
【鈴鹿警察署管内】

（順不同）

事業所名

株式会社　長太建設

スカイ代行

株式会社スズカキャリーサービス

石かわ

特別養護老人ホーム鈴鹿聖十字の家

ライニング技術工業株式会社

ネッツトヨタノヴェル三重株式会社鈴鹿白子店

株式会社シンワ

サンサービス株式会社

有限会社太宏

株式会社宮崎石材

有限会社坂田組鈴鹿営業所

株式会社中井商店

株式会社アイティジェイ

快晴興業有限会社

株式会社宮崎商店

株式会社佐野組

平田石油有限会社

有限会社洋久屋燃設

鈴鹿物産有限会社

上野通信建設株式会社

中山水熱工業株式会社

有限会社伊藤植正園

有限会社にしたに

樋口事務所

株式会社伊藤陶器

藤井農場

大新工業株式会社

株式会社佐和組

株式会社佛庄総本店

スズラン繊維加工株式会社

有限会社マルタカ建装

有限会社森電気工業

川西塗装店

魚長食品株式会社

鎌田牛乳店



【鈴鹿警察署管内】

（順不同）

事業所名

衣笠土木有限会社

株式会社レイセイ

有限会社　美清園

株式会社　杉本プラスター

西部機販　三重有限会社

有限会社栗田商店

有限会社矢田鉄工所

高橋硝子　株式会社　鈴鹿営業所

株式会社伊勢土木

株式会社エコスポット

中村瓦店　株式会社

椿緑化　株式会社

有限会社　鈴清社

有限会社　つばき総合設備

株式会社　カトウ自動車

ハヤシ住宅　株式会社

有限会社　大邦興業

株式会社アットホーム

末松工業株式会社

有限会社今村ゴム工業所

株式会社飯田鉄工

丸昭清美社

株式会社ホテルハイシティセレンテ

有限会社磯部組

永田ミニポンプ有限会社

有限会社坂口建設

オオトリ住宅産業株式会社

株式会社伊東商会

株式会社山本工務店

三重美建株式会社

真栄電気工事株式会社

南出株式会社

有限会社田口製作所

医療法人博仁会村瀬病院

大澄興業有限会社

株式会社沖植物園



【鈴鹿警察署管内】

（順不同）

事業所名

有限会社ヤマモト

株式会社古川

有限会社鈴鹿重量機設

株式会社杉之内工務店

柳河エンジニアリング株式会社三重事業所

中勢建材

株式会社美和

株式会社鈴浄会

有限会社ライヴサービス

株式会社　朝日建機

三重樹脂　株式会社

株式会社鈴鹿グリーン

有限会社国府自動車

株式会社新美工務店

社会福祉法人あかつき保育園

株式会社　マルヨシクリーニング

株式会社　サンシステム

株式会社　鈴鹿水道

株式会社　早川精機

鈴鹿スチール　株式会社

味処　ふじ井

スーパーサンシ　株式会社　本社

株式会社　ホンダカーズ　三重鈴鹿庄野店

株式会社　光和

工業化成株式会社鈴鹿工場

学校法人白百合学園

有限会社川端工業

有限会社宮元商会

株式会社小林商会

吉田建設株式会社

杉村園芸

有限会社カーファミリーヒグチ

高橋植木園

勢州建設株式会社

株式会社浜口リビック

株式会社フジワラ鈴鹿工場



【鈴鹿警察署管内】

（順不同）

事業所名

株式会社三重垣一園芸

さくら幼稚園

ミエ設備工業株式会社

株式会社大樹

会席料理いとう

社会福祉法人伊勢湾福祉会

株式会社豊栄モータース

鈴鹿自動車工業株式会社

ニチイケアセンター三重中部

清矢

有限会社徳兵衛

三重液化ガス株式会社

有限会社丸佐建設工業

森建工業株式会社

株式会社三重パーツ

株式会社山田組

学校法人鈴鹿学園すずか幼稚園

株式会社エース設備

株式会社メイキング田中

植高

株式会社西城組

有限会社川村自動車工業所

株式会社向清建設

中島農園株式会社

白子製氷冷蔵株式会社

鈴峰企業　株式会社

株式会社　伴建材

株式会社　富士薬品　鈴鹿営業所

有限会社　阪田新聞

吉坂包装　株式会社

株式会社大野工務店

有限会社鈴鹿信和サービス

フィルテック株式会社鈴鹿支店

冨田塗装有限会社

株式会社花権

有限会社山中工業



【鈴鹿警察署管内】

（順不同）

事業所名

学校法人白子ひかり幼稚園

株式会社三和総合サービス

有限会社東洋テクノファーム

有限会社エーワン

舘金属工業株式会社

中尾建設株式会社

みつるグループ

株式会社ヒグチ工業

有限会社イトウグリーン

株式会社美谷土建

魚喜

株式会社いんだ

総和産業株式会社

伊藤造園建設株式会社

有限会社旭自動車工業

大和土木有限会社

有限会社勝栄興業

株式会社法寿園

株式会社中勢レッカー

株式会社カネショウ中島水産

株式会社川北商店

岡田自動車整備有限会社

株式会社神戸ダイハツ

有限会社西村緑化

三田工業株式会社

株式会社美建

富士運転代行

代行運転アーネス

株式会社　サクピス

有限会社　中島電気工事

株式会社すずきゅう

ヤマダ鉄工　株式会社

株式会社信誠興業

株式会社　フジクラ　鈴鹿事業所

株式会社ムラタ工務店



【鈴鹿警察署管内】

（順不同）

事業所名

社会福祉法人　ジェイエイみえ会　就労継続支援Ｂ型事業所　すずわ

有限会社　白木技建

株式会社　五月商会

株式会社　まるかつ

株式会社光電気工業所

有限会社三栄金属商会

株式会社　フジスタッフィング

有限会社　イトーファーマシー

ジャスト物流株式会社

学校法人　鈴鹿文化学園　鈴鹿オフィスワーク　医療福祉専門学校

扇立電気　株式会社

須賀　株式会社

有限会社　スーパー名門

株式会社　一十

東液カスタマーサービス　株式会社　鈴鹿営業所

株式会社　ウエノテック

有限会社　クマザワタマゴ

運転代行　トップ

株式会社　中勢自動車学校

富岡屋

有限会社　優

株式会社　サンケイ

フラワー建設　株式会社

株式会社　日新商会　鈴鹿営業所

株式会社佐藤商店

株式会社ヨシザワ

近藤緑化株式会社

宮古島株式会社

有限会社　川井電気商会

住友電装株式会社鈴鹿製作所

株式会社　キタデ

ヤンマーアグリジャパン株式会社　中勢支店

有限会社　小川板金工業

株式会社中央エンジニアリング

株式会社　東海メカナイズ

株式会社　トムス



【鈴鹿警察署管内】

（順不同）

事業所名

有限会社　山中植物園

有限会社　後藤庄兵衛商店

中堀電商　株式会社　鈴鹿営業所

菅谷米穀

社会福祉法人　鈴鹿市社会福祉協議会

株式会社鈴鹿ビルクリーナー

株式会社大久保建設

運転代行キング

東海造園土木　株式会社

株式会社　シーキューブ三重　鈴鹿事業所

社会福祉法人慈童会特別養護老人ホームくすのき園

ミック四日市　株式会社　鈴鹿営業所

筒井工業株式会社

有限会社　ユニテック

ブリヂストンタイヤサービス西日本株式会社　鈴鹿店

株式会社鈴鹿テクト

株式会社スズカ未来

有限会社太田工業

株式会社ストーリア

鈴鹿木材株式会社

株式会社フジコウ

株式会社　葵

株式会社パロマ三重営業所

株式会社サニクリーン名古屋鈴鹿営業所

有限会社舘工業所

株式会社古市自動車

有限会社佐久間工業

有限会社中西力雄商店

松井自動車工業株式会社

有限会社金井工業所

中部製罐　株式会社

株式会社　荏原風力機械

株式会社エスケー技建

株式会社ユニマットライフ　レンタル三重営業所

社会福祉法人　鈴風会

株式会社　戸田医科器械店



【鈴鹿警察署管内】

（順不同）

事業所名

東海マツダ販売株式会社鈴鹿安塚店

Ｒｅｓｏｒａ株式会社

松岡産業株式会社　三重営業所

株式会社　日本グリーン

住友建機販売　株式会社　中部統括部鈴鹿営業所

住友林業ホームエンジニアリング　株式会社　三重センター

渥美建設有限会社

運転代行えふわん

ホンダカーズ三重北物流センター

株式会社井上鉄筋工業所

三重県厚生農業協同組合連合会　鈴鹿厚生病院

社会福祉法人鈴鹿福祉会

大東建託パートナーズ株式会社　鈴鹿営業所

八千代工業株式会社鈴鹿工場

伯人学校イーエーエス鈴鹿

社会福祉法人白鳩会白鳩保育園

社会福祉法人白鳩会　かもめ保育園

株式会社日舘建設

市川ロテック株式会社

中部工業株式会社

ムラセオートサービスステイション

株式会社エヌ・エス

近畿電設工業株式会社

オーラムメディカル株式会社

株式会社三鈴

三重トヨペット株式会社鈴鹿神戸店

株式会社　坂口商店

石鈴産業株式会社

株式会社　ローソン　三重支店

鈴鹿の森ゴルフクラブ

株式会社スギモト　鈴鹿営業所

社会福祉法人伊勢亀鈴会　きれいサポートステーション

株式会社百五銀行　平田町駅前支店

三重トヨペット株式会社レクサスＣＰＯ鈴鹿

シンシア鈴鹿

生活協同組合　コープみえ　鈴鹿センター



【鈴鹿警察署管内】

（順不同）

事業所名

富士電機　株式会社　鈴鹿工場

三重舗道株式会社

株式会社　セイワ

北伊勢上野信用金庫　白子支店

株式会社テクニックサービス

株式会社　トーカイリースキン事業本部　アクアクララ中部　三重営業所　

第一環境　株式会社　鈴鹿営業所

三重トヨタ自動車株式会社　鈴鹿店

有限会社ミヨシ住建

運転代行セレクト

鈴鹿中央総合病院

株式会社　杉本組　鈴鹿支店

株式会社トピア

麻生モータース

ホンダカーズ三重北鈴鹿道伯店

鈴鹿税務署

有限会社　福本組

げんき教室白子

大一塗装株式会社

ＮＥＸＴ運転代行

鈴鹿グランドボウル

太陽電気株式会社

株式会社　ＮＩＰＰＯ　鈴鹿出張所

大陽日酸エネルギー株式会社　中部支社三重支店

株式会社桔梗屋

中部流通株式会社

社会福祉法人　けやき福祉会

株式会社　深茂園芸

クラタ自販株式会社

桜の森白子ホーム

医療法人　医秀会　玉田クリニック

森六テクノロジー　株式会社　鈴鹿工場

株式会社鈴友

鈴鹿市役所

鈴鹿市消防本部

株式会社愛安住　鈴鹿営業所



【鈴鹿警察署管内】

（順不同）

事業所名

株式会社　ＡＲ・サクライ

中部電力パワーグリッド株式会社　鈴鹿営業所

国光カーボン工業株式会社

尾畑長硝子株式会社三重営業所

株式会社アクセル鈴鹿支店

富士フイルムマニュファクチャリング　株式会社　鈴鹿事業所

日発販売株式会社　名古屋支店　鈴鹿営業所

トヨタカローラ三重株式会社鈴鹿店

三重スバル自動車株式会社鈴鹿店

株式会社　井上工業

株式会社ホンダロジスティクス

三重県鈴鹿警察署

社会福祉法人　法輪会

株式会社キヨシ

株式会社　プランドゥ

株式会社住吉工務所

株式会社世古工務店

三重三菱自動車販売株式会社鈴鹿中央通り店

フォルクスワーゲン鈴鹿

株式会社ホンダ　四輪販売三重北　ホンダカーズ三重北　鈴鹿中央通店

有限会社　香取工業

株式会社ホンダカーズ三重　鈴鹿神戸店

株式会社鈴鹿

社会福祉法人　アイ・ティ・オー福祉会　通所介護事業所ハートヒルすずか

東建コーポレーション　株式会社　鈴鹿支店

学校法人古市学園道伯幼稚園

三愛建設株式会社

株式会社ケアサポート　つくし

日通商事　株式会社　鈴鹿ＬＳセンター

株式会社　ベストロジ三重

株式会社ホンダロジスティクス　パーツ用品事業所　鈴鹿パーツ物流部

総合食品エスイー株式会社三重営業所

株式会社　三重平安閣　斎奉閣セレモニー事業部

有限会社　正浩工業

有限会社和建

株式会社ホンダカーズ三重　鈴鹿三日市店



【鈴鹿警察署管内】

（順不同）

事業所名

コマツカスタマーサポート株式会社リフト鈴鹿支店

デイサービスセンター「大家族」

株式会社三十三銀行旭が丘支店

ホンダ開発　株式会社　鈴鹿事業部

株式会社　ＨＡＬＬテクニカル

株式会社　山田製材

鈴鹿農業協同組合　施設部

コンフェット鈴鹿平安閣

エア・ウォーター・マテリアル株式会社　三重支店

株式会社ファミリーマート　津営業所

ＪＳＳ白子スイミングスクール

株式会社ミツギ産業鈴鹿事業所

株式会社室善

株式会社日本陸送

株式会社　グリーンテック　鈴鹿営業所

エンペラー

日本キャタピラー合同会社　中日本支社　三重支店　鈴鹿営業所

株式会社飯田商事

ヤマトオートワークス株式会社　三重営業所

大東建託株式会社鈴鹿支店

有限会社　浜村工務店

ジンテック　株式会社

株式会社　ケーブルネット鈴鹿

社会福祉法人　三鈴会　障害者支援施設　しらさぎ園

スーパーサンシ　株式会社　ハンター店

株式会社三十三銀行　白子中央支店

渡辺パイプ　株式会社　鈴鹿サービスセンター

ホシザキ東海　株式会社　鈴鹿営業所

鈴鹿市清掃協同組合

コニカミノルタジャパン株式会社ヘルスケアカンパニー三重営業所

サマンサジャパン　株式会社　鈴鹿営業所

ＭＫ代行

住友電装株式会社　御薗事業所

栗原設備工業有限会社

株式会社スズキ自販三重　鈴鹿営業所

鈴鹿医療科学大学附属桜の森病院



【鈴鹿警察署管内】

（順不同）

事業所名

三重県消防学校

社会福祉法人　博愛会

鈴鹿市上下水道局

株式会社　誠文社　鈴鹿工場

株式会社　カーゾック

有限会社みやざき建築工房

（株）東洋食品鈴鹿市第二学校給食センター

株式会社　百五銀行　白子支店

有限会社仲田製缶工業

株式会社　三十三銀行　平田町支店

株式会社　明菱　中部支社

株式会社ホンダロジスティクス　三重営業所　御薗海外・ロジスティクスセンター

株式会社ビバホーム　スーパービバホーム鈴鹿店

社会福祉法人和順会

三重日産自動車株式会社鈴鹿中央通り店

株式会社　クスハラ自動車インポート店　

株式会社北瀬商店

介護老人保健施設　パークヒルズ高塚

介護老人保健施設アルテハイム鈴鹿

鈴鹿中等教育学校

住友電装株式会社鈴鹿物流センター

有限会社久間田石油店

株式会社森井板金工業

株式会社スズカ

株式会社荻野建設

有限会社　辻尾工業所

有限会社　鈴鹿テクノ

有限会社岡電工

有限会社共和建設

居宅介護支援事業所「はなやか」

株式会社クラシアン　三重営業所

株式会社ツインラン

有限会社　希神電設

株式会社　ホンダロジスティクス　三重事業所

青山商事株式会社　洋服の青山鈴鹿店

鈴鹿シルバーケア豊壽園



【鈴鹿警察署管内】

（順不同）

事業所名

株式会社三秀三重製作所

株式会社テクニカルニッポン

三重工熱株式会社

ほのぼの運転代行

三重県立　杉の子特別支援学校

株式会社　循環

大和冷機工業株式会社　鈴鹿営業所

椿大神社椿会館

クミ化成　株式会社　鈴鹿管理センター

タケショウ株式会社三重営業所

ホンダカーズ三重北飯野中央通店

ホンダカーズ三重北鈴鹿寺家店

タマホーム　株式会社　鈴鹿支店

株式会社タナハシ機工

有限会社中野設備工業

学校法人　鈴鹿医療科学大学

富士ライフケアネット　株式会社　玉垣あんしん館

トヨタカローラ三重　株式会社　サーキット通り店

菱工産業株式会社鈴鹿営業所

株式会社マーク・コーポレーション

中日本開発　株式会社　中日カントリークラブ

ネッツトヨタ三重　株式会社　鈴鹿店

株式会社エネアーク中部鈴鹿支店

日立Ａｓｔｅｍｏ株式会社鈴鹿工場

東海労働金庫　鈴鹿支店

加藤コンサルタント株式会社

株式会社ライフ・テクノサービス鈴鹿営業所

有限会社管理センターオガワ

旭化成住宅建設株式会社中部・静岡事業部三重事業所

有限会社大洋モータース

イセットＭＰ株式会社鈴鹿エリア

株式会社長谷川建装

株式会社トーエネック　鈴鹿営業所

イケダアクト株式会社

サンモーター株式会社

東邦液化ガス（株）鈴鹿営業所



【鈴鹿警察署管内】

（順不同）

事業所名

日東粉化工業株式会社鈴鹿工場

株式会社　八蔵

有限会社　松野建設

ダンロップタイヤ中部株式会社鈴鹿営業所　

株式会社　百五銀行　鈴鹿支店

社会福祉法人　伊勢亀鈴会　八野生活介護センター

北伊勢上野信用金庫　鈴鹿支店

社会福祉法人伊勢亀鈴会　ＵＲＡＵＲＡ稲生

株式会社　飯田建設

本田技研工業　株式会社　鈴鹿物流センター

独立行政法人　国立高等専門学校機構　鈴鹿工業高等専門学校

テイ・エステック　（株）　鈴鹿工場

渡辺パイプ株式会社　鈴鹿住設サービスセンター

三重県鈴鹿庁舎

大冷工業株式会社鈴鹿営業所

カニエＪＡＰＡＮ株式会社三重支店

株式会社　扇港電機　鈴鹿営業所

株式会社レグルス

ＴＯＴＯ中部販売　株式会社　三重支店

松阪興産　株式会社　鈴鹿工場

三交不動産株式会社　鈴鹿白子営業所

林建材　株式会社

社会福祉法人　伊勢亀鈴会　八野就労支援センター

鹿島道路株式会社　三重営業所

ホンダカーズ三重北　本社業務室

株式会社ホンダユーテック鈴鹿営業所

東邦ガス株式会社　地域計画部広域計画センター

損害保険ジャパン株式会社三重支店鈴鹿支社

株式会社ショクブン三重営業所

エコシスＡＺ　株式会社

土田工業株式会社

有限会社森管工

岡三証券　株式会社　鈴鹿支店

太洋不動産株式会社

日本郵便株式会社鈴鹿郵便局　

三重物流株式会社



【鈴鹿警察署管内】

（順不同）

事業所名

鈴鹿農業協同組合

北伊勢窯業株式会社

株式会社ウチゲン鈴鹿営業所

株式会社倭芝園

株式会社　大気社　三重営業所

ＮＣ中日本コンクリート工業　株式会社

株式会社　モビリティランド　鈴鹿サーキット

株式会社ＳＡＭＥサービス

三井住友海上火災保険株式会社三重支店鈴鹿自動車営業課

社会福祉法人　天年会

株式会社ネクステージ　ジャガー・ランドローバー鈴鹿

西口建工　株式会社

株式会社　北斗エス・イー・シー

ジェイエムテック株式会社

株式会社　サンキョウテクノスタッフ三重営業所

株式会社奥岡技研

磯山レミコン株式会社

協栄興業株式会社三重支店

株式会社ホンダスタッフィングサービス

株式会社中日三重サービスセンター鈴鹿営業所

本田技研工業株式会社　鈴鹿製作所

株式会社安川電機鈴鹿サービス営業所

株式会社クスハラ自動車ＫＭＧ本店

株式会社朝日工業

株式会社　Ｎ・Ｕ・Ｃグループ

有限会社南部建設

佐野建鉄株式会社

株式会社　エフ・シー・シー　鈴鹿工場

株式会社　東海クボタ　鈴鹿営業所

株式会社シンダイ　鈴鹿工場

有限会社　高宮電計

協和ガス株式会社三重工場

株式会社米津西部中勢支店

鈴鹿亀山地区広域連合

百五証券　株式会社　鈴鹿営業所

株式会社　ハットリ技建



【鈴鹿警察署管内】

（順不同）

事業所名

株式会社　今尾電機

日本郵便　株式会社　白子郵便局

有限会社山本工具店

東海マツダ販売株式会社鈴鹿中央通店

株式会社三十三銀行　鈴鹿支店

株式会社東液供給センター三重保安事業所

鈴鹿インター　株式会社　さつきの里

株式会社カンセイ

デイサービスヘルシーメルシー

有限会社田中正明商店

株式会社幸泉

大阪電設工業株式会社三重支店

平安会館　鈴鹿中央斎奉閣

有限会社ヒカリ住建

三舞建設株式会社

株式会社ＮＩＰＰＯ三重統括事業所

株式会社　扇商會　鈴鹿営業所

株式会社プロヴァンス・ハウシーズ

セコム三重株式会社鈴鹿支社

伊勢鉄道株式会社

鈴鹿農業協同組合　河曲支店

日産プリンス三重販売株式会社鈴鹿店

カトウ管工有限会社

株式会社ハヤカワ商会


