
【松阪警察署管内】

（順不同）

事業所名

社会福祉法人　つぼみ福祉会

新栄自動車有限会社

藤田鋼業株式会社

株式会社ダイギ

三協自動車工業株式会社

株式会社梅田

カーコート・ミヤシタ

米田紙器包装有限会社

鍛冶春建設有限会社

有限会社大河内建設

奥村木材株式会社

まつさか幼稚園

三重道路株式会社

有限会社ヤマモト・テック

一光建設有限会社

株式会社宮園機工

三光精密株式会社

株式会社渡辺モータース

株式会社高瀬鉄工所

松阪スチール工業株式会社

松山建設有限会社

有限会社秋山組

有限会社松本水道

株式会社ナツカ

ひまわり保育園

レストラン大山

金澤ランバー

有限会社宇田土建

株式会社魚助

有限会社大鵬堂

社会福祉法人長寿会

有限会社青木組

丸十建設有限会社

有限会社ナカイ

株式会社タキ

三重スーパーカブ販売株式会社



【松阪警察署管内】

（順不同）

事業所名

株式会社丸石商店

東部建設株式会社

有限会社長谷川建設

環境汚水サービス株式会社

社会福祉法人明佑会

斉藤自工

株式会社水道サービスセンター

有限会社丸大鉄工

小貞石油株式会社

株式会社目久商事

増井酒販

磯田建設株式会社

株式会社田口組

株式会社辻本屋

田中コンクリート工業所

株式会社ミヤテック

株式会社三立商会

有限会社多気鉄筋

有限会社中野自動車

株式会社伊勢生花地方卸売市場

橋本電子工業株式会社

株式会社ホンダカーズ三重　松阪三雲店

株式会社大戸鋼材センター

有限会社中野タイヤ

ハシモト建設株式会社

株式会社　伊勢の国佃煮かね万

株式会社宮崎伊勢営業所

株式会社日乃出エヤコン

香肌奥伊勢資源化広域連合

有限会社ミエコロジー

有限会社　村田水道工業所

社会福祉法人　愛恵会

進栄電子　株式会社

サクラ代行

老人保健施設　さくらんぼ

有限会社　岸部組



【松阪警察署管内】

（順不同）

事業所名

有限会社　丸井食品　三重工場

クラギ株式会社

新谷建設株式会社

有限会社松井工務店

有限会社丸文電装

三鈴土木コンサルタント株式会社

三重電子株式会社

伊藤工業

神都工業株式会社

株式会社田村建設

中部オートメ株式会社

株式会社きゅうざい松阪営業所

株式会社ミエフソー

田中林業株式会社

有限会社西尾建設

株式会社川口屋

株式会社濱口農園

山本機工株式会社

日産プリンス三重販売株式会社松阪三雲店

有限会社中川組

医療法人社団嘉祥会

株式会社多気園芸

株式会社尾鍋組

村林産業有限会社

長谷電工株式会社

協和地研株式会社

株式会社長井技研

有限会社マルタカ

株式会社三協電工社

有限会社岡井博進堂

株式会社中井組

中村造園

株式会社トップフューエル

西日本建設株式会社

有限会社笹屋

株式会社北川鉄工建設



【松阪警察署管内】

（順不同）

事業所名

トライス株式会社

株式会社　アーステックＴＡＧＡＷＡ

株式会社三和工業

久保紙業株式会社

甲陽商事　株式会社

株式会社　ユタカ開発

鈴建建設　株式会社

社会福祉法人　斎宮会

医療法人　松徳会

有限会社ダストパン

名古屋製酪株式会社松阪営業所

有限会社松阪ガス

株式会社タチオカ

株式会社モリハウス建設

株式会社グレイン鈴木

有限会社マルショウ

有限会社深緑茶房

池和重機株式会社

株式会社松和産業

株式会社上山組

沖中造林㈱

株式会社杉本組

株式会社百木組

朝日海苔本舗株式会社

三重ヨコハマタイヤ販売株式会社松阪営業所

株式会社冨田

株式会社西川建設

株式会社サンカ機工

株式会社中島工務店

株式会社ダルマ商会

株式会社西村商店

株式会社オオコーチ

大森鉄筋工業有限会社

株式会社西川松助商店

株式会社ホンダカーズ三重松阪山室店

有限会社ナカムラ



【松阪警察署管内】

（順不同）

事業所名

松阪地区木材協同組合

有限会社辻井スポーツ

山中食品有限会社

宮田設備工業株式会社

池田建設株式会社

有限会社川口自動車

株式会社松阪マツダ

医療法人桜木記念病院

三重日産自動車株式会社松阪店

瀬古土木株式会社

溝川土建有限会社

飯南自動車工業株式会社

中川林業株式会社

有限会社松葉飼料店

株式会社井上

株式会社　コスモスコーポレーション

株式会社　明和プラテック

株式会社　土屋建設

株式会社　ワールド

株式会社　ミエテック

株式会社古山

有限会社　中尾電気工事

株式会社大戸

村田産業　有限会社

ニシムラ建機株式会社

株式会社　大栄

有限会社大栄オート

鈴木電気整備工事　有限会社

日新自動車工業　株式会社

株式会社　風味堂

松阪環境事業協同組合

有限会社　タケガワ塗装

株式会社　サカキＬ＆Ｅワイズ

株式会社永野　三重営業所

有限会社　明和設備工業

医療法人恵生会嬉野医院



【松阪警察署管内】

（順不同）

事業所名

株式会社田上

株式会社田端興業

株式会社　ナガサクコンサルタント

恩賜財団　済生会　松阪総合病院

有限会社　クローバー

株式会社　松阪給食センター

有限会社　中井電気

社会福祉法人　多気町社会福祉協議会　天啓の里

ユアサ運転代行

有限会社　瀬田木材

水谷養蜂園　株式会社

ＭＹ運転代行

松阪自動車　有限会社　松阪自動車学校

社会福祉法人　三重高齢者福祉会

南勢病院

株式会社　ホンダカーズ三重　多気工場

鈴木建材　有限会社

有限会社　すかや呉服店

有限会社　清水商会

協業組合　三重印刷センター

大川興業　株式会社

伊藤ハムミート販売西　株式会社　中部営業部　三重中央営業所

松阪厚生病院

東亜　株式会社

株式会社　まるよし

宗教法人　天理教　松阪大教会

株式会社　カネイ

名古屋酸素　株式会社　三重工場

株式会社　重建　飯南支所

野島飼料　株式会社

青木産業　株式会社

大倉自動車部品　株式会社

株式会社　泰成

医療法人　碧会　介護老人保健施設　なごみの里

有限会社　北岡建設

松阪飯南森林組合小径木加工場



【松阪警察署管内】

（順不同）

事業所名

丸亀産業　株式会社

有限会社　大西鉄筋

有限会社　岡村

株式会社　サンネットワークマエダ　サンネットワーク三重

須川鉄工建設有限会社

社会福祉法人　洗心福祉会　嬉野保育園

社会福祉法人　松阪市社会福祉協議会

株式会社　松和自動車学校

エムテック株式会社

株式会社　アドウェル

松阪クレーン株式会社

日本郵便　株式会社　多気郵便局

キング代行

株式会社トライデン三重

株式会社　三重特機

丸トポートリー食品株式会社　松阪支店

安心代行

前川興業　有限会社

株式会社　ロータス

有限会社　ナガモリ

日本報知機三重　株式会社

株式会社　平井組

有限会社牧野商店

ネッツトヨタノヴェル三重株式会社松阪店

株式会社　フレックスホテル

株式会社司

須川屋西川藤右衛門商店

飯高砂利株式会社

鈴定ガス販売株式会社

株式会社　瀧澤　松阪事業所

株式会社島岡

神宮薬品株式会社

医療法人　松徳会　花の丘病院

株式会社　クラウン警備保障

万協製薬株式会社

株式会社ミツイバウマテリアル



【松阪警察署管内】

（順不同）

事業所名

有限会社　山本綿業

株式会社トモ営業本部

株式会社中部メディカル南三重営業所

アクアドライバーズサポート

株式会社辻組

瀬古食品有限会社

平田工業有限会社

有限会社ニシオカ工業

有限会社丸剛総業

奥野食品株式会社

社会福祉法人すみれ会

絆代行

株式会社　中建

アシスト多気

三立化成株式会社　松阪営業所

トヨタカローラ三重　株式会社　松阪店

三雲塗装株式会社

三重化学工業株式会社

公益社団法人　松阪市シルバー人材センター

株式会社　高正工務店

有限会社杉坂商店

株式会社　華王殿

株式会社　ジャパンメディカルサポートシステムズ

株式会社　キナン　松阪営業所

株式会社　東海セイムス

名古屋プロパン瓦斯　株式会社　伊勢支店

株式会社　中村環境

ジュイールハウジング株式会社

カイセイ興業株式会社

アイリス運転代行

大徳建設株式会社

コンダ建設株式会社

三重県南勢水道事務所

株式会社ミック

ゼロ代行

長田広告株式会社松阪営業所



【松阪警察署管内】

（順不同）

事業所名

公益社団法人　松阪地区医師会

株式会社ムラキ

ススキ産機株式会社

医療法人まとかた

三重県厚生農業協同組合連合会　松阪中央総合病院

明和クレーン　株式会社

三重ダイハツ販売株式会社

株式会社　地主共和商会

有限会社中東工務店

有限会社レンタル若葉

近畿日本鉄道　株式会社　名施電気課　中川電路区

三重三菱自動車販売株式会社松阪船江店

株式会社松本組

医療法人　西井医院

三菱電機住環境システムズ株式会社中部支社三重支店

有限会社　中谷土建

三重県立松阪あゆみ特別支援学校

有限会社マエダ園芸

東和薬品　株式会社　松阪営業所

社会福祉法人　敬真福祉会　風の丘

エリー代行

株式会社一志屋

三重トヨタ自動車株式会社松阪船江店

岡本土石工業株式会社

介護付有料老人ホーム煌デイサービスセンターいちご

損害保険ジャパン株式会社三重支店松阪支社

セントラル硝子プラントサービス株式会社

三重県漁業協同組合連合会　のり流通センター

多気町役場

株式会社中京銀行松阪支店

有限会社新光電設工業所

ジェーピィー・ライズ協同組合

全国共済農業協同組合連合会三重県本部自動車損害調査部三重第二自動車損害調査サービス

センター

ネッツトヨタ三重　株式会社　松阪南店

松阪地域防災総合事務所



【松阪警察署管内】

（順不同）

事業所名

みえなか農業協同組合ふれあいの里くしだ

みえなか農業協同組合松阪西部営農振興センター

三重トヨタ自動車株式会社レクサス松阪

伊勢米穀企業組合　ＬＰガス配送センター

株式会社日本屋

有限会社和田金

株式会社カワセ

ＥＮＥＯＳグローブエナジー株式会社松阪支店

中部電力パワーグリッド株式会社　三重支社　津電力センター

株式会社　上村工建

名工建設株式会社　松阪事務所軌道部

丸亀重機建設株式会社

宗教法人妙法山大本山妙尊寺

有限会社三協保道

社会福祉法人　ベテスタ　こいしろの里

株式会社　グローバル　総合研究所　シンシア嬉野デイサービス

株式会社　松阪電子計算センター

社会福祉法人　松阪市社会福祉協議会　飯南支所

森製材株式会社

株式会社大津屋　松阪支店

株式会社　ジーケーエス　松阪支店

日本郵便株式会社　松阪郵便局

セントラル硝子　株式会社　松阪工場

一志東部葬祭・配送センター

三通建設工事株式会社

みえなか農業協同組合メモリアルホールリーフル

株式会社エネアーク中部伊勢支店

ニプロファーマ株式会社　伊勢工場

有限会社上野屋

松阪市消防団事務局

株式会社ＪＡ全農みえミート

名菱電子株式会社三重支店

シャープディスプレイテクノロジー株式会社　三重事業所

有限会社クリーンライフ

株式会社ホンダカーズ三重ユーセレクト多気クリスタルタウン

松阪興産株式会社農業倉庫



【松阪警察署管内】

（順不同）

事業所名

三重県多気郡明和町役場

ＴＨＫ　株式会社　三重工場

松阪興産株式会社高木工場

ヤンマーアグリジャパン株式会社　松阪支店

三重いすゞ自動車　株式会社　南勢支店

中央産商株式会社松阪営業所

社会福祉法人　聖ヨゼフ会松阪

有限会社ケアステーションたきび

株式会社田村組

三重塗料　株式会社

三重トヨペット　株式会社　松阪塚本店

有限会社川﨑組

株式会社三十三銀行松阪本店

株式会社　三十三銀行松阪本店営業部

株式会社メディセオ南勢支店

株式会社　エーコープ近畿　三重エリア本部

株式会社三菱電機ライフネットワーク中部本部三重支店

株式会社明和工務店

松阪市リサイクルセンター

松阪市健康福祉部健康づくり課

株式会社トーア自動車学校

三重県農業大学校

三重県畜産研究所

ＧＥヘルスケア・ジャパン　株式会社　三重営業所

三重スバル自動車　株式会社　松阪店

有限会社　辻井組

介護老人保健施設　やまゆりの里

恩賜財団　済生会　明和病院

株式会社　西原ネオ　三重営業所

有限会社三重工芸

大成産業有限会社

伊勢電機工業有限会社

みえなか農業協同組合飯南シルバー

株式会社　マルダイテント

株式会社　三重日立　松阪営業所

松阪警察署



【松阪警察署管内】

（順不同）

事業所名

近畿日本鉄道株式会社　鉄道本部　名古屋統括部　施設部　電気課　中川信号区

南勢資材有限会社

株式会社マツザカ

殿本設備工業　株式会社

近鉄電気エンジニアリング　株式会社　中川詰所

丸一化成工業株式会社

明興工業　株式会社

社会福祉法人聖和福祉会

株式会社　藤工業

株式会社　タカオカ

企業組合　三重中高年雇用福祉事業団

株式会社ライフケア・ジャパン

児童発達支援・放課後等デイサービス　アネックスあい

鈴定燃料株式会社

ホシザキ東海株式会社松阪営業所

株式会社和田商店

三交不動産株式会社明和展示場

松阪市飯高バスセンター

株式会社ゴートップ

中部キリンビバレッジサービス株式会社松阪支店

株式会社　辻クレーン

ロジスネクスト中部株式会社松阪支店

ミサワホーム株式会社三重支社伊勢営業課

特別養護老人ホームやまゆりの里

三通建設工事株式会社津保守センター松阪事務所

株式会社日新化成製作所多気工場

株式会社三重シーリング

株式会社　ショクブン　三重支社　松阪営業所

みえなか農業協同組合　三雲営農振興センター

一般財団法人　中部電気保安協会　松阪営業所

有限会社エコロール

株式会社中村電工

若葉保育園

株式会社ファミリーマート松阪営業所

株式会社東海近畿クボタ松阪営業所

紙小津産業　株式会社



【松阪警察署管内】

（順不同）

事業所名

三重電機設備　株式会社

株式会社　第三銀行　花岡支店

株式会社スズキ自販三重松阪営業所

株式会社　川原製茶

コウヨウ株式会社

多気郡農業協同組合

多気郡農業協同組合　明和営農センター

多気郡農業協同組合　燃料センター

多気郡農業協同組合　多気農機センター

多気郡農業協同組合　明和農機センター

多気郡農業協同組合　シルバーセンターすまいる

多気郡農業協同組合　多気営農センター

株式会社　ゆうちょ銀行　松阪店

三重県健康福祉生活協同組合

株式会社ゴトー商会

中電興業株式会社松阪営業所

社会福祉法人むつみ福祉会

有限会社西村工業所

セコム三重株式会社　松阪支社

社会福祉法人慈徳会　特別養護老人ホーム　さくら園

共栄土木株式会社

株式会社　弘洋コンサルタンツ

三重ＮＤＳ株式会社津保守センター松阪事務所

社会福祉法人　太陽の里

株式会社　サンライフ

株式会社　富士薬品　松阪営業所

松阪市飯南地域振興局

三重トヨタ自動車株式会社松阪山室店

株式会社トーホーフードサービス三重営業所

株式会社中部環境技術センター

東京海上日動火災保険　株式会社　松阪支社

尾家産業　株式会社　三重営業所

ユナイト三重株式会社

エース運転代行

三重県農業研究所

株式会社百五銀行　松阪中央支店



【松阪警察署管内】

（順不同）

事業所名

東海印刷　株式会社

株式会社あいネットサービス松阪事業部

株式会社ホンダカーズ三重松阪大塚店

松阪可鍛株式会社

株式会社ウッドベル花岡店

住友理工株式会社松阪事業所

ネッツトヨタ三重　株式会社　松阪店

株式会社　坂谷自動車工業　明和支店

さんよう生コン株式会社

松阪段ボール工業株式会社

東海旅客鉄道株式会社松阪保線区

三重日産自動車　株式会社　松阪三雲店

株式会社日立システムズフィールドサービス西日本支社中部支店三重ＳＣ

東海旅客鉄道株式会社松阪電気区

松阪木材株式会社

松阪興産　株式会社　本社

株式会社マスダ本店

株式会社ホリウチ

松阪興産　株式会社　勢和工場

ダンロップタイヤ中部　株式会社　松阪営業所

株式会社愛安住　松阪営業所

株式会社　スタート

株式会社　ジャパンビバレッジ　三重支店

横山総合設備株式会社

ツクイ松阪船江

社会福祉法人あおば会

公益財団法人　三重県農林水産支援センター

みえなか農業協同組合伊勢寺農機センター

中電配電サポート株式会社　松阪営業所

ジオテック株式会社

林純薬工業　株式会社　三重工場

株式会社カドヤ

清水建設株式会社伊勢自動車道八太第一高架橋他３橋耐震補強工事

東海労働金庫　松阪支店

株式会社エイワ機工営業本部

中勢警備システム　有限会社



【松阪警察署管内】

（順不同）

事業所名

愛知機械工業　株式会社　松阪工場

三重県農業共済組合松阪飯多支所

前田道路株式会社松阪営業所

コープみえ福祉サービスセンター松阪

株式会社明和クリーン

松阪市役所

株式会社ＪＡ全農みえサービス松阪自動車センター

多気町社会福祉協議会　ささゆり苑

みえなか農業協同組合ふれあいの里つじわら

新生電子　株式会社　明和工場

松阪市嬉野地域振興局

日本郵便　株式会社　明和郵便局

松阪市教育委員会事務局

大東建託　株式会社　松阪支店

トヨタＬ＆Ｆ中部株式会社松阪営業所

有限会社山室石油

株式会社　ジーアール

松阪鑿泉株式会社

東海シール株式会社

ロジスネクスト中部株式会社市場庄サービスセンター

ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社　松阪営業所

株式会社　トーエネック　松阪営業所

三重県中央農業改良普及センター

みえなか農業協同組合いいたか支店

みえなか農業協同組合　松阪西部物流センター

みえなか農業協同組合　朝見農機センター

みえなか農業協同組合　松阪東部営農振興センター

株式会社西村組

松阪飯南森林組合

大東建託パートナーズ株式会社松阪営業所

辻製油　株式会社

松阪市上下水道部

社会福祉法人　松阪市社会福祉協議会　嬉野支所

松阪市社会福祉協議会　飯高支所

社会福祉法人　松阪市社会福祉協議会　三雲支所

ヤマモリ株式会社松阪工場



【松阪警察署管内】

（順不同）

事業所名

有限会社山春商店

松阪地区広域消防組合　消防本部

松阪地区広域消防組合　松阪中消防署

松阪地区広域消防組合　松阪南消防署

松阪地区広域消防組合　松阪北消防署

松阪地区広域消防組合　明和消防署

松阪市クリーンセンター

松阪地区広域衛生組合

日本郵便株式会社　嬉野郵便局

東邦液化ガス株式会社松阪営業所

ネクステージ松阪店

三交不動産株式会社　仲介事業部　松阪営業所

株式会社　三十三銀行　大石支店

株式会社日本ケアサプライ三重営業所

有限会社中部通工

松阪証券　株式会社

三重リース　株式会社

医療法人スワン　カイバナ眼科クリニック

新生テクノス株式会社松阪営業所

社会福祉法人　育心会　特別養護老人ホーム多気天啓苑

株式会社　扇港電機　松阪営業所

トヨタカローラ三重　株式会社　松阪宝塚店

ＪＳＳスイミングスクール松阪

株式会社　カネサン自動車

有限会社　三重パイピング工業

株式会社カギテック

株式会社　北村組

有限会社佐田組

菱工産業株式会社松阪営業所

有限会社長谷川製作所

介護支援センターひまわり　有限会社

有限会社あけぼの警備保障

近畿日本鉄道株式会社　名古屋統括部施設部工務課　中川保線区

医療法人社団嘉祥会　介護老人保健施設　第二嘉祥苑「アコラス」

エクセレントホーム株式会社

中西建設　株式会社



【松阪警察署管内】

（順不同）

事業所名

株式会社李川組

株式会社　ＳＫスズキ

倉口産業株式会社

株式会社　倉口建設

株式会社平井商店

有限会社ニチカンコー

桑名三重信用金庫松阪地区本部

株式会社日医工三重

中井土木株式会社

中部電力パワーグリッド株式会社　松阪営業所

ニチイケアセンター松阪

株式会社百五銀行　松阪支店

株式会社　三十三銀行　松阪東支店

百五証券株式会社　松阪支店

松阪税務署

有限会社　松井総業

中村土建　株式会社

株式会社ガスリビング三重南勢営業所

松阪興産　株式会社　佐奈工場

中央海産株式会社

みえなか農業協同組合

みえなか農業協同組合市支店

みえなか農業協同組合くしだ支店

みえなか農業協同組合メモリアルホール笹川リーフル

株式会社サンヒル

近鉄軌道エンジニアリング株式会社名古屋第二工事事務所

岡田パッケージ　株式会社

松阪市　三雲地域振興局

有限会社　フィルネット

株式会社　ＤａＩＳｏ

株式会社八馬製作所三重明和工場

岡三証券　株式会社　松阪支店

有限会社　三好クレーン産業

富士電設備株式会社

ツクイ松阪ひかり

ファミリーマート松阪事務所伊勢営業所



【松阪警察署管内】

（順不同）

事業所名

松阪ケーブルテレビ・ステーション株式会社

株式会社　井桁藤　松阪営業所

宇野重工　株式会社

社会福祉法人松阪市社会福祉協議会松阪支所

巖本金属　株式会社　三重工場

みえなか農業協同組合三雲支店

みえなか農業協同組合嬉野支店

株式会社リョーデン

株式会社　フェニックス

生活協同組合コ－プみえ　松阪センター

丸栄調査設計　株式会社

株式会社　奥村組　伊勢耐震工事所

有限会社サンワーク

中勢太平洋生コン　株式会社

イセット　株式会社　松阪支社

中川電化産業株式会社

南勢薬品有限会社

株式会社ＪＡ全農みえサービス松阪営業所

国土交通省中部地方整備局　紀勢国道事務所

ドライブサポートワクワク

株式会社三和冷熱

株式会社マイオセラピー研究所松阪営業所

三重総合信用　株式会社

東海マツダ販売株式会社　松阪店

株式会社サイネックス制作本部

株式会社興和工業所　松阪工場

松阪市飯高地域振興局

株式会社　秋田屋　三重支社

ベストパートナー　株式会社ベスパスポーツクラブ松阪

特定非営利活動法人　おたすけＢＩＬＬＹ

日本キャタピラー合同会社松阪営業所

ダイドービバレッジサービス株式会社　津営業所松阪出張所


