
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 富永不動産 不動産会社 名張市夏見94-9 箕曲小学校 名張駅前

2 H23.3.2 日本郵便株式会社名張桔梗丘南郵便局 郵便局 名張市桔梗が丘5番町4街区24-2 桔梗が丘南小学校 桔梗が丘

3 H25.10.16 日本郵便株式会社滝川郵便局 郵便局 名張市赤目町丈六532-1 錦生赤目小学校 赤目

4 H26.10.14 西本建築 建築業 名張市赤目町丈六751-4 錦生赤目小学校 赤目

5 H26.10.14 たから美容室 理容店 名張市赤目町丈六240-4 錦生赤目小学校 赤目

6 H26.10.14 リビングタイキ 雑貨店 名張市富貴ヶ丘3-46-2 比奈知小学校 つつじが丘

7 H27.10.14 名張近鉄ガス株式会社 ガス事業者 名張市桔梗が丘1番町1街区5-1 桔梗が丘小学校 桔梗が丘

8 H28.10.18 ビジネスホテル万徳 旅館業 名張市木屋町1391 名張小学校 名張駅前

9 H29.10.17 有限会社前田文具 文具店 名張市夏見103-2 箕曲小学校 名張駅前

10 H30.10.16 アイコ美容室 理容店 名張市八幡826-1 薦原小学校 桔梗が丘

11 H30.10.16 は里まや 飲食業 名張市松崎町1438-3 名張小学校 名張駅前

12 R1.10.18 中勢技建株式会社 建設業 伊賀市阿保723 青山小学校 青山町駅前

13 R1.10.18 日本郵便株式会社名張桔梗が丘郵便局 郵便局 名張市桔梗が丘3番町2-68-20 桔梗が丘小学校 桔梗が丘

14 R2.6.17 お食事処長兵衛 飲食業 伊賀市桐ヶ丘5丁目88番地 青山小学校 青山町駅前

15 R2.6.17 日本郵便株式会社名張つつじが丘郵便局 郵便局 名張市つつじが丘北2番町50 つつじが丘小学校 つつじが丘

16 R2.6.17 日本郵便株式会社比奈知郵便局 郵便局 名張市下比奈知2405番地7 比奈知小学校 つつじが丘

17 R2.6.17 日本郵便株式会社美旗郵便局 郵便局 名張市新田2188番地1 美旗小学校 桔梗が丘

18 R2.6.17 赤目理容 理容店 名張市赤目町檀27番地11 錦生赤目小学校 赤目

19 R2.6.17 cycle pro shop rpm 自転車店 名張市青蓮寺1521番地5 百合が丘小学校 名張駅前

20 R2.7.1 児童発達支援・放課後等デイサービス森の学校 社会福祉 名張市つつじが丘北4番町222番地 つつじが丘小学校 つつじが丘

21 R2.7.8 ぷーぶー 喫茶店 名張市緑が丘東345番地 蔵持小学校 桔梗が丘

22 R2.7.15 フルル 飲食業 名張市東田原2752番地 桔梗が丘小学校 桔梗が丘
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23 R2.8.5 長坂のKakashi カフェ 名張市赤目町長坂5番地 錦生赤目小学校 赤目

24 R2.9.16 寿司　秀 飲食店 名張市黒田2769番地 錦生赤目小学校 錦生

25 R2.9.16 株式会社ホンダカーズ三重名張鴻之台店 自動車販売店 名張市鴻之台1番町189 蔵持小学校 名張駅前

26 R2.9.16 きさらぎ矯正歯科医院 歯科医院 名張市美旗町中1番1877番地36 美旗小学校 桔梗が丘

27 R2.9.30 鮨久 飲食業 名張市百合が丘東3番町144番地 百合が丘小学校 名張駅前

28 R2.9.30 ネッツトヨタ三重株式会社名張店 自動車販売 名張市希央台1番町25 名張小学校 名張駅前

29 R2.9.30 パンごっこ　やまだ パン製造販売 名張市桔梗が丘4番町５街区7番地5 桔梗が丘東小学校 桔梗が丘

30 R2.11.18 田吾作 飲食業 名張市梅が丘南３番町286番地 梅が丘小学校 名張駅前

31 R2.11.18 陽だまりcafé 飲食店 名張市すずらん台東3番町144 すずらん台小学校 つつじが丘

32 R2.11.18 瀧切手販売所 切手販売 伊賀市瀧382番地 青山小学校 青山町駅前

33 R3.1.13 株式会社ぎゅーとらラブリー蔵持店 スーパーマーケット 名張市蔵持町里3335番 蔵持小学校 桔梗が丘

34 R3.2.3 日本郵便株式会社百合が丘郵便局 郵便局 名張市百合が丘東1番町15番地 百合が丘小学校 名張駅前

35 R3.5.26 伊賀ふるさと農業協同組合名張西支店 農協 名張市夏見96番地 箕曲小学校 名張駅前

36 R3.5.26 伊賀ふるさと農業協同組合名張東支店 農協 名張市新田223番地4 美旗小学校 桔梗が丘

37 R3.5.26 伊賀ふるさと農業協同組合青山支店 農協 伊賀市阿保136番地 青山小学校 青山町駅前

38 R3.9.29 株式会社アサネットワーク 新聞販売店 名張市木屋町1386番地5 名張小学校 名張駅前

39 R4.2.16 富梅 飲食店 名張市梅が丘北3番町284番地 梅が丘小学校 名張駅前

40 R4.2.16 中華料理　北京 飲食店 伊賀市阿保570番地の6 青山小学校 青山町駅前

41 R4.2.16 日本郵便株式会社名張梅が丘郵便局 郵便局 名張市梅が丘南1番町210番地 梅が丘小学校 名張駅前

42 R4.2.16 フレンチクォーターラブ 飲食店 名張市夏見91番地3 箕曲小学校 名張駅前

43 R4.2.16 豆一珈琲 珈琲豆販売店 伊賀市阿保718番地3 青山小学校 青山町駅前

44 R4.2.22 有限会社髙建 建築業 名張市蔵持町里2382番地 蔵持小学校 桔梗が丘

45 R4.2.22 薦原簡易郵便局 郵便局 名張市薦生304番地 薦原小学校 桔梗が丘

46 R4.2.22 株式会社辻本精工 製造業 名張市八幡18番地 薦原小学校 桔梗が丘
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47 R4.3.2 名張すずらん台簡易郵便局 郵便局 名張市すずらん台東1番町194番地 すずらん台小学校 つつじが丘

48 R4.3.2 藤月 和菓子店 名張市すずらん台西1番町220番地 すずらん台小学校 つつじが丘

49 R4.3.23 エスモット 経営コンサルタント 名張市梅が丘北5番町85番地 梅が丘小学校 名張駅前

50 R4.4.6 福井穀茶工業所 製茶業 名張市夏秋86番地 梅が丘小学校 名張駅前

51 R4.4.13 合同会社サンド 人材派遣業 名張市桔梗が丘8番町5街区59番地 桔梗が丘東小学校 桔梗が丘

52 R4.4.13 TACHI花 呉服衣料品販売業 名張市桔梗が丘3番町3街区95 桔梗が丘小学校 桔梗が丘

53 R4.9.28 カーム理容店 理容店 名張市桔梗が丘5番町4街区25番地3 桔梗が丘南小学校 桔梗が丘

54 R4.11.2 すし勘 飲食店 名張市つつじが丘北3番町81番地4 つつじが丘小学校 つつじが丘

55 R4.11.2 梶村寝装店 寝具販売 名張市つつじが丘北5番町271番地13 つつじが丘小学校 つつじが丘

56 R4.11.2 マエカワ電機 家電販売店 名張市つつじが丘北5番町269番地13 つつじが丘小学校 つつじが丘

57 R4.12.7 美容室へあーぴん 美容室 名張市桔梗が丘7番町1街区67番地 桔梗が丘東小学校 桔梗が丘

58 R4.12.14 ヘアーサロン　クボタ 理容店 名張市桔梗が丘南3番町1街区91番地 桔梗が丘南小学校 桔梗が丘


