカル株式会社　三重営業所

セコム三重　株式会社　四日市支社

三重県企業庁　北勢水道事務所

あいおいニッセイ同和損害保険　株式会社　三重支店四日市支社

アプライドマテリアルズジャパン　株式会社　四日市サービスセンター

キヤノンシステムアンドサポート株式会社　四日市営業所

中村土木株式会社

明星工業株式会社　四日市営業所

積村ビル管理株式会社　三重営業所

株式会社サイトウ工研

株式会社　新菱　三重工場

株式会社ＡＶＡＮＴＩＡ　四日市支店

布亀株式会社四日市デリバリーセンター



【四日市南警察署管内】

（順不同）

事業所名

イオンリテール株式会社　東海長野外商部

医療法人里仁会

株式会社　八神製作所　四日市営業所

株式会社キタオカ

日通商事　株式会社　三重営業センター

株式会社　オリエントコーポレーション　四日市支店

クリタ東海株式会社

ヨンソー開発株式会社

株式会社ＪＥＲＡ　四日市火力発電所

株式会社　クボタ建機ジャパン　三重営業所

三井住友海上火災保険　株式会社

三重交通　株式会社　北勢旅行支店

コカ・コーラボトラーズジャパンビジネスサービス株式会社

日本郵便株式会社　四日市郵便局　第三集配営業部

三重綜合警備保障株式会社

ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社　四日市営業所

株式会社　ガスパル　四日市販売所

株式会社ＭＣエバテック　四日市分析センター

アサヒグローバルホーム株式会社

日本コムシス株式会社太陽光工事現場事務所

株式会社扇港電機　四日市北営業所

三井ホーム株式会社　三重支店

三重県児童相談センター　北勢児童相談所

旭国際テクネイオン株式会社　中部事業所

有限会社田中種苗農具

山九株式会社　三重支店

海星中学校・高等学校


