
【伊賀警察署管内】

（順不同）

事業所名

特定非営利活動法人　さんぽ倶楽部

日本ファイン株式会社

豊国工業株式会社

山本建設

合名会社ホームショップ服部

株式会社堀池組

山王建設株式会社

有限会社鎌苅乳販

株式会社サカキバラ

石原園

ヒルホテル　サンピア伊賀

有限会社名阪レスキュー

有限会社比土工業

生活・居宅介護事業所　かしの木ひろば

大同建設工業株式会社

伊山瓦協業組合

有限会社柘植電気工業所

上野印刷株式会社

浜口組

スマイル運転代行サービス

株式会社大栄工業三谷工場

料り喜

株式会社まちだ

松谷荘

社会福祉法人あやまユートピア

いけす

風の杜　つみえ家

阿山コンクリート工業株式会社

廣嶋建材株式会社

合資会社左橋商店

有限会社小林建材店

株式会社寿自動車

有限会社廣岡自動車

千草

有限会社白鳳清掃

株式会社福田



【伊賀警察署管内】

（順不同）

事業所名

上野舗装株式会社

有限会社フラワー松井

名阪設備工業株式会社

株式会社長谷川鈑金

株式会社スギサワ

株式会社スガナミ阿山工場

マルヨ興産株式会社

上野ガス　株式会社

有限会社上野清掃社

株式会社大栄

有限会社一宮フードセンター

有限会社福徳組

有限会社三進商事

三重電設工業株式会社

上野車体工業有限会社

有限会社ヤスダ木材

有限会社　サングット

伊賀森林組合

有限会社　土田建設

運転代行みっきぃ

アズマ　株式会社

ネッツトヨタノヴェル三重　株式会社　上野店

上野電工株式会社

伊勢之家

和田　靖

株式会社中野組

株式会社竹本工業

広島商会

共栄建設株式会社

株式会社竹島建設

株式会社伊賀産業

有限会社中西建設

株式会社タカミ

角田自動車

株式会社伊賀林業

有限会社中橋自動車商会



【伊賀警察署管内】

（順不同）

事業所名

株式会社二光自動車

有限会社秋田産業

有限会社正栄建設

誠紙業株式会社

有限会社吉田電装

有限会社伊藤農園

双福鋼器株式会社

日本ニードルローラー製造株式会社

代行みやび

キャッツ運転代行サービス

株式会社米岡家具センター

アポロ興産株式会社

株式会社オートセンターモリ

株式会社イガコー

有限会社レストラン美園

株式会社竹島

株式会社乾建設

株式会社イシバシ機工

社会福祉法人維雅幸育会上野ひまわり作業所

有限会社共和鈑金

松井商店

北森レッカーサービス

天理教伊州分教会

ヨシダ建設　有限会社

医療法人　アクアクリニック伊賀

杉本電気クレーン　株式会社

丸福食品　株式会社

株式会社　中村鈑金

株式会社　サンコープラスチック

村田工務店　株式会社

株式会社　伊賀瓦センター

イタニアルミ　株式会社

代行運転エース

伊賀上野ケーブルテレビ　株式会社

藤澤建機株式会社

辻本自動車



【伊賀警察署管内】

（順不同）

事業所名

安永総合サービス　株式会社

有限会社シーアールエス

寿司処会席ぶんけ

社会福祉法人　福寿会

株式会社　岩野屋

日産プリンス三重販売　株式会社　上野中瀬インター店

余野部建材　株式会社

株式会社　三田清

萩原鋼業　株式会社　三重工場

株式会社川島工業

株式会社ますだ

株式会社三重プロパン

合名会社藤室商店

株式会社共同技術コンサルタント

福井工業　有限会社

公益社団法人　伊賀市シルバー人材センター

株式会社　サンショク

小川整備　株式会社

株式会社　大伸

社会福祉法人　いがほくぶ　特別養護老人ホーム　彩四季

山一建設　株式会社

摂津商事　株式会社

日本協同建設　株式会社　伊賀工事所

長谷製陶　株式会社

株式会社　後出建材土木

株式会社　前沢畜産

ＤＭＧ森精機　株式会社

奥中建設　株式会社

株式会社　伊賀の里モクモク手づくりファーム

中外医薬生産　株式会社

森本精密シャフト　株式会社　上野工場

株式会社　ノダリフトサービス

Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　伊賀北　印代店　宮田自動機販売　株式会社

一般財団法人　信貴山病院　はあとの杜上野

光洋メタルテック株式会社

ヤンマーアグリジャパン　株式会社　伊賀支店



【伊賀警察署管内】

（順不同）

事業所名

運転代行　ノア

一般財団法人信貴山病院分院上野病院

合資会社双葉器械店

有限会社　アールシーコンサルタント

ツカサ工事株式会社

サラヤ　株式会社　伊賀工場

株式会社　ヤマゼン

有限会社中尾鉄工

株式会社扇港電機伊賀営業所

育住建設株式会社

株式会社ビルドコーポレーション

株式会社福森組

株式会社出石伊賀営業所

医療法人森川病院

ネットワークトップアシスト株式会社

株式会社内　金

天昇電気工業株式会社三重工場

マルソー上田　株式会社

エステートケミカル　株式会社

ジャパンクラシックカントリー倶楽部

東洋エアゾール工業　株式会社　三重工場

有限会社廣塚鉄工

有限会社新田設備工業

株式会社三重テクニカル

株式会社松本薬品上野支店

伊賀代行社にんにん

株式会社上田硝子店

岡村建設

株式会社稲本商店

株式会社アイチ

株式会社ミエ安全

株式会社川口組

三重中央開発株式会社三重事業所

特別養護老人ホーム　おおやまだ鶴寿園

特別養護老人ホーム　ゆめが丘鶴寿園

株式会社吉村商店



【伊賀警察署管内】

（順不同）

事業所名

大村紙業株式会社三重事業部

株式会社ハートサービス

昭和電機伊賀　株式会社

多田産業株式会社

有限会社　伊勢農場

社会医療法人　畿内会　岡波総合病院

コマツカスタマーサポート株式会社　中部カンパニー　リフト営業部　伊賀営業所

株式会社　谷石材

ヤマギシズム春日農事組合法人

ロックペイント株式会社　伊賀上野工場

株式会社　西條

株式会社ナック

中電配電サポート（株）

株式会社　クボタ建設　技術研究所

モリテックスチール　株式会社　三重大山田工場

中砂原建設株式会社

阿山建設株式会社

島ヶ原カントリークラブ

ＢＵＤＤＹ代行

憩いの里伊賀ケアホーム

タカオ代行

株式会社　ライフ・テクノサービス　伊賀営業所

ロート製薬株式会社　上野テクノセンター

トヨタカローラ三重　株式会社　伊賀上野店

株式会社ミヤザキ・メタルサービス　三重支店

中堀電商株式会社　上野営業所

株式会社大栄工業

前田道路株式会社三重合材工場

運転代行カエル

（有）福森工作所

アルフレッサ　株式会社　上野支店

セコム三重　株式会社　上野支店

東海マツダ販売株式会社　上野支店

社会福祉法人　伊賀市社会福祉協議会本部

社会福祉法人　伊賀市社会福祉協議会島ヶ原地域センター

一般財団法人　しまがはら郷づくり公社



【伊賀警察署管内】

（順不同）

事業所名

三栄工業　株式会社

奥建設　株式会社

有限会社アート工房

三重県農業共済組合伊賀名張支所

コーワ工業株式会社

伊賀市大山田支所

信和商事株式会社　三重営業所

株式会社　村脇電気

社会福祉法人　洗心福祉会　伊賀総合ケアセンター　シルバーケア豊壽園

株式会社　アサンテ伊賀営業所

社会福祉法人　伊賀市社会福祉協議会　デイサービスセンターうえのやすらぎ

株式会社　ＬＩＸＩＬ　上野緑工場

伊賀ふるさと農業協同組合　物流拠点センター

日新舗装株式会社

吉田電機商工株式会社

三重県伊賀警察署

株式会社　二幸建設

伊賀市役所阿山支所

ＤＭＧ森精機株式会社　伊賀事業所佐那具工場

前川自動車

三重トヨタ自動車株式会社　上野店

株式会社前田製作所上野営業所

旭ダイヤモンド工業　株式会社　三重工場

株式会社クラフトワーク

伊賀小野田レミコン株式会社

伊賀市役所　本庁

一般財団法人　中部電気保安協会　伊賀営業所

株式会社エクセディ　上野事業所

有限会社　泰生産業

伊賀市役所　ハイトピア伊賀

中部電力パワーグリッド株式会社　伊賀営業所

社会福祉法人　伊賀昴会　太陽作業所

大栄環境株式会社　中部営業部

上野税務署

株式会社　ナベル

株式会社新和工業（伊賀工場）



【伊賀警察署管内】

（順不同）

事業所名

岡三証券　株式会社　伊賀上野支店

株式会社　金澤兼六製菓　三重工場

天理教島ケ原大教会

三重日野自動車株式会社　上野営業所

富田木材株式会社

株式会社アイ・サクシード

伊賀越株式会社　卸事業部

株式会社三十三銀行　上野支店

三重ＮＤＳ　株式会社　上野営業所

株式会社三重旅行サービス

ネッツトヨタ三重　株式会社　上野店

株式会社小川モータース

株式会社フジカワ

運転代行グッド

株式会社　メディセオ　上野支店

さくらリサイクルセンター

有限会社　ケーズコーポレーション　上野フレックスホテル

社会福祉法人伊賀市社会福祉協議会いがまち地域センター

株式会社　安全警備

丸山建設　株式会社

大地建設株式会社

社会福祉法人伊賀昴会　プレイヤード作業所

株式会社インテック

株式会社　百五銀行　上野支店

株式会社クリンアース・ジャパン

日本ハイウエイ・サービス株式会社　上野事業所

株式会社岩田重機

株式会社　ジェイテクト　伊賀試験場

三重県伊賀地域防災総合事務所

株式会社　秋本天産物

東名ロードメンテナンス株式会社

社会福祉法人伊賀昴会グループホーム昴会

日本郵便　株式会社　阿山郵便局

日本郵便　株式会社　伊賀郵便局

三重いすゞ自動車　株式会社　上野営業所

農事組合法人　ねぎぼ～ず



【伊賀警察署管内】

（順不同）

事業所名

社会福祉法人　伊賀市社会事業協会　梨ノ木園・第二梨ノ木園

中近向井工業株式会社

株式会社石の中原

株式会社対馬建設

日本郵便　株式会社　大山田郵便局

北伊勢上野信用金庫　緑ヶ丘支店

株式会社森永食品クック

株式会社　ＬＩＸＩＬ　伊賀上野工場

東海メンテナンス株式会社　伊賀上野事業所

介護老人保健施設　伊賀さくら苑

株式会社　富士薬品　伊賀上野営業所

株式会社　愛安住

株式会社山本工務店

ドリームリフォーム株式会社

株式会社中里工務店

株式会社　メディック　上野営業所

北伊勢上野信用金庫　上野営業部

社会福祉法人　伊賀市社会福祉協議会　福祉サービス総合センター

株式会社近鉄ゴルフアンドリゾート伊賀ゴルフコ－ス

和興舗道株式会社

三重トヨペット株式会社　上野東インター店

エンカウンター株式会社

伊賀ふるさと農業協同組合　上野南支店

伊賀ふるさと農業協同組合

伊賀ふるさと農業協同組合　上野西支店

伊賀ふるさと農業協同組合伊賀支店

伊賀市消防本部

株式会社　堀川商店

株式会社スズケン　上野支店

医療法人社団ハートランド　ハローケア訪問看護ステーション緑ケ丘

みずほ証券株式会社　伊賀上野支店

株式会社　ヤスカワ

株式会社　ミヤマトータルイノベーション

一般社団法人　大山田温泉福祉公社

地域包括支援センター　東部サテライト

伊賀市立上野総合市民病院



【伊賀警察署管内】

（順不同）

事業所名

伊賀市浄化センター

株式会社安永　本社工場

三重日産自動車　株式会社　上野城北店

大阪電設工業　株式会社　上野営業所

コカ・コーラボトラーズジャパン　株式会社　四日市支店　伊賀上野セールスセンター

伊賀市上下水道部

運転代行ＮＥＸＴ

杉本商事株式会社上野営業所

有限会社四季の里　まつもと

上野ガス配送センター　株式会社

伊賀ふるさと農業協同組合　阿山支店

株式会社　東海近畿クボタ　上野営業所

有限会社猪田

運転代行ＯＫ

片山鉄工株式会社

伊賀市島ヶ原支所

上野ハウス　株式会社

株式会社ミルボンゆめが丘工場

伊賀ふるさと農業協同組合　大山田支店

東京海上日動火災保険　株式会社　伊賀支社

桜丘中学校・高等学校

クリテックサービス　株式会社　伊賀事業所

ブリヂストンタイヤジャパン株式会社三重カンパニー上野営業所

株式会社　トーエネック　伊賀営業所

リコージャパン株式会社　三重支社　伊賀事業所

株式会社　日本ハウスウッドワークス中部

株式会社　東海近畿クボタ　伊賀営業所

株式会社キナン伊賀営業所

株式会社ミヤタテクニカル

築山造園株式会社

株式会社スズキ自販三重　アリーナ上野城北

上野自動車学校

株式会社　ＴＶＥ

株式会社マツザキ

ロジスネクスト中部（株）

伊賀市役所　伊賀支所



【伊賀警察署管内】

（順不同）

事業所名

北伊勢上野信用金庫　城北支店

北伊勢上野信用金庫　阿山町支店

上野都市ガス　株式会社

社会福祉法人　維雅幸育会　ひまわりデイセンター　ふっくりあ

パナソニックライティングシステムズ　株式会社　伊賀工場

一般財団法人滋賀保健研究センター伊賀営業所

株式会社　ミヤケ

株式会社岡山工務店

トヨタＬ＆Ｆ中部　株式会社　伊賀営業所

養護老人ホームこうふう苑

ファニー

株式会社　愛安住　営業部　リフォーム課

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伊賀事業所

山田化学　株式会社

社会福祉法人　洗心福祉会　きらめき工房いが


