
【津南警察署管内】

（順不同）

事業所名

有限会社　ピレネーエキスパート

井村屋グループ　株式会社

ＪＦＥエンジニアリング株式会社津製作所

三重共立株式会社

ミヤコ産業株式会社

株式会社中尾製作所

有限会社八宝

オプト電工株式会社

兼義株式会社

ナガフジ産業有限会社

有限会社日昇産業

陸上自衛隊第２普通科直接支援中隊

株式会社マンナカ

榊原温泉病院

サンユー技研工業株式会社

株式会社広山建設

株式会社中部ケミカル

三重合成商事株式会社

ローヤル工業株式会社

旭建材株式会社

三重シンリョー設備株式会社

旭鍍金株式会社

小林機械有限会社

有限会社ヤマト自動車

伊勢温泉観光株式会社

陸上自衛隊久居駐屯地業務隊

西川工業有限会社

小渕病院

有限会社野呂鉄工所

有限会社ウス井樹園

中桐石油株式会社

有限会社高月製パン工場

陸上自衛隊久居駐屯第３３普通科連隊第二中隊

陸上自衛隊久居駐屯第３３普通科連隊第三中隊

陸上自衛隊久居駐屯第３３普通科連隊第四中隊

有限会社海野保温工業所



【津南警察署管内】

（順不同）

事業所名

陸上自衛隊第３３普通科連隊本部管理中隊

陸上自衛隊第３３普通科連隊重迫撃砲中隊

株式会社藤田組

勢和建設株式会社

医療法人久居病院

陸上自衛隊久居駐屯第３３普通科連隊第一中隊

三重レーンマーク株式会社

有限会社辻種苗農園

航空自衛隊　第１警戒隊

有限会社小林組

航空自衛隊白山分屯基地

株式会社磯田土建

本田建設有限会社

有限会社　中川組

社会福祉法人　はまゆう会　フルハウス

藤田自動車商会

株式会社　猪の倉

株式会社　松阪鉄工所

株式会社　マルイチ

株式会社臼井自動車

株式会社嶋崎石油

田中スレート建材株式会社

(有)白山・美杉・一志合同清掃社

株式会社ホンダ販売マツモト

中勢工営有限会社

有限会社大村建設

株式会社イノモ塗装

松澤精工株式会社

水谷自動車

小川運送株式会社

伊藤土木

株式会社　住ケン三重

株式会社　前田組

株式会社　吉野興産

株式会社コロナ津営業所

サンアイ　株式会社　三重営業所



【津南警察署管内】

（順不同）

事業所名

株式会社　セイワ

木村不動産有限会社

東海信号株式会社　三重営業所

ヤマギシズム生活一志実顕地

エクスチン防災株式会社

オーユーセス株式会社

株式会社鈴木芳喜堂

株式会社阪本事務機

長谷川設備株式会社

株式会社オクヤマクレーン

株式会社今井淡水

株式会社清水

株式会社マツオカ

有限会社博進堂

株式会社山本建設

株式会社鈴木仕上工場

株式会社ジューキ

ネッツトヨタノヴェル三重　株式会社　高茶屋店

伊倉津産業　株式会社

株式会社　山口産業

有限会社　岡山工業

有限会社　セイコー三重

織田建設　株式会社

きれいずきサービス株式会社

有限会社海津自動車工業

有限会社嶋自動車

有限会社小野組

小林石油株式会社久居インター店

タニコー　株式会社　三重営業所

地建興業　株式会社　三重営業所

株式会社　フレンドサニタリー

株式会社　サカモト

株式会社　一志化成

有限会社タニドオフィスサービス

ワールド東海　株式会社　三重営業所

有限会社　伊藤圧送



【津南警察署管内】

（順不同）

事業所名

モリノマシナリー株式会社

株式会社　ビッグバーン

三重中央自動車学校

有限会社　小竹商店

東海テクノ三重　株式会社

株式会社　ホンマ商会　三重営業所

有限会社　高岡自動車

久居商事　株式会社　ダスキン中町支店

旭食品　株式会社　名古屋支店　三重営業所

三重県エルピーガス保安センター　企業組合

株式会社向　陽

有限会社　尾鈴組

有限会社　大洋自動車ガラス

白山技研　株式会社

有限会社　前田金属

株式会社　アサンテ　津営業所

株式会社　マルキン

株式会社　アイエヌ

株式会社　三重データクラフト

吉村工業　株式会社

株式会社　マルジョウ

有限会社　つちやサービス　一志営業所

社会福祉法人　サンフラワークラブ

有限会社　イケダグリーン

ＳＯＳ運転代行

株式会社　サニックス　津営業所

株式会社タカミ

中勢林業　株式会社

有限会社　吉永興業

有限会社　三功

株式会社　三和プレス工業所

株式会社大藤産業

株式会社　前川農場

ヤマトオートワークス株式会社　三重工場

有限会社　前田電設

特別養護老人ホーム榊原陽光苑



【津南警察署管内】

（順不同）

事業所名

株式会社ジャックス・ワン

株式会社藤谷建設

丸栄食品株式会社

中勢森林組合

はやぶさ運転代行

大阪ミガキ　株式会社　三重支店

ＵＤトラックス株式会社　津カスタマーセンター

技研紙業株式会社

有限会社久保井自動車

ツルタ工業株式会社

株式会社　美杉リゾート

有限会社山信鋼業

株式会社　ケアクレスト

有限会社大吉

亀井機工株式会社

株式会社マルキンキカイ

株式会社　丸中産業

株式会社トモ　津市中央学校給食センター

ササキ　株式会社　津支店

株式会社　カトウケミカル

住友電装　株式会社　津製作所

株式会社　ユーサン

どんぐり代行

有限会社清少納言

マリンフーズ株式会社物流部三重物流センター

株式会社スタック　津営業所

株式会社ティー・エス・ケー

株式会社功和商事

杉山コンサルタンツ株式会社

日硝サビース　株式会社

特別養護老人ホーム芹の里

株式会社三重新成コンサルタント

榊原温泉　神湯館

株式会社カーサービス中部

株式会社　エコライフ

有限会社　青山建設



【津南警察署管内】

（順不同）

事業所名

有限会社丸三建設

大建工業　株式会社　三重工場

株式会社　前川商店

有限会社　光生電工

社会福祉法人　正寿会

田辺設備　株式会社

津市香良洲総合支所

津市白山総合支所

津市教育委員会事務局　美杉教育事務所

株式会社　川﨑ハウジング中部

東芝電材マーケティング株式会社中勢営業所

三重県立津高等技術学校

株式会社　堀坂

グローリー　株式会社　三重営業所

日本郵便　株式会社　白山郵便局

日本郵便株式会社　美杉郵便局

三重県立城山特別支援学校

株式会社おやつカンパニー久居工場

独立行政法人　国立病院機構　榊原病院

合同会社ぴーす

株式会社エスディ・メンテナンス東海支店三重営業所

中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋　株式会社　津道路事務所

社会福祉法人　三重県厚生事業団　三重県いなば園

コスモス作業所

ネッツトヨタ三重　株式会社　久居インター店

ＭＳ中部株式会社　津支店

青山高等学校

ＮＨＳ名古屋　株式会社　津事業所

キーコーヒー　株式会社　津営業所

閑林工業　株式会社　三重営業所

ミサワリフォーム中部株式会社　三重店

岡金　株式会社

大成ロテック株式会社三重工事事務所

東邦液化ガス　株式会社　津営業所

株式会社　エネアーク中部　津支店

有限会社富士商会



【津南警察署管内】

（順不同）

事業所名

株式会社　エーアールアイ

株式会社　信榮企画

日産部品東海販売株式会社津店

三重県立盲学校

加藤金属興業株式会社中部支店

マリンフーズ株式会社　三重工場

株式会社　林組

村木建材工業株式会社

株式会社三重義肢製作所

ブリヂストンタイヤジャパン　株式会社　津営業所

社会福祉法人　津市社会福祉協議会　久居支部

株式会社マエダ組

ＴＯＴＯ株式会社津営業所

阪本生コンクリート有限会社

中日本高速道路株式会社　名古屋支社津高速道路事務所

宗教法人天理教一志分教会

株式会社最上工務店

木原造林株式会社　美杉事業所

白山開発株式会社

株式会社　大興

社会福祉法人　洗心福祉会　地域総合ケアセンター　シルバーケア豊壽園

エヌ・ティ・ティ・インフラネット　株式会社　三重支店

株式会社　東海近畿クボタ　久居営業所

株式会社三重電気システム

東海紙器株式会社　一志工場

社会福祉法人　明光会

髙瀬物産　株式会社　三重支店

飛島建設株式会社　伊勢道耐震補強作業所

三重トヨタ自動車株式会社一志店

支援センターあゆみ夢楽園

株式会社　フジタ

株式会社　おやつカンパニー

株式会社カズデン

和洋食みやた

三重日産自動車　株式会社　津久居店

株式会社　シィ・エム・エス　三重営業所



【津南警察署管内】

（順不同）

事業所名

ミエコーティング　株式会社

ホンダカーズ三重　Ｕ－Ｓｅｌｅｃｔ　津みなみ

株式会社東晋商事

タマホーム　株式会社　津支店

津市立白山こども園

株式会社ガスパル津販売所

株式会社宇戸平工務店

株式会社ラウンドワン　津高茶屋店

株式会社　前川製作所　三重営業所

株式会社ホンダオート三重

社会福祉法人あけあい会　介護老人保健施設つつじの里　特別養護老人ホームきずな

ＪＦＥテクノス　株式会社　三重事業所

Ｇ’ｓ代行

コマツカスタマーサポート株式会社　三重中央支店

東海メンテナンス株式会社

株式会社酒重　津営業所

株式会社　エス・ケー

ダイキン工業　株式会社　中部サービス部　津サービスステーション

積水ハウス　株式会社　三重カスタマーズセンター

創価学会　中部池田記念墓地公園

有限会社　一志ピックファーム

三重県警察本部　警備部　機動隊

三重県警察本部　交通部　交通機動隊

有限会社脇田設備

株式会社ミエライス

株式会社　百五銀行　久居支店

長谷川電器株式会社

津ドライバーズサポート

株式会社オーシャングローバルネットワーク三重支社

株式会社　協立製作所

株式会社遠藤製作所

横山組有限会社

みえなか農業協同組合久居支店

みえなか農業協同組合　営農施設センタ－

みえなか農業協同組合　農作業支援センター

エーコープみすぎ店



【津南警察署管内】

（順不同）

事業所名

三重県林業研究所

株式会社　シティ警備

株式会社おやつタウン

百五管理サービス株式会社

五光山彦株式会社津営業所

株式会社ＪＡ全農みえサービス

株式会社　三十三銀行高茶屋支店

陸上自衛隊久居駐屯地第３３７会計隊

株式会社ウイルテック　津事業所

みえなか農業協同組合　白山支店

みえなか農業協同組合美杉支店

エスケー化研株式会社三重営業所

株式会社プラスワン

ダンロップタイヤ中部株式会社　三重支店　津営業所

林建設　株式会社

タカラスタンダード　株式会社　三重支店

杉田土木株式会社

マリンフーズ株式会社三重事業所

アルフレッサ株式会社三重中勢支店

株式会社藤久建設

コカ・コーラボトラーズジャパンベンディング株式会社三重事業所津セールスセンター

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　中部西エリアサービスセン

ター　津フロントセンター

津市商工会

株式会社タヤマ

株式会社　サンクスホーム

株式会社　三十三銀行　久居支店

介護老人保健施設　万葉の里

ダイキンＨＶＡソリューション東海　株式会社　三重営業所

株式会社ヒラマツ

藤田医科大学　七栗記念病院

株式会社　ＡＳＩＢＡＹＡ

株式会社八幡工業

三重県警察学校

三菱ふそうトラック・バス株式会社東海ふそう津支店

三重県津南警察署



【津南警察署管内】

（順不同）

事業所名

株式会社ケアー・フローラ

三重県警察本部　交通部　高速道路交通警察隊

ミオンエンジニア　株式会社

有限会社　マル正

三重トヨペット　株式会社　一志日置店

株式会社百五銀行　高茶屋支店

有限会社栄進ボディ工業

ＪＦＥエンジニアリング　株式会社　橋梁事業部　建設部

積和建設中部　株式会社　三重支店　四日市事業所　津オフィス

株式会社　ヤクルト東海　三重事務所津オフィス

あずさ２号

株式会社マルエイ津支店

津市上下水道事業局一志事業所

ヤンマ－アグリジャパン株式会社　久居支店

はくさん作業所

松阪興産株式会社　津工場

株式会社　久居ＬＩＸＩＬ製作所

三重スバル自動車　株式会社　津店

津市役所久居総合支所

津市役所津南工事事務所

株式会社ＪＡ全農みえサービス　一志自動車センター

中辻医科器械株式会社

津市役所　一志総合支所

株式会社花井建設

ケアパートナー株式会社　ケアパートナー久居

社会福祉法人　津市社会福祉協議会　白山支部

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　三重サービスセ

ンター

松阪興産株式会社　白山工場

有限会社湯元榊原館

日本道路興運株式会社　津出張所

中部食品　有限会社

株式会社　トーカイ三重支店

株式会社エディオン　エディオン三重サービスセンター

三重鋼業株式会社

株式会社　アペックス　津営業所



【津南警察署管内】

（順不同）

事業所名

株式会社マルイチ環境サービス

株式会社丸杉津営業所

社会福祉法人　洗心福祉会　新高茶屋ケアサービスセンター　シルバーケア豊壽園

久居ケアサービスセンター　シルバーケア豊壽園

岡本土石工業株式会社　津建材センター

リコージャパン　株式会社　津事業所

一般社団法人　日本自動車販売協会連合会　三重県支部

中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋　株式会社　津事業所

ジャパンマリンユナイテッド　株式会社　津事業所

ＫＹＢ株式会社　三重工場

社会福祉法人　シルバータウン久居

日本郵便　株式会社　一志郵便局

日本郵便　株式会社　奥津郵便局

公益社団法人　三重県看護協会　ナーシングヒル・なでしこ

コベルコ建機日本　株式会社　中部支社　東海中央営業所

三重県立稲葉特別支援学校

Ｔ＆Ｍ代行サービス

住友ナコフォークリフト販売　株式会社　三重支店　津営業所

株式会社ウッドワン三重営業所

トヨタカローラ三重株式会社　一志店

株式会社ホンダカーズ三重津高茶屋店

榊原白鳳病院

株式会社創和

株式会社レンタルのニッケン

生活協同組合　コープみえ　津南センター

株式会社昭和三重営業所

東石工業株式会社

学校法人　野辺野学園

魚末あまごセンター

太陽建機レンタル株式会社　津南支店

ダイヤ通商協同組合

株式会社　ＬＩＸＩＬ　ＬＩＸＩＬジャパンカンパニー　中部支社　三重支店

社会福祉法人　津市社会福祉協議会　美杉支部

みえなか農業協同組合あいけあセンター

株式会社山川測量設計コンサル

有限会社日伯産業



【津南警察署管内】

（順不同）

事業所名

有限会社川原田クレーン

株式会社ＴＯＫＡＩ津営業所

株式会社　栄屋理化

株式会社　サングリーン　津支店

アサヒ飲料販売株式会社　三重支店

社会福祉法人　大和高原育成福祉会　特別養護老人ホーム　ときの音色

三重県中勢水道事務所

株式会社ＰＳビバレッジ　三重支店

株式会社　ＬＩＸＩＬ　トータルサービス

ＪＡ全農みえパールライスセンター

クリナップ　株式会社　津営業所

イオンリテール株式会社　イオンスタイル津南

津市教育委員会事務局　一志教育事務所

津市役所美杉総合支所

津市消防本部

アカネ工業株式会社

津市久居消防署

津市白山消防署

有限会社脇谷モータース

有限会社白山自動車工業

三重日野自動車　株式会社　津支店

積和クリーン株式会社　三重センター

日本食研株式会社　津支店

工機販売株式会社　津営業所

有限会社　プラーナ

ブリヂストンタイヤサービス西日本（株）津店


