
認定日 名称 業種 所在地 通学路対象小学校 管轄交番等

1 H23.3.2 三重ヤクルト販売株式会社楠センター 飲料販売業 四日市市楠町南五味塚832-1 楠小学校 楠

2 H23.10.11 日本郵便株式会社四日市赤堀郵便局 郵便局 四日市市赤堀南町8-5 常磐小学校 常磐

3 H23.10.11 日本郵便株式会社四日市高花平郵便局 郵便局 四日市市高花平3-1-57 高花平小学校 四郷

4 H23.10.11 日本郵便株式会社四日市室山郵便局 郵便局 四日市市室山町348-6 四郷小学校 四郷

5 H23.10.11 日本郵便株式会社四日市河原田郵便局 郵便局 四日市市河原田町160-3 河原田小学校 内部

6 H23.10.11 川口理容館 理容店 四日市市沖の島町2-9 中央小学校 諏訪

7 H24.10.15 有限会社則竹建築 建設事務所 四日市市新々町2-9 中央小学校 四日市橋

8 H24.10.15 尚文堂 文具店 四日市市中部1-6 中部西小学校 四日市橋

9 H24.10.15 龍文堂印房 文具店 四日市市南納屋町3-1 中央小学校 四日市橋

10 H25.10.16 中屋株式会社 資材販売会社 四日市市中部19-5 中部西小学校 四日市橋

11 H25.10.16 有限会社魚太 鮮魚店 四日市市新町3-9 中央小学校 諏訪

12 H25.10.16 お好み焼きまる美 食堂 四日市市高角町2976-6 神前小学校 神前

13 H26.10.14 有限会社金森鉄工所 鉄工所 四日市市日永東3-11-1 日永小学校 日永

14 H26.10.14 森田建築設計事務所 建築設計事務所 四日市市笹川6-24-20 笹川小学校 四郷

15 H26.10.14 魚力 鮮魚店 四日市市高花平2-1-34 高花平小学校 四郷

16 H27.10.14 日本郵便株式会社四日市本郷郵便局 郵便局 四日市市本郷町11-6 海蔵小学校 四日市橋

17 H28.10.18 四日市浜一色郵便局 郵便局 四日市市東新町1-22 橋北小学校 四日市橋

18 H28.10.18 株式会社ＮＴジオテック中部 測量等機器販売、レンタル業 四日市市北浜田町1-20 浜田小学校 諏訪

19 H29.10.17 四日市小古曽郵便局 郵便局 四日市市小古曽町2160 内部東小学校 内部

20 H29.10.17 川村ランドリー本店 クリーニング店 四日市市西日野町3113-2 四郷小学校 四郷

四日市南警察署管内
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21 H30.10.16 アサヒグローバル株式会社 建設業 四日市市ときわ一丁目2-18 常磐小学校 常磐

22 H30.10.16 パン工房むぎのこ パン製造販売 四日市市釆女が丘3-5 内部小学校 内部

23 R1.10.18 株式会社トヨタレンタリース三重　四日市駅前店 レンタカーサービス 四日市市浜田町1 -16 浜田小学校 諏訪

24 R1.10.18 株式会社ガスリビング三重　四日市営業所 ガス機器設置販売 四日市市日永西2-17-18 日永小学校 日永

25 R2.6.17 日本郵便株式会社四日市笹川郵便局 郵便局 四日市市笹川6丁目29番地 笹川小学校 四郷

26 R2.6.17 日本郵便株式会社四日市高角郵便局 郵便局 四日市市高角町705番地1 神前小学校 神前

27 R2.6.17 日本郵便株式会社楠郵便局 郵便局 四日市市楠町南川81番地3 楠小学校 楠

28 R2.6.17 日本郵便株式会社小山田郵便局 郵便局 四日市市山田町5577番地1 小山田小学校 小山田

29 R2.6.24 三重北農業協同組合神前支店 農協 四日市市高角町376番地1 神前小学校 神前

30 R2.6.24 三重北農業協同組合小山田支店 農協 四日市市山田町2112番地3 小山田小学校 小山田

31 R2.6.24 三重北農業協同組合四郷支店 農協 四日市市西日野町10番地 四郷小学校 四郷

32 R2.6.24 三重北農業協同組合内部支店 農協 四日市市釆女町864番地 内部小学校 内部

33 R2.6.24 三重北農業協同組合日永支店 農協 四日市市日永西三丁目1番26号 日永小学校 日永

34 R2.6.24 三重北農業協同組合常磐支店 農協 四日市市城東町19番5号 常磐小学校 常磐

35 R2.6.24 三重北農業協同組合尾平支店 農協 四日市市尾平町3000番地1 神前小学校 神前

36 R2.6.24 三重北農業協同組合北楠支店 農協 四日市市楠町北五味塚2001番地 楠小学校 楠

37 R2.6.24 三重北農業協同組合南楠支店 農協 四日市市楠町南川80番地5 楠小学校 楠

38 R2.7.1 三重北農業協同組合塩浜支店 農協 四日市市馳出町二丁目3番6号 塩浜小学校 日永

39 R2.7.1 三重北農業協同組合川島支店 農協 四日市市川島町3930番地 川島小学校 川島

40 R2.7.1 合同会社プレシャスコネクション 建築業 四日市市久保田二丁目5番2号ＡTビル2F 常磐小学校 常磐

41 R2.7.1 エムズポイント 理容店 四日市市鵜の森二丁目12番4号 浜田小学校 諏訪

42 R2.7.1 だるま理容 理容店 四日市市昌栄町10番17号 浜田小学校 諏訪
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43 R2.7.1 理容ボビー 理容店 四日市市北浜田町10番8号 浜田小学校 諏訪

44 R2.7.1 ヘアサロン・キクチ 理容店 四日市市幸町2番7号 浜田小学校 諏訪

45 R2.7.1 ヘアーサロンすずらん 理容店 四日市市諏訪町10番7号 中部西小学校 諏訪

46 R2.7.1 アダチ理容 理容店 四日市市中部17番1号 中部西小学校 四日市橋

47 R2.7.1 HAIR SALON FUKAKI 理容店 四日市市十七軒町5番14号 浜田小学校 諏訪

48 R2.7.1 アダチ理容店 理容店 四日市市新町12番9号 中央小学校 諏訪

49 R2.7.1 寺本理容 理容店 四日市市新町3番12号 中央小学校 諏訪

50 R2.7.1 ナイン 理容店 四日市市新町9番9号 中央小学校 諏訪

51 R2.7.1 青山理容 理容店 四日市市南納屋町1番11号 中央小学校 四日市橋

52 R2.7.1 オンリーワンアンディアモ 理容店 四日市市青葉町800番10号 常磐西小学校 常磐

53 R2.7.1 理容もり 理容店 四日市市大井手一丁目4番27号 常磐西小学校 常磐

54 R2.7.1 田中理容 理容店 四日市市中川原一丁目7番20号 常磐小学校 常磐

55 R2.7.1 理容ほり 理容店 四日市市ときわ二丁目9番14号 常磐小学校 常磐

56 R2.7.1 ヘアーサロンイマムラ 理容店 四日市市ときわ一丁目1番 常磐小学校 常磐

57 R2.7.1 理容こころ 理容店 四日市市日永西三丁目1番10号 日永小学校 日永

58 R2.7.1 髪倶楽部 Be Fine 理容店 四日市市日永西四丁目17番15号 日永小学校 日永

59 R2.7.1 伊藤理容 理容店 四日市市笹川三丁目8番地 笹川小学校 四郷

60 R2.7.1 とこや処　髪ing 理容店 四日市市室山町1667番地1 四郷小学校 四郷

61 R2.7.1 とこやさんはせがわ 理容店 四日市市東日野町1011番地5 四郷小学校 四郷

62 R2.7.1 ゆっとる～むHIRO 理容店 四日市市八王子町1317番地32 四郷小学校 四郷

63 R2.7.1 ヘアーサロンミズタニ 理容店 四日市市川島町5666番地4 川島小学校 川島

64 R2.7.1 村田理容 理容店 四日市市川島町7431番地 川島小学校 川島
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65 R2.7.1 ヘアーサロンイトウ 理容店 四日市市別山一丁目204番地1 川島小学校 川島

66 R2.7.1 コトブキ理容 理容店 四日市市小林町1892番地1 高花平小学校 四郷

67 R2.7.1 ヒロミ理容店 理容店 四日市市高花平二丁目1番地35 高花平小学校 四郷

68 R2.7.1 理容オオタ 理容店 四日市市小古曽六丁目1番22号 内部東小学校 内部

69 R2.7.1 ヘアーサロンオカモト 理容店 四日市市前田町5番1号 泊山小学校 日永

70 R2.7.1 田中理容室 理容店 四日市市追分三丁目4番12号 泊山小学校 日永

71 R2.7.1 ヘアーワークスフジ 理容店 四日市市南小松町1820番地 内部小学校 内部

72 R2.7.1 サチ理容 理容店 四日市市貝家町1606番地1 内部小学校 内部

73 R2.7.1 ヘアケア　ラルジュ 理容店 四日市市鹿間町453番地11 小山田小学校 小山田

74 R2.7.1 理容片岡 理容店 四日市市鹿間町319番地5 小山田小学校 小山田

75 R2.7.1 ヘアーサロンすばる 理容店 四日市市西山町7486番地1 小山田小学校 小山田

76 R2.7.8 カーボディコレサワ 自動車板金業 四日市市日永西二丁目11番3号 日永小学校 日永

77 R2.7.22 株式会社三重銀行本店 銀行 四日市市西新地7番8号 中部西小学校 諏訪

78 R2.8.5 三重北農業協同組合河原田支店 農協 四日市市河原田町92番地 河原田小学校 内部

79 R2.8.12 Hair＆Relax JUN 理容店 四日市市大字塩浜3049番地1 塩浜小学校 日永

80 R2.8.26 藤原工業株式会社 建築設備業 四日市市塩浜本町三丁目45番地 塩浜小学校 日永

81 R2.9.9 住友電装株式会社本社 製造業 四日市市浜田町5番28号 浜田小学校 諏訪

82 R2.11.18 近畿日本鉄道株式会社鉄道本部名古屋統括部運輸部管理課 運輸業 四日市市鵜の森一丁目16番11号 浜田小学校 諏訪

83 R3.2.3 大久保理容店 理容店 四日市市楠町南五味塚34番地2 楠小学校 楠

84 R3.2.10 合同会社訪問看護ステーションくす 訪問看護 四日市市楠町北五味塚2173番地1 楠小学校 楠

85 R3.7.14 ヘアースペース　銀座 理容店 四日市市市川原町15番1号 橋北小学校 四日市橋

86 R3.7.14 バーバー　イースト 理容店 四日市市北浜町15番8号 中央小学校 四日市橋
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87 R3.7.14 ヘアーサロン　ナカギリ 理容店 四日市市新浜町17番7号 橋北小学校 四日市橋

88 R3.7.14 ヘアーサロン　キング 理容店 四日市市滝川町14番3号 橋北小学校 四日市橋

89 R3.7.14 理容　米倉 理容店 四日市市浜田町11番3号 浜田小学校 諏訪

90 R3.9.1 株式会社マルハン　マルハン四日市北店 ぱちんこ店 四日市市清水町2番20号 海蔵小学校 四日市橋

91 R3.9.15 とらや　風月 小売業 四日市市元新町7番20号 中央小学校 四日市橋

92 R3.9.15 株式会社　各治 卸売業 四日市市陶栄町2番5号 橋北小学校 四日市橋

93 R3.9.15 四日市でんか 小売業 四日市市川原町30番4号 橋北小学校 四日市橋

94 R3.9.15 ソルティ　コマダ 小売業 四日市市新町3番9号 中央小学校 諏訪

95 R3.9.15 グリル　ニューコトブキ 飲食店 四日市市北浜町2番17号アイティオービル1階 中央小学校 四日市橋

96 R3.9.15 株式会社四日市柿安　中町店 小売業 四日市市中町6番11号 中央小学校 四日市橋

97 R3.10.27 タイキ建築 建築業 四日市市前田町4番2号 泊山小学校 日永

98 R3.11.10 藤井電気商会 電気工事業 四日市市新浜町12番5号 橋北小学校 四日市橋

99 R3.11.10 三永産業株式会社　橋北給油所 ガソリンスタンド 四日市市川原町31番1号 橋北小学校 四日市橋

100 R3.12.8 星野生花店 小売業 四日市市中納屋町2番9号 中央小学校 四日市橋

101 R3.12.15 有限会社翠泉 飲食店 四日市市楠町小倉780番地4 楠小学校 楠

102 R4.1.12 三永産業株式会社　塩浜給油所 ガソリンスタンド 四日市市浜旭町5番地 塩浜小学校 日永

103 R4.2.2 有限会社花友華 小売業 四日市市西町5番16号 中部西小学校 四日市橋

104 R4.2.16 仏愛 小売業 四日市市采女町33番地1 内部東小学校 内部

105 R4.2.22 磯津電化センター株式会社　河原田店 家電販売店 四日市市河原田町1424番地67 河原田小学校 内部

106 R4.2.22 三重交通商事株式会社四日市営業所 ガソリンスタンド 四日市市十七軒町1番22号 浜田小学校 諏訪

107 R4.6.8 釜屋　株式会社 卸売業 四日市市中部8番21号 中部西小学校 四日市橋

108 R4.7.27 ビューティーサロン　ノッポ 美容室 四日市市野田二丁目２番34号 海蔵小学校 四日市橋
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109 R4.9.7 リカーパークまるち蔵うらかわ 小売業 四日市市西新地17番4号 中部西小学校 四日市橋

110 R4.9.7 魚庄商店 小売業 四日市市中部16番13号 中部西小学校 四日市橋


