
認定日 名称 業種 所在地 通学路対象小学校 管轄交番等

1 H23.10.11 日本郵便株式会社桑名正和郵便局 郵便局 桑名市大字能部1339-3 桑部小学校 馬道

2 H24.10.15 株式会社桑名開発企業 不動産会社 桑名市神成町2-72 大成小学校 桑名駅前

3 H25.10.16 西油清商店 酒店 桑名市馬道3-351 益世小学校 馬道

4 H25.10.16 有限会社増田油店 ガソリンスタンド 桑名市相川町68 日進小学校 内堀

5 H26.10.14 フォトスタジオピント・ハウス 写真館 桑名市星見ヶ丘8-403 星見ヶ丘小学校 大山田

6 H26.10.14 八百喜商店 八百屋 桑名市内堀138 立教小学校 内堀

7 H26.10.14 喫茶さかえ 喫茶店 桑名郡木曽岬町西対海地311 木曽岬小学校 木曽岬

8 H28.10.18 有限会社新栄丸 通船業 桑名市長島町福吉18 伊曽島小学校 伊曽島

9 H28.10.18 タタサク 畳店 桑名市筒尾2-10-18 大山田東小学校 大山田

10 H29.10.17 三重県農業共済組合　桑員支所 農業保険 桑名市松ノ木4-7-89 大山田南小学校 大山田

11 H29.10.17 内堀薬局 医薬品販売 桑名市内堀10 立教小学校 内堀

12 H29.10.17 ヘアーズニューキンキ 理容店 桑名郡木曽岬町大字西対海地77 木曽岬小学校 木曽岬

13 H30.10.16 ヘアーサロンセブン 理容店 桑名市大字小貝須18-9 城南小学校 内堀

14 H30.10.16 貝定 食品販売業 桑名市大字江場248 日進小学校 内堀

15 R1.10.18 マリンバンク桑名店舗 銀行 桑名市赤須賀86-21 城東小学校 内堀

16 R1.10.18 セブン-イレブン桑名外堀店 コンビニエンスストア 桑名市外堀173 立教小学校 内堀

17 R2.6.17 山中設計事務所 建築設計 桑名市多度町御衣野667番地 多度青葉小学校 御衣野

18 R2.6.17 魚勘 飲食業 桑名市多度町古野2019番地 多度青葉小学校 御衣野

19 R2.6.17 酒盛商店 酒販業 桑名市多度町香取44番地 多度北小学校 多度

20 R2.6.17 株式会社丸三モータース 自動車修理販売 桑名市多度町下野代866番地 多度東小学校 御衣野

21 R2.6.17 稲垣たたみインテリア店 表具店 桑名市多度町小山1982番地 多度中小学校 多度

桑名警察署管内



認定日 名称 業種 所在地 通学路対象小学校 管轄交番等

22 R2.6.17 千代寿司 飲食業 桑名市長島町西外面1940番地 長島中部小学校 楠

23 R2.6.17 ふとんのナガイ 小売業 桑名市長島町長島下町51番地 長島中部小学校 長島

24 R2.6.17 永井酒店 酒販業 桑名市長島町長島下町45番地1 長島中部小学校 長島

25 R2.6.17 長島万寿園 和菓子店 桑名市長島町福吉613番地 伊曽島小学校 伊曽島

26 R2.6.17 平和自動車 自動車整備業 桑名市長島町又木241番地 長島中部小学校 長島

27 R2.6.17 ヒラノ薬局 調剤薬局 桑名市長島町又木28番地2 長島中部小学校 長島

28 R2.6.17 有限会社杉島屋 卸売業 桑名市長島町又木82番地 長島中部小学校 長島

29 R2.6.17 サカモトヤ 婦人服販売 桑名市長島町又木28番地2 長島中部小学校 長島

30 R2.6.17 毛利鈑金 鈑金業 桑名市多度町多度866番地 多度中小学校 多度

31 R2.6.17 有限会社かさぎ 不動産業 桑名市中央町1丁目11番地 精義小学校 桑名駅前

32 R2.6.17 日本郵便株式会社木曽岬郵便局 郵便局 桑名郡木曽岬町西対海地46番地 木曽岬小学校 木曽岬

33 R2.6.17 日本郵便株式会社桑名馬道郵便局 郵便局 桑名市本願寺南崩321番地2 益世小学校 馬道

34 R2.6.17 日本郵便株式会社桑名赤須賀郵便局 郵便局 桑名市伊賀町128番地 城東小学校 内堀

35 R2.6.17 日本郵便株式会社桑名城南郵便局 郵便局 桑名市大字安永1007番地5 城南小学校 馬道

36 R2.6.17 日本郵便株式会社桑名八間通郵便局 郵便局 桑名市殿町23番地 精義小学校 内堀

37 R2.6.17 日本郵便株式会社桑名播磨郵便局 郵便局 桑名市大字北別所1579番地2 大和小学校 桑名駅前

38 R2.6.17 日本郵便株式会社桑名新西方郵便局 郵便局 桑名市新西方3丁目20番地 藤が丘小学校 大山田

39 R2.6.17 ヘアーサロンオカ 理容店 桑名市大字西別所968番地1 在良小学校 馬道

40 R2.7.1 三重北農業協同組合城南支店 農協 桑名市大字和泉208番地1 城南小学校 内堀

41 R2.7.1 三重北農業協同組合桑部支店 農協 桑名市大字桑部830番地6 桑部小学校 馬道

42 R2.7.1 三重北農業協同組合久米支店 農協 桑名市大字志知3883番地3 久米小学校 久米

43 R2.7.1 三重北農業協同組合七和支店 農協 桑名市大字芳ケ崎1390番地1 七和小学校 大山田
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44 R2.7.1 三重北農業協同組合在良支店 農協 桑名市大字蓮花寺250番地3 在良小学校 馬道

45 R2.7.1 三重北農業協同組合桑名支店 農協 桑名市中央町2丁目36番地 精義小学校 桑名駅前

46 R2.7.1 三重北農業協同組合播磨支店 農協 桑名市大字北別所1585番地1 大和小学校 桑名駅前

47 R2.7.1 三重北農業協同組合深谷支店 農協 桑名市大字下深谷部3613番地 深谷小学校 深谷

48 R2.7.1 三重北農業協同組合木曽岬支店 農協 桑名郡木曽岬町大字小林337番地 木曽岬小学校 木曽岬

49 R2.7.1 三重北農業協同組合多度支店 農協 桑名市多度町小山1901番地8 多度中小学校 多度

50 R2.7.1 三重北農業協同組合長島支店 農協 桑名市長島町又木41番地 長島中部小学校 長島

51 R2.7.1 三重北農業協同組合伊曽島支店 農協 桑名市長島町福吉683番地15 伊曽島小学校 伊曽島

52 R2.7.8 上田染工株式会社 小売業 桑名市三ツ矢橋29番地 益生小学校 馬道

53 R2.9.2 株式会社ケイディーエンジニア 製造業 桑名市東金井870番地 桑部小学校 馬道

54 R3.3.10 日本郵便株式会社南多度郵便局 郵便局 桑名市多度町北猪飼573番地1 青葉小学校 御衣野

55 R3.3.10 アルターハーゼ 美容業 桑名市新西方5-28 藤が丘小学校 大山田

56 R3.3.10 ヘアーサロンヨシムラ 理容業 桑名市大字桑部830番地17 桑部小学校 馬道

57 R3.3.10 ファミリーマート桑名市桑部店 コンビニエンスストア 桑名市大字桑部3306番地 桑部小学校 馬道

58 R3.3.10 有限会社タツミ石油 ガソリンスタンド 桑名市大字桑部526番地5 桑部小学校 馬道

59 R3.3.10 有限会社タイヘイ青果 青果卸売業 桑名市和泉八ノ割395番地 城南小学校 内堀

60 R3.3.10 有限会社新栄商店 飲食業 桑名市大字和泉227番地 城南小学校 内堀

61 R3.3.10 紺五 クリーニング業 桑名市西鍋屋町21 日進小学校 内堀

62 R3.3.10 和処　一貫 飲食業 桑名市江場891番3 日進小学校 内堀

63 R3.3.10 ホリタ洋品店 洋品販売業 桑名市馬道3丁目318番地 益世小学校 馬道

64 R3.3.10 共和ネット株式会社 ギフトショップ 桑名市馬道1-20 益世小学校 馬道

65 R3.3.10 石崎石油店 石油製品販売業 桑名市上野959番地1 益世小学校 馬道
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66 R3.3.10 金井屋商店 日用雑貨 桑名市三ツ矢橋37番地 益世小学校 馬道

67 R3.3.10 デイサービス　マスカット 介護 桑名市福江町10番地 益世小学校 内堀

68 R3.3.10 株式会社小寺商店 八百屋 プロパンガス販売 桑名市西方532番地 大成小学校 大山田

69 R3.3.10 メガネの明光 眼鏡販売業 桑名市有楽町44番地 修徳小学校 桑名駅前

70 R3.3.10 有限会社柏屋商店 和菓子製造販売 桑名市中央町一丁目74番地 修徳小学校 桑名駅前

71 R3.3.10 有限会社オリーブフルーツハウス ＹＡＯＹＯＳＨＩ フルーツ小売業 桑名市末広町10 精義小学校 桑名駅前

72 R3.3.10 マツヤ化粧品 化粧品販売業 桑名市八間通17番地 精義小学校 桑名駅前

73 R3.3.10 ＪＡ三重北木曽岬ＳＳ ガソリンスタンド 桑名郡木曽岬町大字小林333番地 木曽岬小学校 木曽岬

74 R3.3.10 株式会社コネクト 建設業 桑名郡木曽岬町大字加路戸579番地2 木曽岬小学校 木曽岬

75 R3.3.10 加藤住宅設備 水道配管工事業 桑名市木曽岬町大字三崎421番地 木曽岬小学校 木曽岬

76 R3.3.10 中部畳材株式会社 製造業 桑名郡木曽岬町大字和富1番地5 木曽岬小学校 木曽岬

77 R3.3.10 メナード化粧品株式会社さくら岬代行店 化粧品小売業 桑名郡木曽岬町大字近江島11番地 木曽岬小学校 木曽岬

78 R3.3.10 日乃出屋 和菓子店 桑名郡木曽岬町大字源緑輪中349番地 木曽岬小学校 木曽岬

79 R3.3.10 株式会社オフィスフォー・ユー 生命保険代理店 桑名郡木曽岬町大字栄94番地17 木曽岬小学校 木曽岬

80 R3.3.10 有限会社木曽岬農業センター 農業 桑名郡木曽岬町大字和泉151番地 木曽岬小学校 木曽岬

81 R3.3.10 三栄ナショナル　有限会社モリデンキ 家電販売 桑名郡木曽岬町大字田代201番地 木曽岬小学校 木曽岬

82 R3.3.10 片桐プラテッツ株式会社 製造業 桑名郡木曽岬町大字富田子281番地 木曽岬小学校 木曽岬

83 R3.4.28 合資会社　八百寅商店 青果業 桑名市掛通２０番地 日進小学校 内堀

84 R3.8.4 藤屋 小売業 桑名市大字大仲新田452番地 七和小学校 大山田

85 R3.10.13 小綱製作所 製造業 桑名郡木曽岬町大字小林33番地 木曽岬小学校 木曽岬

86 R3.10.13 株式会社Ｋ－ｔｒｕｓｔ 医療介護 桑名郡木曽岬町大字加路戸843番地 木曽岬小学校 木曽岬

87 R3.11.24 有限会社水谷鉄筋 建設事務所 桑名市多度町香取499番地1 多度北小学校 多度
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88 R4.3.2 おざわ整形外科 整形外科 桑名市野田三丁目19番地9 大山田西小学校 大山田

89 R4.3.2 農機具市番館　桑名店 小売業 桑名市陽だまりの丘八丁目103番地 大山田北小学校 大山田

90 R4.3.9 三重交通商事株式会社桑名営業所 ガソリンスタンド 桑名市八間通16番地 精義小学校 桑名駅前

91 R4.3.9 有限会社大倉スーパー 小売業 桑名市長島町大倉１丁目406番地 長島北部小学校 楠

92 R4.3.9 長島自動車株式会社 自動車修理販売店 桑名市長島町出口28番地 長島中部小学校 楠

93 R4.3.9 桑名歯科 歯科医院 桑名市長島町出口63番地 長島中部小学校 楠

94 R4.3.23 有限会社　白木建築 建築業 桑名市長島町押付138番地4 長島中部小学校 長島

95 R4.3.23 喫茶　アスコット 飲食店 桑名市長島町大倉1丁目543番地 長島北部小学校 楠

96 R4.3.23 株式会社丹羽長命整体 サービス業（整体） 桑名市長島町平方486番地2 長島中部小学校 楠

97 R4.3.23 藤花堂 和菓子製造販売 桑名市長島町押付403番地 長島中部小学校 長島

98 R4.3.23 ニューハートピア温泉 宿泊施設 桑名市長島町松ノ木604番地2 長島北部小学校 楠

99 R4.3.23 有限会社千代自動車 塗装業 桑名市長島町千倉292番地 長島北部小学校 楠

100 R4.3.23 水谷運輸有限会社 運輸業 桑名市長島町高座56番地 長島北部小学校 楠

101 R4.3.23 東山産業株式会社名古屋機材センター 建設業 桑名市長島町西川614番地1 長島北部小学校 楠

102 R4.3.23 柘植商店 雑貨店 桑名市長島町西川639番地 長島北部小学校 楠

103 R4.3.23 西川保育園 保育所 桑名市長島町西川1151番地 長島北部小学校 楠

104 R4.3.23 なかむら小児科内科 医業 桑名市長島町出口248番地 長島中部小学校 楠

105 R4.4.6 国営木曽三川公園カルチャービレッジ 一般財団法人 桑名市長島町西川1085番地 長島北部小学校 楠

106 R4.6.15 株式会社ナヤデン桑名SS ガソリンスタンド 桑名市中央町4丁目7番地 精義小学校 桑名駅前

107 R4.7.27 ロレアルサロン　マユミ 美容室 桑名市大字立田町500番地67 城南小学校 内堀

107 R4.8.10 三岐通運株式会社A・P第二事業部桑名東倉庫 運送業 桑名市大字東汰上1022番地2 大和小学校 桑名駅前

108 R4.8.24 株式会社イヤマトータルブリッジサポート三重営業所 建設事務所 桑名市長島町大倉１番地389 長島北部小学校 楠
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109 R4.8.31 喫茶　野路 喫茶店 桑名市柳原131番地2 立教小学校 内堀

110 R4.9.14 有限会社丸元水産 貝類卸売業 桑名市大字赤須賀2215番地 城東小学校 内堀

111 R4.9.14 株式会社伊勢志ぐれ 製造小売業 桑名市大字赤須賀1821番地 城東小学校 内堀

112 R4.10.5 高須屋本店 和菓子製造販売 桑名市伊賀町25番地 立教小学校 内堀

113 R4.10.5 有限会社内装のオガワ 内装業 桑名市大字島田1100番地1 久米小学校 久米

114 R4.10.5 昭和モータース赤尾店 オートバイ販売店 桑名市大字赤尾603番地3 久米小学校 久米

115 R5.2.15 有限会社深磯商店 小売業 桑名市大字下深谷部2255番地 深谷小学校 深谷


