
４６４-８６５４ (株） 中部松坂屋ストア,愛知県,名古屋市千種区,末盛通,５-１２-

４６４-８６５１ 愛知学院大学歯学部附属病院,愛知県,名古屋市千種区,末盛通,２-１１

４６４-８６８１ 愛知県がんセンター,愛知県,名古屋市千種区,鹿子殿,１－１

４６４-８５２０ 愛知高等学校,愛知県,名古屋市千種区,光が丘,２-１１－４１

４６４-８６１６ あいち造形デザイン専門学校,愛知県,名古屋市千種区,今池,４-１０－７

４６４-８５２１ アスティショッピングセンター,愛知県,名古屋市千種区,京命,１-１－３２

４６４-８５６６ 沖テクノシステムズラボラトリ,愛知県,名古屋市千種区,内山,３-８－１０

４６４-８６３３ 加藤商事 (株),愛知県,名古屋市千種区,千種,３-３８－６

４６４-８５３０ (株) 油久,愛知県,名古屋市千種区,萱場,１-６－１９

４６４-８５３９ (株) 榎村鐵工所 (株) エムラ販売,愛知県,名古屋市千種区,萱場,２-１４－３１

４６４-８５７７ (株) 三幸商会,愛知県,名古屋市千種区,内山,３-３－２

４６４-８５６１ (株) スギヤマ薬品,愛知県,名古屋市千種区,内山,２-１３－８

４６４-８５７１ (株) 同和紙業,愛知県,名古屋市千種区,内山,３-１２－１４

４６４-８５３１ (株) 名古屋医理科商会,愛知県,名古屋市千種区,谷口町,５－３０

４６４-８６６１ (株) 名古屋三越星ヶ丘店,愛知県,名古屋市千種区,星が丘元町,１４－１４

４６４-８５６０ (株) ニイミ,愛知県,名古屋市千種区,内山,１-９－２０

４６４-８５６７ (株) フューチャーイン,愛知県,名古屋市千種区,内山,２-６－２２

４６４-８６３１ (株) 丸の内,愛知県,名古屋市千種区,千種,１-１２－１９

４６４-８５４５ (株) 八木一,愛知県,名古屋市千種区,仲田,２-２－２３

４６４-８６５０ 学校法人 愛知学院,愛知県,名古屋市千種区,楠元町,１-１００

４６４-８６７１ 学校法人 愛知淑徳学園,愛知県,名古屋市千種区,桜が丘,２３

４６４-８５３３ 学校法人 市邨学園 市邨学園高等学校,愛知県,名古屋市千種区,北千種,３-１－３７

４６４-８５３３ 学校法人 市邨学園 市邨学園中学校,愛知県,名古屋市千種区,北千種,３-１－３７

４６４-８６１０ 学校法人 河合塾,愛知県,名古屋市千種区,今池,２-１－１０

４６４-８６１１ 学校法人 河合塾学園 (トライデントスクール）,愛知県,名古屋市千種区,今池,１-５－３１

４６４-８６６２ 学校法人 椙山女学園,愛知県,名古屋市千種区,星が丘元町,３－１７

４６４-８５４０ 学校法人 名古屋電気学園,愛知県,名古屋市千種区,若水,３-２－１２

４６４-８５７０ ＫＤＤＩ (株),愛知県,名古屋市千種区,内山,３-３０－９

４６４-８５２５ 公益(財) 名古屋産業振興公社,愛知県,名古屋市千種区,吹上,二-６番３号

４６４-８５１２ 国家公務員共済組合連合会 東海病院,愛知県,名古屋市千種区,千代田橋,１-１－１

４６４-８６１５ 佐藤製薬 (株) 名古屋営業所,愛知県,名古屋市千種区,今池,４-１５－１１

４６４-８５３６ サンスター (株) 名古屋支店,愛知県,名古屋市千種区,萱場,２-４－７

４６４-８５５０ セキセー (株),愛知県,名古屋市千種区,高見,１-３－１

４６４-８６３２ 大正製薬 (株) 中日本支店,愛知県,名古屋市千種区,千種,２-１７－１８

４６４-８６５２ ダイトーエムイー (株),愛知県,名古屋市千種区,田代本通,２-１

４６４-８５５５ 千種税務署,愛知県,名古屋市千種区,振甫町,３-３２

４６４-８５５８ 中央建材工業 (株),愛知県,名古屋市千種区,高見,１-６－１

４６４-８５４６ 東海物産 (株),愛知県,名古屋市千種区,若水,３-２０－２３

４６４-８５９１ トヨタカローラ中京 (株),愛知県,名古屋市千種区,千種,三-６番２号

４６４-８５２２ 名古屋コミュニタス (株),愛知県,名古屋市千種区,千代が丘,５－５０

４６４-８６４４ 名古屋市千種区役所,愛知県,名古屋市千種区,覚王山通,８-３７

４６４-８５８５ 名古屋少年鑑別所,愛知県,名古屋市千種区,北千種,１-６番６号

４６４-８５４７ 名古屋市立 東部医療センター,愛知県,名古屋市千種区,若水,一-２番２３号

４６４-８６４１ 西川印刷 (株),愛知県,名古屋市千種区,青柳町,５-６

４６４-８６３５ 日産プリンス名古屋販売 (株),愛知県,名古屋市千種区,吹上,１-４－１

４６４-８６４３ 日本電子計算 (株) 名古屋支店,愛知県,名古屋市千種区,大久手町,７-２６－１

４６４-８６１７ ビーシープロダクツ (株),愛知県,名古屋市千種区,仲田,２-１５-８

４６４-８６１３ フジクリーン工業 (株),愛知県,名古屋市千種区,今池,４-１－４

４６４-８６３７ メーキュー (株),愛知県,名古屋市千種区,小松町,７-３９

４６４-８５１１ ユニー千代田橋店,愛知県,名古屋市千種区,千代田橋,２-１－１

４６４-８６０１ 名古屋大学（理、工を除く東山地区）,愛知県,名古屋市千種区,不老町,

４６４-８６０３ 名古屋大学 工学部,愛知県,名古屋市千種区,不老町,

４６４-８６０２ 名古屋大学 理学部,愛知県,名古屋市千種区,不老町,

４６４-８７１０ 金城軒,愛知県,名古屋市千種区,南明町,１-１０

４６１-８６７１ 中京コカ・コーラボトリング (株),愛知県,名古屋市東区,砂田橋,４-１－４７

４６１-８６０５ (株） ＮＴＴデータ 東海支社,愛知県,名古屋市東区,葵,１-２０－６

４６１-８６３１ (株） 三和化学研究所,愛知県,名古屋市東区,東外堀町,３５

４６１-８５７７ (株） レアールパスコベーカリーズ 名古屋本部,愛知県,名古屋市東区,白壁,５-３-

４６１-８５３２ 愛知県国民健康保険団体連合会,愛知県,名古屋市東区,泉,１-６番５号

４６１-８５２５ 愛知芸術文化センター,愛知県,名古屋市東区,東桜,１-１３－２

４６１-８６３９ 愛知国際放送 (株),愛知県,名古屋市東区,東桜,１-１０－３７

４６１-８６４１ 愛知大学,愛知県,名古屋市東区,筒井,２-１０－３１

４６１-８５３１ アスゲン製薬 (株),愛知県,名古屋市東区,泉,２-２８－８

４６１-８６３０ いその (株),愛知県,名古屋市東区,相生町,５５

４６１-８６７８ 尾張精機 (株),愛知県,名古屋市東区,矢田,３-１６－８５

４６１-８７１４ (株） 豊田自動織機 トヨタＬ＆Ｆカンパニー,愛知県,名古屋市東区,東桜,１-３番１０号

４６１-８５０５ (株) 梅澤,愛知県,名古屋市東区,東桜,２-１５－４

４６１-８６０３ (株) 大塚屋,愛知県,名古屋市東区,葵,３-１－２４

４６１-８５０６ (株) 大林組 名古屋支店,愛知県,名古屋市東区,東桜,１-１０－１９

４６１-８５８８ (株) 小出物産,愛知県,名古屋市東区,白壁,２-３０－８

４６１-８６３６ (株) コミュニティネットワークセンター,愛知県,名古屋市東区,東桜,一-３番１０号

４６１-８６５５ (株) タカコム,愛知県,名古屋市東区,徳川,１-８－４８

４６１-８５８２ (株) 日刊工業新聞社 名古屋支社,愛知県,名古屋市東区,泉,２-２１－２８

４６１-８５５５ (株) 松本義肢製作所,愛知県,名古屋市東区,泉,３-４－３

４６１-８６７２ (株) 明治屋 名古屋支店,愛知県,名古屋市東区,砂田橋,５-７－１２

４６１-８６０８ (株) ヤマナカ,愛知県,名古屋市東区,葵,３-１５－３１

４６１-８５４０ 関西電力 (株) 東海支社,愛知県,名古屋市東区,東桜,２-２－１

４６１-８６７６ 学校法人 名古屋学院（中学校・高等学校）,愛知県,名古屋市東区,砂田橋,２-１－５８

４６１-８５１１ キヤノンマーケティングジャパン (株)名古屋支店,愛知県,名古屋市東区,東桜,２-２－１

４６１-８６５４ 旭陵高等学校,愛知県,名古屋市東区,出来町,３-６－２３

４６１-８５１２ 佐藤工業 (株) 名古屋支店,愛知県,名古屋市東区,泉,１-２－３

４６１-８５２２ サンデーフォークプロモーション,愛知県,名古屋市東区,東桜,２-１２－８

４６１-８５８０ 社団法人 中部産業連盟,愛知県,名古屋市東区,白壁,３-１２－１３

４６１-８６４５ ジェイルハウス,愛知県,名古屋市東区,代官町,３７－１３

４６１-８７２９ 住友商事 (株) 中部支社,愛知県,名古屋市東区,東桜,１-１－６

４６１-８６０２ 住友生命保険 相互会社 愛知南支社,愛知県,名古屋市東区,葵,３-１５－３１

４６１-８５０７ 住友林業 (株) 営業本部 東海支店,愛知県,名古屋市東区,東桜,１-１－６

４６１-８６５１ 千趣会 名古屋支社,愛知県,名古屋市東区,徳川,１-９０１
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４６１-８５３９ 玉野総合コンサルタント (株),愛知県,名古屋市東区,東桜,２-１７－１４

４６１-８５５０ 第一法規出版 (株） 東海支社,愛知県,名古屋市東区,泉,１-１－３９

４６１-８６２０ ダイテック,愛知県,名古屋市東区,主税町,４-８５

４６１-８５８１ 大同特殊鋼 (株),愛知県,名古屋市東区,東桜,１-１番１０号

４６１-８６８０ 中部電力パワーグリッド (株),愛知県,名古屋市東区,東新町,１

４６１-８６８０ 中部電力ミライズ (株),愛知県,名古屋市東区,東新町,１

４６１-８５０８ 東カン名古屋ビル,愛知県,名古屋市東区,東桜,２-３－７

４６１-８７９５ 東海総合通信局,愛知県,名古屋市東区,白壁,１-１５－１

４６１-８５４１ 東京海上日動火災保険 (株),愛知県,名古屋市東区,東桜,１-１４番１１号

４６１-８６１２ トヨタカローラ中京 (株),愛知県,名古屋市東区,葵,１-２－１３

４６１-８５７５ 名古屋北労働基準監督署,愛知県,名古屋市東区,白壁,１-１５－１

４６１-８５８６ 名古屋拘置所,愛知県,名古屋市東区,白壁,１-１

４６１-８６２６ 名古屋市 栄市税事務所,愛知県,名古屋市東区,東桜,１-１３番３号

４６１-８６４０ 名古屋市東区役所,愛知県,名古屋市東区,筒井,一-７－７４

４６１-８６７３ 名古屋大学医学部保健学科 名古屋大学医療技術短期大学部,

４６１-８６７３ 愛知県,名古屋市東区,大幸南,１-１－２０

４６１-８７９８ 名古屋逓信病院,愛知県,名古屋市東区,泉,２-２－５

４６１-８６２１ 名古屋東 税務署,愛知県,名古屋市東区,泉,一-１７番８号

４６１-８７０７ 名古屋モザイク工業,愛知県,名古屋市東区,徳川町,２３０８

４６１-８５５８ 西松建設 (株) 中部支店,愛知県,名古屋市東区,泉,二-２７番１４号

４６１-８５８５ 日本国土開発 (株) 名古屋支店,愛知県,名古屋市東区,白壁,１-４５-

４６１-８７２５ 日本放送協会 名古屋放送局,愛知県,名古屋市東区,東桜,１-１３－３

４６１-８５２０ 萩原電気 (株),愛知県,名古屋市東区,東桜,二-２番１号

４６１-８７０６ ヒサゴ (株),愛知県,名古屋市東区,葵,３-１４－１２

４６１-８６６６ ぴあ (株) 中部支局,愛知県,名古屋市東区,東桜,２-１３－３２

４６１-８６５０ ホーユー (株),愛知県,名古屋市東区,徳川,１-５０１

４６１-８７０３ ホーユー (株),愛知県,名古屋市東区,徳川,１-５０１

４６１-８７１７ 星野楽器 (株),愛知県,名古屋市東区,橦木町,三-２２-

４６１-８５３０ 松下電器産業 (株),愛知県,名古屋市東区,泉,１-２３－３０

４６１-８６７０ 三菱電機 (株) 名古屋製作所,愛知県,名古屋市東区,矢田南,５-１－１４

４６１-８６７５ 三菱電機システムサービス (株),愛知県,名古屋市東区,大幸南,１-１－９

４６１-８５１６ 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング (株),愛知県,名古屋市東区,葵,１-１９番３０号

４６１-８５３４ 名城大学 ナゴヤドーム前キャンパス,愛知県,名古屋市東区,矢田南,４－１０２－９

４６１-８６５８ 森永乳業 (株) 東海支店,愛知県,名古屋市東区,徳川,１-１５－３０

４６１-８６１０ 山田学園,愛知県,名古屋市東区,葵,１-１７－８

４６１-８５６０ 六合エレメック,愛知県,名古屋市東区,白壁,３-１８－１１

４６１-８５０１ 東海テレビ放送,愛知県,名古屋市東区,東桜,１-１４－２７

４６１-８５０４ 東海ラジオ放送,愛知県,名古屋市東区,東桜,１-１４－２７

４６１-８５０３ 東海ラジオ放送,愛知県,名古屋市東区,東桜,１-１４－２７

４６１-８７１０ ＮＨＫ 名古屋放送局,愛知県,名古屋市東区,東桜,１-１３－３

４６１-８７２１ 敷島製パン (株),愛知県,名古屋市東区,白壁,５-３

４６１-８７１５ 千趣会,愛知県,名古屋市東区,徳川,２-４－３

４６１-８６８０ 中部電力,愛知県,名古屋市東区,東新町,１

４６２-８７３９ 愛知学院大学,愛知県,名古屋市北区,名城,２００３/１/１

４６２-８５７６ 愛知県 衛生研究所,愛知県,名古屋市北区,辻町,字流７番６

４６２-８５５１ アサダ (株),愛知県,名古屋市北区,上飯田西町,３-６０

４６２-８５４０ (株) カケン,愛知県,名古屋市北区,大杉,１-４－１４

４６２-８５１９ (株) 東急サービス,愛知県,名古屋市北区,柳原,３-６－４５

４６２-８５３５ (株) 名古屋三越 ＯＳセンター,愛知県,名古屋市北区,浪打町,１-５２

４６２-８５０１ (株) ニッショー,愛知県,名古屋市北区,城見通,２-１０－１

４６２-８５８８ (株) メイチュー,愛知県,名古屋市北区,彩紅橋通,１-１－１４

４６２-８５５８ 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会,愛知県,名古屋市北区,清水,４-１７－１

４６２-８５２３ 社会保険診療報酬支払基金 愛知支部,愛知県,名古屋市北区,大曽根,４-８番５７号

４６２-８５７５ 社団法人 名北労働基準協会,愛知県,名古屋市北区,清水,１-１３番１号

４６２-８５１２ 親和電機 (株),愛知県,名古屋市北区,山田町,１-１

４６２-８５７７ 菅原電気 (株) 名古屋支店,愛知県,名古屋市北区,稚児宮通,２-４５-

４６２-８５３０ 中京スポーツ,愛知県,名古屋市北区,金城,４-３－１９

４６２-８５０９ 東急鯱バス (株),愛知県,名古屋市北区,柳原,３-６－４５

４６２-８５４３ 名古屋北税務署,愛知県,名古屋市北区,清水,５-６－１６

４６２-８５２２ 名古屋北保健所,愛知県,名古屋市北区,清水,４-１７－１

４６２-８５１１ 名古屋市北区役所,愛知県,名古屋市北区,清水,４-１７－１

４６２-８５０８ 名古屋市立西部医療センター,愛知県,名古屋市北区,平手町,１-１-の１

４６２-８５８０ ビジネス教養専門学校エクセレンス,愛知県,名古屋市北区,平安通,４-１５－１

４６２-８５５５ ヤマハ中部 (株),愛知県,名古屋市北区,辻本通,２-３４

４６２-８６６６ 名古屋北社会保険事務所,愛知県,名古屋市北区,清水,５-６－２５

４５１-８５０２ (株） 東芝 中部支社,愛知県,名古屋市西区,名西,２-３３－１０

４５１-８６５０ あいおいニッセイ同和損害保険 (株),愛知県,名古屋市西区,名駅,２-２２－９

４５１-８５５５ 愛知県 名古屋北部県税事務所,愛知県,名古屋市西区,城西,１-９－２

４５１-８５６１ 愛知県立名古屋西高等学校,愛知県,名古屋市西区,天神山町,４－７

４５１-８５７０ (株) カノークス,愛知県,名古屋市西区,那古野,１-１－１２

４５１-８５７５ (株) サンゲツ,愛知県,名古屋市西区,幅下,１-４－１

４５１-８５５１ (株) ナゴヤキャッスル,愛知県,名古屋市西区,樋の口町,３番１９号

４５１-８５０１ (株) ノリタケカンパニーリミテド,愛知県,名古屋市西区,則武新町,３-１－３６

４５１-８５４１ (株) ヒューマンライフ,愛知県,名古屋市西区,香呑町,６-６０－１

４５１-８５６８ (株) フジキカイ,愛知県,名古屋市西区,中小田井,４-３８０

４５１-８５７７ (株) ミヤタコーポレーション,愛知県,名古屋市西区,那古野,２-１８－４

４５１-８５５０ (株) ヤマダヤ,愛知県,名古屋市西区,城西,１-３－１

４５１-８５６０ クロスプラス (株),愛知県,名古屋市西区,花の木,３-９－１３

４５１-８６１０ ＫＤＤＩ (株),愛知県,名古屋市西区,名駅,２－２７－８

４５１-８７０１ 瀧冨工業 (株),愛知県,名古屋市西区,こも原町,１４８

４５１-８６８８ タキヒヨー (株),愛知県,名古屋市西区,牛島町,６－１

４５１-８６６６ 東レ (株) 愛知工場,愛知県,名古屋市西区,堀越,１-１番１号

４５１-８５０８ 名古屋市西区役所,愛知県,名古屋市西区,花の木,２-１８番１号

４５１-８５０３ 名古屋西税務署,愛知県,名古屋市西区,押切,２-７－２１

４５１-８５５８ 日本年金機構 名古屋西年金事務所,愛知県,名古屋市西区,城西,１-６－１６

４５１-８５７１ 丸川製菓 (株),愛知県,名古屋市西区,新道,１-９－９

４５１-８５２２ 三菱電機 (株) 中部支社,愛知県,名古屋市西区,牛島町,６－１

４５１-８５１１ 名鉄病院,愛知県,名古屋市西区,栄生,２-２６－１１



４５１-８５２０ 名糖産業 (株),愛知県,名古屋市西区,笹塚町,２-４１-

４５１-８５６５ 山崎製パン (株) 名古屋工場,愛知県,名古屋市西区,玉池町,３６

４５２-８５７０ 御幸ホールディングス (株),愛知県,名古屋市西区,市場木町,３９０-

４５０-８９９５ (株) ゆうちょ銀行 東海エリア本部,愛知県,名古屋市中村区,名駅,一-１番１号

４５０-８５１１ (株) エディオン,愛知県,名古屋市中村区,名駅南,２００２/１/１８

４５０-８７６５ (株) クレディセゾン 東海支店,愛知県,名古屋市中村区,名駅南,１-１７－２９

４５０-８５１５ (株) ジェイテクト 名古屋本社,愛知県,名古屋市中村区,名駅,４-７番１号

４５０-８５６１ (株) 中部経済新聞社,愛知県,名古屋市中村区,名駅,４-４－１０

４５０-８５３３ (株) 阪急交通社 名古屋支店,愛知県,名古屋市中村区,名駅,２-４５－１４

４５０-８６５１ (株) 毎日新聞社 中部本社,愛知県,名古屋市中村区,名駅,４-７番１号

４５０-８５０５ (株) 名鉄百貨店,愛知県,名古屋市中村区,名駅,１-２－１

４５０-８５８５ 小淺商事 (株),愛知県,名古屋市中村区,名駅,５-１－７

４５０-８５６７ 三機工業 (株) 名古屋支店,愛知県,名古屋市中村区,名駅,２-４５番７号

４５０-８５２０ 三協化成産業 (株),愛知県,名古屋市中村区,名駅,３-１２－１２

４５０-６１３３ ジェイアールセントラルビル (株),愛知県,名古屋市中村区,名駅,１－１－４

４５０-８６１５ 住友生命保険 相互会社 名古屋支社,愛知県,名古屋市中村区,名駅南,２-１４－１９

４５０-６３６３ 全国健康保険協会 愛知支部,愛知県,名古屋市中村区,名駅,一-１番１号

４５０-８６４０ ダイコク電機 (株),愛知県,名古屋市中村区,那古野,１-４３番５号

４５０-８６１４ 東陽倉庫 (株),愛知県,名古屋市中村区,名駅南,２-６－１７

４５０-８７１１ トヨタ自動車 (株) 名古屋オフィス,愛知県,名古屋市中村区,名駅,４-７番１号

４５０-８５７５ 豊田通商 (株),愛知県,名古屋市中村区,名駅,４-９－８

４５０-８６２６ 名古屋市 ささしま市税事務所,愛知県,名古屋市中村区,名駅南,１-２７番２号

４５０-６６６０ 名古屋ＪＲゲートタワーホテル,愛知県,名古屋市中村区,名駅,２００１/１/３

４５０-８５０１ 名古屋鉄道 (株),愛知県,名古屋市中村区,名駅,１-２－４

４５０-８７３０ 日通商事 (株) 名古屋支店,愛知県,名古屋市中村区,名駅南,４-１２番１７号

４５０-８６０１ 日鉄商事 (株) 名古屋支店,愛知県,名古屋市中村区,名駅南,２-１３番１８号

４５０-８９９７ 日本郵政 (株) 中部施設センター,愛知県,名古屋市中村区,名駅,一-１番１号

４５０-８９９６ 日本郵政 (株) 東海郵政健康管理センター,愛知県,名古屋市中村区,名駅,一-１番１号

４６９-８７９７ 日本郵便 (株) 東海支社,愛知県,名古屋市中村区,名駅,一-１番１号

４５０-８６２０ 藤田螺子工業 (株),愛知県,名古屋市中村区,名駅南,３-９－３

４５０-８６１１ 松下電工 (株) 中部管理センター,愛知県,名古屋市中村区,名駅南,２-７－５５

４５０-８６８０ 三菱商事 (株) 中部支社,愛知県,名古屋市中村区,名駅,１-１番４号

４５０-８５７７ 名鉄観光サービス (株),愛知県,名古屋市中村区,名駅南,２-１４－１９

４５０-８６１８ 名鉄協商 (株),愛知県,名古屋市中村区,名駅南,２-１４－１９

４５０-８５４０ 明和産業 (株) 名古屋支店,愛知県,名古屋市中村区,名駅,４-５番２８号

４５０-８５２３ 森定興商 (株),愛知県,名古屋市中村区,名駅,３-２２－８

４５０-８５３０ 有限責任監査法人 トーマツ,愛知県,名古屋市中村区,名駅,一-１番１号

４５０-８９９３ ゆうちょ銀行 名古屋中央店,愛知県,名古屋市中村区,名駅,一-１番１号

４５０-８５０３ 郵便局 カタログ販売センター,愛知県,名古屋市中村区,名駅,２-４５－１９

４５３-８５５８ 愛知県信用保証協会,愛知県,名古屋市中村区,椿町,７番９号

４５３-８７５８ 愛知大学生活協同組合 名古屋書籍購買店,

４５３-８７５８ 愛知県,名古屋市中村区,平池町,４-６０-６

４５３-８５１８ 愛鉄連厚生年金基金,愛知県,名古屋市中村区,黄金通,１-１８

４５３-８５１０ エスエス製薬 (株) 名古屋支店,愛知県,名古屋市中村区,大秋町,２-３２-

４５３-８５８１ (株) アイコー,愛知県,名古屋市中村区,烏森町,３-５６-

４５３-８５８１ (株) ＥＸＣＩＴＥ,愛知県,名古屋市中村区,烏森町,３-５６-

４５３-８５５５ (株) 奥村組 名古屋支店,愛知県,名古屋市中村区,竹橋町,２９番８号

４５３-８５８１ (株) シンセイ,愛知県,名古屋市中村区,烏森町,３-５６-

４５３-８５８１ (株) ニューギン・アドバンス,愛知県,名古屋市中村区,烏森町,３-５６-

４５３-８５８１ (株) ニューギン販売,愛知県,名古屋市中村区,烏森町,３-５６-

４５３-８７０２ (株) サポーティング中京,愛知県,名古屋市中村区,平池町,４-６０-１１

４５３-８５１２ (株) ジュニアー,愛知県,名古屋市中村区,黄金通,５-２８

４５３-８５６７ (株) 扇港電機,愛知県,名古屋市中村区,名西通,１-１-

４５３-８５７７ (株) 大同商会,愛知県,名古屋市中村区,並木,２-６７

４５３-８７０１ (株) 中京テレビ事業,愛知県,名古屋市中村区,平池町,４-６０-１１

４５３-８５８１ (株） ニューギン,愛知県,名古屋市中村区,烏森町,３-５６-

４５３-８５３３ (株) 萬勇,愛知県,名古屋市中村区,本陣通,４-１３

４５３-８７６５ (株) ミスターゴルフ,愛知県,名古屋市中村区,太閤,１-２１－１５

４５３-８５８５ (株) ユーハイム 東海支社,愛知県,名古屋市中村区,大秋町,２-４２

４５３-８５３９ (株) レアールパスコベーカリーズ,愛知県,名古屋市中村区,並木,１-２９６-

４５３-８６１１ 河田フェザー (株),愛知県,名古屋市中村区,並木,１-２６７-

４５３-８５６５ 学校法人 東京ＩＴ会計法律名古屋学園,愛知県,名古屋市中村区,椿町,１４番８号

４５３-８５４０ 学校法人 同朋学園,愛知県,名古屋市中村区,稲葉地町,７-１

４５３-８５２１ (財) 名古屋公衆医学研究所,愛知県,名古屋市中村区,長筬町,４-２３

４５３-８５７０ 大和ハウス工業 (株) 名古屋支社,愛知県,名古屋市中村区,平池町,４-６０-９

４５３-８７０４ 中京テレビ放送 (株),愛知県,名古屋市中村区,平池町,４-６０－１１

４５３-８６０１ 中部電力パワーグリッド (株) 中村営業所,愛知県,名古屋市中村区,太閤通,７-３２

４５３-８５０１ 中村区役所,愛知県,名古屋市中村区,竹橋町,３６－３１

４５３-８５０５ 中村県税事務所,愛知県,名古屋市中村区,太閤,１-２０－１０

４５３-８５１１ 名古屋第一赤十字病院,愛知県,名古屋市中村区,道下町,３-３５

４５３-８５８０ 明治電機工業 (株),愛知県,名古屋市中村区,亀島,２-１３－８

４５３-８５２２ 山田工業 (株),愛知県,名古屋市中村区,竹橋町,９－９

４５３-８７７７ 学校法人 愛知大学 名古屋校舎,愛知県,名古屋市中村区,平池町,４-６０-６

４５３-８６６２ 東海デキストリン (株),愛知県,名古屋市中村区,太閤通,６-８８

４５３-８６８６ 名古屋中村税務署,愛知県,名古屋市中村区,太閤,３-４－１

４６０-８６６０ (株） 三菱ＵＦＪ銀行,愛知県,名古屋市中区,錦,二-２０番１５号

４６０-８６７２ あいおい損害保険 (株),愛知県,名古屋市中区,千代田,５-７番５号

４６０-８４５０ あいおい損害保険 (株) 名古屋栄ビル,愛知県,名古屋市中区,栄,５-１５番１８号

４６０-８５１２ 愛知県 尾張事務所,愛知県,名古屋市中区,三の丸,２-６番１号

４６０-８５６６ 愛知県 住宅供給公社,愛知県,名古屋市中区,丸の内,３-１９－３０

４６０-８４８３ 愛知県 名古屋東部県税事務所,愛知県,名古屋市中区,新栄町,２-９-

４６０-８５３４ 愛知県教育委員会,愛知県,名古屋市中区,三の丸,３-１番２号

４６０-８５０７ 愛知労働基準局,愛知県,名古屋市中区,三の丸,２-５－１

４６０-８４８１ 愛知労働金庫,愛知県,名古屋市中区,新栄,１-７－１２

４６０-８５５５ 旭屋 (株),愛知県,名古屋市中区,丸の内,２-１５－６

４６０-８６３０ 天野エンザイム (株) 本社,愛知県,名古屋市中区,錦,１-２番７号

４６０-８４４４ アリコ ジャパン,愛知県,名古屋市中区,栄,３-８番８号

４６０-８６１９ 安藤証券 (株),愛知県,名古屋市中区,錦,３-２３－２１



４６０-８６１８ 石田 (株),愛知県,名古屋市中区,錦,３-９－２７

４６０-８５５８ 伊勢久 (株),愛知県,名古屋市中区,丸の内,３-４－１５

４６０-８６７０ ＳＭＢＣファイナンスサービス (株),愛知県,名古屋市中区,丸の内,三-２３番２０号

４６０-８３５０ ＳＭＢＣファイナンスサービス (株),愛知県,名古屋市中区,正木,三-５番１４号

４６０-８３０２ エヌエスディ (株),愛知県,名古屋市中区,大須,３-３１－２８

４６０-８４５１ 兼松エレクトロニクス (株) 名古屋支店,愛知県,名古屋市中区,栄,２-９番３号

４６０-８３６０ (株) 愛知冠婚葬祭互助会,愛知県,名古屋市中区,正木,１-２－８

４６０-８４３９ (株) アトム,愛知県,名古屋市中区,栄,４-２番７号

４６０-８６３７ (株) アルペン,愛知県,名古屋市中区,丸の内,２-９番４０号

４６０-８４２６ (株) エイシアインターナショナル,愛知県,名古屋市中区,栄,２-７番１１号

４６０-８５８６ (株) オリエントコーポレーション 名古屋支店,愛知県,名古屋市中区,錦,１-１８－２２

４６０-８３３１ (株) カテックス,愛知県,名古屋市中区,上前津,１-３－３

４６０-８５７７ (株) 加名市,愛知県,名古屋市中区,丸の内,１-７－１７

４６０-８４０２ (株) 熊谷組 名古屋支店,愛知県,名古屋市中区,栄,４-３－２６昭和ビル８Ｆ

４６０-８６０６ (株) シーエフプランニング,愛知県,名古屋市中区,栄,２-２番２３号

４６０-８４７７ (株) ジーノット,愛知県,名古屋市中区,栄,二-１６番１５号

４６０-８６３３ (株) 竹中工務店 名古屋支店,愛知県,名古屋市中区,錦,２-２－１３

４６０-８５３８ (株) ダイテック,愛知県,名古屋市中区,錦,３-２２番２０号

４６０-８４３０ (株) 大丸松坂屋百貨店 松坂屋名古屋店,愛知県,名古屋市中区,栄,３-１６番１号

４６０-８５４５ (株) 中部しんきんカード,愛知県,名古屋市中区,錦,１-４番６号

４６０-８３３０ (株) 槌屋,愛知県,名古屋市中区,上前津,２-９－２９

４６０-８４４５ (株) 電通 中部支社,愛知県,名古屋市中区,栄,４-１６－３６

４６０-８４０８ (株) トーエネック,愛知県,名古屋市中区,栄,１-２０－３１

４６０-８６２１ (株) 東海総合研究所,愛知県,名古屋市中区,錦,３-２０－２７

４６０-８６０８ (株) 名古屋観光ホテル,愛知県,名古屋市中区,錦,１-１９－３０

４６０-８４７５ (株) 名古屋リビング新聞社,愛知県,名古屋市中区,新栄,１-６－１５

４６０-８４６１ (株) 名古屋流行発信,愛知県,名古屋市中区,新栄,１-６－１５

４６０-８３３８ (株) ナデックス,愛知県,名古屋市中区,古渡町,９－２７

４６０-８４３３ (株) 新潟鐵工所 名古屋支店,愛知県,名古屋市中区,栄,３-７－２０

４６０-８７０７ (株) ＮＩＰＰＯ 中部支店,愛知県,名古屋市中区,錦,一-１９番２４号

４６０-８４８５ (株) 日本メディカル総研 名古屋支社,愛知県,名古屋市中区,千代田,４-２３番２号

４６０-８３１５ (株) バッファロー,愛知県,名古屋市中区,大須,三-３０-２０号

４６０-８４３５ (株) 日立製作所 中部支社,愛知県,名古屋市中区,栄,３-１７－１２

４６０-８５５０ (株) 藤栄,愛知県,名古屋市中区,丸の内,３-６－１４

４６０-８４４０ (株) ベネッセコーポレーション 名古屋事業所,愛知県,名古屋市中区,栄,４-２－２９

４６０-８３５１ (株) 毎日新聞社 中部本社,愛知県,名古屋市中区,正木,２００２/３/１

４６０-８３５１ (株) 毎日新聞社 中部本社 名古屋本部,愛知県,名古屋市中区,正木,２００２/３/１

４６０-８４１６ (株) 松村組 名古屋支店,愛知県,名古屋市中区,栄,２-５番１号

４６０-８４０３ (株) 御園座,愛知県,名古屋市中区,栄,１-１０番５号

４６０-８３１８ (株) 八神製作所,愛知県,名古屋市中区,千代田,２-１６－３０

４６０-８５３５ (株) ロイヤル,愛知県,名古屋市中区,栄,２-１１番３０号

４６０-８４１１ 木曽興業 (株),愛知県,名古屋市中区,栄,１-７－２３

４６０-８５３２ キャノンマーケティングジャパン (株) 名古屋支店,愛知県,名古屋市中区,錦,１-１１番１１

４６０-８６２３ 県民共済愛知県 生活協同組合,愛知県,名古屋市中区,錦,３-６番２９号

４６０-８６２５ 興和 (株),愛知県,名古屋市中区,錦,三-６番２９号

４６０-８６３１ 国際電信電話 (株) 名古屋支店（ＫＤＤ）,愛知県,名古屋市中区,錦,１-１８－３３

４６０-８５１７ 国土交通省 中部地方整備局 港湾空港部,愛知県,名古屋市中区,丸の内,二-１番３６号

４６０-８５１４ 国土交通省 中部地方設備局,愛知県,名古屋市中区,三の丸,２-５－１

４６０-８２０１ 個人市民税特別徴収センター,愛知県,名古屋市中区,丸の内,３-１０番４号

４６０-８６３２ コスモ石油 (株) 名古屋支店,愛知県,名古屋市中区,錦,１-３－７

４６０-８３３３ ゴムノイナキ (株),愛知県,名古屋市中区,上前津,２-８－１

４６０-８６１４ 五洋建設 (株) 名古屋支店,愛知県,名古屋市中区,栄,一-２番７号

４６０-８５５９ (財) 日本無線協会 東海支部,愛知県,名古屋市中区,丸の内,３-５－１０

４６０-８５８０ 清水建設 (株) 名古屋支店,愛知県,名古屋市中区,錦,１-３－７

４６０-８５７５ 社団法人 中部建設協会,愛知県,名古屋市中区,丸の内,３-５－１０

４６０-８５３０ 社団法人 名古屋タイムズ社,愛知県,名古屋市中区,丸の内,１-３－１０

４６０-８２０４ 社団法人 日本電気協会 中部支部,愛知県,名古屋市中区,栄,４-６番１５号

４６０-８４５５ 新日本法規出版 (株),愛知県,名古屋市中区,栄,１-２３－２０

４６０-８４５６ 新日本法規出版 (株) 名古屋支社,愛知県,名古屋市中区,栄,１-２６番１１号

４６０-８３５８ 寿がきや食品 (株),愛知県,名古屋市中区,大須,４-１１番３９号

４６０-８６３８ スターキャット・ケーブルネットワーク (株),愛知県,名古屋市中区,錦,１-１６番７号

４６０-８３１２ セルバンク クリニック,愛知県,名古屋市中区,千代田,４-２３－２

４６０-８５５１ 損害保険ジャパン日本興亜 (株),愛知県,名古屋市中区,丸の内,３-２２－２１

４６０-８５３６ 損害保険ジャパン日本興亜 (株),愛知県,名古屋市中区,錦,１－１６－２０

４６０-８４１２ 大日本土木 (株) 名古屋支店,愛知県,名古屋市中区,錦,１-１９番２４号

４６０-８３８３ 大有建設 (株),愛知県,名古屋市中区,金山,５-１４－２

４６０-８４９１ 大和ハウス工業 (株) 名古屋支社,愛知県,名古屋市中区,葵,１-２０－２２

４６０-８４３４ 中央電気工事 (株),愛知県,名古屋市中区,栄,３-１４－２２

４６０-８５２８ 中部運輸局,愛知県,名古屋市中区,三の丸,２-２番１号

４６０-８５１０ 中部経済産業局,愛知県,名古屋市中区,三の丸,２-５－２

４６０-８３１０ 中部電力パワーグリッド (株) 中電千代田ビル（名古屋支店、中営業所、中電力センター）,

４６０-８３１０ 愛知県,名古屋市中区,千代田,２-１２－１４

４６０-８３１０ 中部電力ミライズ (株) 名古屋営業本部,愛知県,名古屋市中区,千代田,２-１２－１４

４６０-８４２５ ＴＩＳ (株),愛知県,名古屋市中区,栄,二-８番２０号

４６０-８３２０ テルウェル西日本 (株) 東海支店,愛知県,名古屋市中区,松原,３-２－８

４６０-８４８２ テンプスタッフ・ピープル (株),愛知県,名古屋市中区,新栄町,１-５-

４６０-８４３２ 東海エレクトロニクス (株),愛知県,名古屋市中区,栄,３-３４－１４

４６９-８７９６ 東海監査室,愛知県,名古屋市中区,丸の内,３-２－５

４６０-８５２１ 東海財務局,愛知県,名古屋市中区,三の丸,３-３－１

４６０-８４３１ 東海東京証券 (株),愛知県,名古屋市中区,錦,３-２０番２７号

４６０-８５１６ 東海農政局,愛知県,名古屋市中区,三の丸,一-２番２号

４６０-８５４１ 東京海上日動火災保険 (株),愛知県,名古屋市中区,丸の内,２-２０番１９号

４６０-８６１５ 徳倉建設 (株),愛知県,名古屋市中区,錦,３-１３－５中央マンション

４６０-８４８４ 独立行政法人 都市再生機構 中部支社,愛知県,名古屋市中区,錦,３-５番２７号

４６０-８５１５ 中北薬品 (株) 本社事務所,愛知県,名古屋市中区,丸の内,３-５－１５

４６０-８５６０ 長瀬産業 (株) 名古屋支店,愛知県,名古屋市中区,丸の内,３-１４－１８

４６０-８５０５ 名古屋簡易裁判所,愛知県,名古屋市中区,三の丸,１-７－１

４６０-８５０３ 名古屋高等裁判所,愛知県,名古屋市中区,三の丸,１-４－１



４６０-８５２０ 名古屋国税局,愛知県,名古屋市中区,三の丸,３-３－２

４６０-８６２６ 名古屋市 金山市税事務所,愛知県,名古屋市中区,正木,３-５番３３号

４６０-８２０２ 名古屋市 市税収納事務センター,愛知県,名古屋市中区,丸の内,３-１０番４号

４６０-８４４７ 名古屋市中区役所,愛知県,名古屋市中区,栄,４-１－８

４６０-８４２２ 名古屋商工会議所,愛知県,名古屋市中区,栄,２-１０－１９

４６０-８５２３ 名古屋地方検察庁,愛知県,名古屋市中区,三の丸,４-３－１

４６０-８５０４ 名古屋地方裁判所,愛知県,名古屋市中区,三の丸,１-４－１

４６０-８５０９ 名古屋地方裁判所 執行部 民事第２部,愛知県,名古屋市中区,三の丸,１-７番４号

４６０-８３１１ 名古屋テレビ放送 (株),愛知県,名古屋市中区,橘,２-１０－１

４６０-８５２２ 名古屋中税務署,愛知県,名古屋市中区,三の丸,３-３－２

４６０-８５１３ 名古屋法務局,愛知県,名古屋市中区,三の丸,２-２－１

４６０-８５２４ 名古屋保護観察所,愛知県,名古屋市中区,三の丸,４-３－１

４６０-８６１０ ニチハ (株),愛知県,名古屋市中区,錦,２-１８番１９号

４６０-８２０３ 日刊スポーツ新聞 名古屋本社,愛知県,名古屋市中区,栄,１－３－３

４６０-８４１７ 日石三菱 (株) 中部支店,愛知県,名古屋市中区,新栄町,１-５-

４６０-８５２５ 日本電気 (株) 東海支社,愛知県,名古屋市中区,錦,１-１７－１

４６０-８６１７ 日本紙パルプ商事 (株) 中部支社,愛知県,名古屋市中区,丸の内,３-２２番２４号

４６０-８３６６ 日本経済新聞社 名古屋支社,愛知県,名古屋市中区,栄,４-１６－３３

４６０-８５０６ 日本電信電話 (株) 名古屋支店,愛知県,名古屋市中区,三の丸,１-９－１

４６０-８５６７ 日本メナード化粧品 (株),愛知県,名古屋市中区,丸の内,３-１８－１５

４６９-８７９３ 日本郵便 (株) 東海支社 郵便事業本部 (三種）,愛知県,名古屋市中区,丸の内,３-２－５

４６０-８６２８ 丹羽幸 (株),愛知県,名古屋市中区,錦,二-６番２号

４６０-８５８５ 富士通 (株) 東海支社,愛知県,名古屋市中区,錦,１-１０－１

４６０-８４０４ 富士フイルム (株),愛知県,名古屋市中区,栄,１－１２－１７

４６０-８４１５ ポッカサッポロフード＆ビバレッジ (株),愛知県,名古屋市中区,栄,４-２番２９号

４６０-８５３１ マスダ (株),愛知県,名古屋市中区,丸の内,１-８－１２

４６０-８６０５ マックスバリュ中部 (株) 本社事務所,愛知県,名古屋市中区,錦,１-１８番２２号

４６０-８７１１ 丸紅 (株) 中部支社,愛知県,名古屋市中区,錦,２-２番２号

４６０-８６１６ 万兵 (株),愛知県,名古屋市中区,錦,２-１２－１４

４６０-８３２１ ミサワホーム東海 (株),愛知県,名古屋市中区,新栄,二-１９番６号

４６０-８６３５ 三井海上火災保険 (株),愛知県,名古屋市中区,錦,１-２－１

４６０-８６０２ 八木兵 (株),愛知県,名古屋市中区,錦,２-３－１６

４６０-８５８８ ヤマハ (株) 名古屋支店,愛知県,名古屋市中区,錦,１-１８－２８

４６０-８４７０ 読売新聞 東京本社 中部支社,愛知県,名古屋市中区,栄,一-２番１号

４６０-８４９０ リゾートトラスト (株) 本社,愛知県,名古屋市中区,東桜,２-１８－３１

４６０-８３１４ リンタツ (株),愛知県,名古屋市中区,橘,１-２８－９

４６０-８５０１ 愛知県庁,愛知県,名古屋市中区,三の丸,３-１－２

４６０-８４０５ ＣＢＣ中部日本放送 (株),愛知県,名古屋市中区,新栄,１-２－８

４６０-８５０８ 名古屋市役所,愛知県,名古屋市中区,三の丸,３-１－１

４６０-８５１１ 中日新聞,愛知県,名古屋市中区,三の丸,１-６－１

４６０-８３１９ ＮＴＴ 東海支社,愛知県,名古屋市中区,大須,４-９－６０

４６０-８３２５ テレビ愛知 (株),愛知県,名古屋市中区,大須,２-４－８

４６０-８５７８ (株) エフエム名古屋,愛知県,名古屋市中区,丸の内,３-２０－１７

４６０-８３８８ (株) エフエム愛知,愛知県,名古屋市中区,千代田,２-１５－１８

４６０-８４０１ 富士ゼロックス愛知 (株) 本社,愛知県,名古屋市中区,栄,２-１番１号

４６０-８５６８ (株) 角川マーケティング 東海オフィス,愛知県,名古屋市中区,栄,５-２８－１９

４６０-８４８８ 朝日新聞 名古屋本社,愛知県,名古屋市中区,栄,１-３－３

４６０-８６８７ 愛知県共済生活 協同組合,愛知県,名古屋市中区,古渡町,１１－３３

４６０-８６８３ 出光興産 (株) 名古屋支店,愛知県,名古屋市中区,栄,２-１－１

４６０-８６５７ 伊藤伊 (株),愛知県,名古屋市中区,大須,１-２１－１０

４６０-８６６６ 岡谷鋼機 (株),愛知県,名古屋市中区,栄,２-４－１８

４６０-８６６５ 兼松 (株) 名古屋支社,愛知県,名古屋市中区,栄,２-９－３

４６０-８６７８ (株) 愛知銀行 本店,愛知県,名古屋市中区,栄,３-１４－１２

４６０-８６５０ (株) 川本製作所,愛知県,名古屋市中区,大須,４-１１－３９

４６０-８６８４ (株) さくら銀行 名古屋支店,愛知県,名古屋市中区,錦,２-１８－２４

４６０-８７０６ (株) 第一勧業銀行 名古屋支店,愛知県,名古屋市中区,錦,１-１９－２４

４６０-８６８１ (株) 中京銀行,愛知県,名古屋市中区,栄,３-３３－１３

４６０-８６６９ (株) 名古屋三越 栄本店,愛知県,名古屋市中区,栄,３-５－１

４６０-８６８８ (株) 富士銀行 名古屋支店,愛知県,名古屋市中区,栄,３-４－５

４６０-８６７４ (株) 丸栄,愛知県,名古屋市中区,栄,３-３－１

４６０-８６８６ (株) リオ横山,愛知県,名古屋市中区,平和,１-１５－２７

４６０-８７１８ 桜井 (株),愛知県,名古屋市中区,錦,２-３－１５

４６０-８６５５ シヤチハタ商事 (株) 名古屋支店,愛知県,名古屋市中区,千代田,４-１３－２４

４６０-８７０３ ジャックス (株) 名古屋支店,愛知県,名古屋市中区,栄,２-３－１

４６０-８６６７ 瀧定 (株),愛知県,名古屋市中区,錦,２-１３－１９

４６０-８６５３ 大和證券 (株) 名古屋支店,愛知県,名古屋市中区,錦,３-１５－３０

４６０-８６９０ 中電コンピューターサービス (株),愛知県,名古屋市中区,正木,１-４－６

４６０-８７０４ 東芝中部ライフエレクトロニクス (株),愛知県,名古屋市中区,金山,５-１８－２１

４６０-８６５１ 遠山産業 (株),愛知県,名古屋市中区,錦,２-１２－２８

４６０-８７２０ 富永電機 (株) 本社,愛知県,名古屋市中区,栄,１-８－１４

４６０-８６７１ 豊島 (株) 名古屋本社,愛知県,名古屋市中区,錦,２-１４－２７

４６０-８７０８ 日本銀行 名古屋支店,愛知県,名古屋市中区,錦,２-１－１

４６０-８６８９ 野村證券 (株) 名古屋支店,愛知県,名古屋市中区,錦,２-１９－２２

４６０-８６７９ モリリン (株) 名古屋支店,愛知県,名古屋市中区,錦,２-４－１４

４６６-８６６０ (株） ジョットインターナショナル 名古屋支店,愛知県,名古屋市昭和区,山手通,３-２１

４６６-８５５８ 愛知県 自動車会館,愛知県,名古屋市昭和区,滝子町,３０番１６号

４６６-８５０１ 愛知県名古屋南部県税事務所 高辻間税課,愛知県,名古屋市昭和区,円上町,２６番１５号

４６６-８６５５ 愛知県保険医協会,愛知県,名古屋市昭和区,妙見町,２－１９

４６６-８５５４ 味の素 (株) 名古屋支社,愛知県,名古屋市昭和区,阿由知通,２-３

４６６-８５１５ 安藤 (株),愛知県,名古屋市昭和区,白金,１-１６－７

４６６-８５８０ 一般社団法人 日本自動車連盟 愛知支部,愛知県,名古屋市昭和区,福江,３-７番５６号

４６６-８５６５ 一般社団法人 日本自動車連盟 中部本部,愛知県,名古屋市昭和区,福江,３-７番５６号

４６６-８５３９ (株) 一光 名古屋支店,愛知県,名古屋市昭和区,福江,１-１９－２３

４６６-８６３６ (株) ＡＴビジネス,愛知県,名古屋市昭和区,高辻町,６番８号

４６６-８５０７ (株) 木曽路,愛知県,名古屋市昭和区,白金,３-１８－１３

４６６-８５３３ (株) 日伝 名古屋支店,愛知県,名古屋市昭和区,白金,２-１０－７

４６６-８５４０ (株) ホンダベルノ愛知,愛知県,名古屋市昭和区,白金,１-５－８

４６６-８５６６ 公益社団法人 愛知県安全運転管理協議会,愛知県,名古屋市昭和区,円上町,２６番１５号



４６６-８６３０ 光洋マテリカ (株),愛知県,名古屋市昭和区,滝川町,４７－２４

４６６-８５１０ 榊原 (株),愛知県,名古屋市昭和区,白金,３-１７－１６

４６６-８５０５ 白川電気土木 (株),愛知県,名古屋市昭和区,白金,３-２１－５

４６６-８６３３ 聖霊病院,愛知県,名古屋市昭和区,川名山町,５６

４６６-８５１２ 竹田印刷 (株),愛知県,名古屋市昭和区,白金,１-１１－１０

４６６-８７１１ 辰巳屋興業 (株),愛知県,名古屋市昭和区,白金,３-２０－１５

４６６-８６５７ 大学生協 東海会館,愛知県,名古屋市昭和区,山手通,２-１６－１

４６６-８５１１ 中央工機 (株),愛知県,名古屋市昭和区,高辻町,４－３

４６６-８６６６ 中京大学,愛知県,名古屋市昭和区,八事本町,１０１－２

４６６-８５２５ 中京大学附属 中京高等学校,愛知県,名古屋市昭和区,川名山町,１２２

４６６-８５０２ トヨタＬ＆Ｆ中部 (株),愛知県,名古屋市昭和区,高辻町,６番８号

４６６-８５０８ トヨタカローラ愛豊 (株),愛知県,名古屋市昭和区,高辻町,６番８号

４６６-８５５５ 名古屋工業大学,愛知県,名古屋市昭和区,御器所町,

４６６-８５８５ 名古屋市昭和区役所,愛知県,名古屋市昭和区,阿由知通,３-１９

４６６-８５５０ 名古屋大学 医学部,愛知県,名古屋市昭和区,鶴舞町,６５

４６６-８５６０ 名古屋大学 医学部 附属病院,愛知県,名古屋市昭和区,鶴舞町,６５

４６６-８６５０ 名古屋第二赤十字病院,愛知県,名古屋市昭和区,妙見町,２－９

４６６-８６７３ 南山大学,愛知県,名古屋市昭和区,山里町,１８

４６６-８５６７ 日本年金機構 昭和年金事務所,愛知県,名古屋市昭和区,桜山町,５-９９-６

４６６-８５２２ 日本ペイント販売 (株) 中部支社,愛知県,名古屋市昭和区,白金,３-１８－２６

４６６-８６１０ ネッツトヨタ愛知 (株),愛知県,名古屋市昭和区,高辻町,６番８号

４６６-８６８８ ネッツトヨタ東海 (株),愛知県,名古屋市昭和区,高辻町,６番８号

４６６-８５８８ パイロットインキ (株),愛知県,名古屋市昭和区,緑町,３-１７

４６６-８５０６ 宮吉硝子 (株),愛知県,名古屋市昭和区,福江,３-７－２

４６６-８６５６ 矢崎総業 (株) 名古屋支店,愛知県,名古屋市昭和区,山手通,３-２１

４６６-８６３５ 中京テレビ放送 (株),愛知県,名古屋市昭和区,高峯町,１５４

４６６-８７０１ 愛知トヨタ自動車 (株),愛知県,名古屋市昭和区,高辻町,６－８

４６６-８７０７ 中京テレビ放送 (株),愛知県,名古屋市昭和区,高峯町,１５４

４６７-８６３３ (医）新生会 新生会・第一病院,愛知県,名古屋市瑞穂区,玉水町,１-３－２

４６７-８６３９ 愛知県立昭和高校,愛知県,名古屋市瑞穂区,玉水町,１-１８

４６７-８５８８ 愛知日野自動車 (株),愛知県,名古屋市瑞穂区,神穂町,７－１

４６７-８５８０ アミテック (株),愛知県,名古屋市瑞穂区,内浜町,３１－２５

４６７-８５７１ 石原商事 (株),愛知県,名古屋市瑞穂区,塩入町,１２－１９

４６７-８５５５ 一般社団法人 愛知県トラック協会,愛知県,名古屋市瑞穂区,新開町,１２－６

４６７-８５６６ (株) エクシング,愛知県,名古屋市瑞穂区,苗代町,２－１

４６７-８５６７ (株) エルモ社,愛知県,名古屋市瑞穂区,明前町,６－１４

４６７-８５２０ (株) シーテック,愛知県,名古屋市瑞穂区,洲雲町,４-４５-

４６７-８５６３ (株) 中央製作所,愛知県,名古屋市瑞穂区,内浜町,１－２４

４６７-８５８５ (株) パロマ,愛知県,名古屋市瑞穂区,桃園町,６－２３

４６７-８５８１ 木村刃物製造 (株),愛知県,名古屋市瑞穂区,塩入町,１５－１３

４６７-８６２６ 享栄高等学校,愛知県,名古屋市瑞穂区,汐路町,１-２６

４６７-８６０１ 公立大学法人 名古屋市立大学,愛知県,名古屋市瑞穂区,瑞穂町,字川澄１

４６７-８５１０ 昭和税務署,愛知県,名古屋市瑞穂区,瑞穂町,字西藤塚１－４

４６７-８５１１ 名古屋大谷高等学校,愛知県,名古屋市瑞穂区,高田町,４-１９

４６７-８５５８ 名古屋経済大学高蔵高等学校,愛知県,名古屋市瑞穂区,高田町,３-２８

４６７-８５５８ 名古屋経済名古屋経済大学高蔵中学校,愛知県,名古屋市瑞穂区,高田町,３-２８

４６７-８６２２ 名古屋市総合リハビリテーションセンター,愛知県,名古屋市瑞穂区,彌富町,字密柑山１－２

４６７-８５３１ 名古屋市瑞穂区役所,愛知県,名古屋市瑞穂区,瑞穂通,３-３２

４６７-８６０２ 名古屋市立 大学病院,愛知県,名古屋市瑞穂区,瑞穂町,字川澄１

４６７-８５０１ 名古屋市立大学 (経済学部）,愛知県,名古屋市瑞穂区,瑞穂町,字山の畑１

４６７-８５０１ 名古屋市立大学 人文社会学部）,愛知県,名古屋市瑞穂区,瑞穂町,字山の畑

４６７-８５０１ 名古屋市立大学 (教養教育）,愛知県,名古屋市瑞穂区,瑞穂町,字山の畑

４６７-８５０１ 名古屋市立大学 (経済学部）,愛知県,名古屋市瑞穂区,瑞穂町,字山の畑

４６７-８５０１ 名古屋市立大学 (人文社会学部ー）,愛知県,名古屋市瑞穂区,瑞穂町,字山の畑

４６７-８５０１ 名古屋市立大学 (教養教育）,愛知県,名古屋市瑞穂区,瑞穂町,字山の畑

４６７-８５０１ 名古屋市立大学 (自然科学研究教育センター）,愛知県,名古屋市瑞穂区,瑞穂町,字山の畑

４６７-８５０１ 名古屋市立大学 (計算センター）,愛知県,名古屋市瑞穂区,瑞穂町,字山の畑

４６７-８６０３ 名古屋市立大学 薬学部,愛知県,名古屋市瑞穂区,田辺通,３-１

４６７-８６１０ 名古屋女子大学・名古屋女子大学短期大学部,愛知県,名古屋市瑞穂区,汐路町,３-４０

４６７-８６１１ 名古屋女子大学中学校・高等学校,愛知県,名古屋市瑞穂区,汐路町,４-２１

４６７-８５２５ 日本特殊陶業 (株),愛知県,名古屋市瑞穂区,高辻町,１４－１８

４６７-８５３０ 日本ガイシ (株),愛知県,名古屋市瑞穂区,須田町,２－５６

４６７-８５６１ ブラザー工業 (株) 本社,愛知県,名古屋市瑞穂区,苗代町,１－１５

４６７-８５６２ ブラザー工業 (株) 瑞穂工場,愛知県,名古屋市瑞穂区,河岸,１-１－１

４６７-８５７７ ブラザー販売 (株),愛知県,名古屋市瑞穂区,苗代町,１－１５

４６７-８５２２ マドラス (株),愛知県,名古屋市瑞穂区,豆田町,５-２

４６７-８５３３ 丸美産業 (株),愛知県,名古屋市瑞穂区,瑞穂通,３-２１

４６７-８５２１ 瑞穂高等学校,愛知県,名古屋市瑞穂区,春敲町,２-１３

４６７-８６５１ フジパン (株),愛知県,名古屋市瑞穂区,松園町,１-５０

４６７-８６８６ フジパンストアー (株),愛知県,名古屋市瑞穂区,松園町,１-５０

４５６-８６０１ 愛知機械工業 (株),愛知県,名古屋市熱田区,川並町,２－１２

４５６-８５２３ 愛知日産自動車 (株),愛知県,名古屋市熱田区,桜田町,２０－３４

４５６-８６６６ アイホン (株),愛知県,名古屋市熱田区,神野町,２-１８-

４５６-８５６７ 熱田社会保険事務所,愛知県,名古屋市熱田区,伝馬,２-３－１９

４５６-８５８５ 熱田神宮宮庁,愛知県,名古屋市熱田区,神宮,一-１－１

４５６-８７６３ イオン熱田ショッピングセンター,愛知県,名古屋市熱田区,六野,１-２－１１

４５６-８６１０ 伊藤忠食品 (株) 東海営業本部,愛知県,名古屋市熱田区,新尾頭,一-６番９号

４５６-８５５６ ＮＴＰホールディングス (株),愛知県,名古屋市熱田区,尾頭町,２番２２号

４５６-８６８６ (株) イノアックリビング,愛知県,名古屋市熱田区,幡野町,８－１８

４５６-８６０２ (株) 昭和,愛知県,名古屋市熱田区,明野町,２－３

４５６-８５１６ (株) 中部プラントサービス,愛知県,名古屋市熱田区,五本松町,１１－２２

４５６-８５６０ (株) 名給,愛知県,名古屋市熱田区,新尾頭,２-２－６１

４５６-８５８０ (株) 名鉄パレ管財,愛知県,名古屋市熱田区,神宮,３-６番３４号

４５６-８５８８ (株) 山善 名古屋営業本部,愛知県,名古屋市熱田区,白鳥,２-１０番１０号

４５６-８６１２ 学校法人 名古屋学院大学,愛知県,名古屋市熱田区,熱田西町,１番２５号

４５６-８５８７ (財) ファインセラミックスセンター,愛知県,名古屋市熱田区,六野,２-４－１

４５６-８５３０ 全労済愛知県本部,愛知県,名古屋市熱田区,金山町,１-１２－７

４５６-８６２０ 中部森林管理局 名古屋事務所,愛知県,名古屋市熱田区,熱田西町,１番２０号



４５６-８５１１ 東邦ガス (株),愛知県,名古屋市熱田区,桜田町,１９－１８

４５６-８５０１ 名古屋市熱田区役所,愛知県,名古屋市熱田区,旗屋,２-９－５

４５６-８６８８ 名古屋青果 (株),愛知県,名古屋市熱田区,川並町,２番２２号

４５６-８５５５ 名古屋トヨペット (株),愛知県,名古屋市熱田区,尾頭町,２－２２

４５６-８５０３ 名古屋南公共職業安定所,愛知県,名古屋市熱田区,旗屋,二-２２番２１号

４５６-８６９１ 日本車輌製造 (株) 本社,愛知県,名古屋市熱田区,三本松町,１番１号

４５６-８６６８ ネッツトヨタ中京 (株),愛知県,名古屋市熱田区,大宝,１-１３番２０号

４５６-８６１１ みなと医療生活 協同組合 協立総合病院,愛知県,名古屋市熱田区,五番町,４－３３

４５６-８５０２ 郵送請求に係る証明書交付センター,愛知県,名古屋市熱田区,神宮,三-１番１５号

４５６-８７１１ 熱田税務署,愛知県,名古屋市熱田区,花表町,７－１７

４５６-８７３９ 商工組合中央金庫 熱田支店,愛知県,名古屋市熱田区,新尾頭,２-２－３３

４５４-８５６０ (株） あかのれん 千音寺店,愛知県,名古屋市中川区,新家,１-２４２１-

４５４-８５０４ (株） 鈴木商会,愛知県,名古屋市中川区,富田町,千音寺西尼ケ塚２０２

４５４-８５２２ 愛知県 中川警察署,愛知県,名古屋市中川区,篠原橋通,１-４

４５４-８５０３ 愛知県 名古屋西部県税事務所,愛知県,名古屋市中川区,中郷,１-３

４５４-８５６５ 伊藤ハム (株) 名古屋事務所,愛知県,名古屋市中川区,清川町,地内

４５４-８５２５ 医療法人 偕行会 名古屋共立病院,愛知県,名古屋市中川区,法華,１-１７２

４５４-８５０８ 上地木材,愛知県,名古屋市中川区,山王,２-３－７２

４５４-８５５０ (株) アズパーク,愛知県,名古屋市中川区,新家,１-２４２１-

４５４-８５１２ (株) 太田廣,愛知県,名古屋市中川区,十一番町,２-６-

４５４-８５０５ (株) ナスコム,愛知県,名古屋市中川区,乗越町,１-１７

４５４-８５１４ (株) ミツウロコ中部事業部,愛知県,名古屋市中川区,広川町,５-１

４５４-８５５５ (株) 名鉄交通商事 名鉄タクシーチケットセンター,

４５４-８５５５ 愛知県,名古屋市中川区,西日置,２-３番５号

４５４-８５２６ 金印 (株),愛知県,名古屋市中川区,八幡本通,２-６１

４５４-８５２９ シャープエレクトロニクスマーケティング (株),愛知県,名古屋市中川区,山王,３-５番５号

４５４-８５１９ シャープファイナンス (株) 中部統轄支店,愛知県,名古屋市中川区,山王,３-５－５

４５４-８５２４ シンコール (株),愛知県,名古屋市中川区,供米田,２-１８１５

４５４-８５１７ 瀧上工業 (株),愛知県,名古屋市中川区,清川町,２-１

４５４-８５１６ 大東建託 (株) 名古屋事務所,愛知県,名古屋市中川区,福住町,１－１５

４５４-８５５８ 中部運輸局 愛知運輸支局,愛知県,名古屋市中川区,北江町,１-１－２

４５４-８５０６ 中部鋼鈑 (株),愛知県,名古屋市中川区,小碓通,５-１

４５４-８５０１ 中川区役所,愛知県,名古屋市中川区,高畑,１-２２３

４５４-８５１１ 中川税務署,愛知県,名古屋市中川区,尾頭橋,１-７番１９号

４５４-８５１８ 中日本氷糖 (株),愛知県,名古屋市中川区,玉川町,１-１-

４５４-８５０２ 名古屋掖済会病院,愛知県,名古屋市中川区,松年町,４-６６

４５４-８５３３ 西山商事 (株),愛知県,名古屋市中川区,富田町,大字千音寺字１６割３７２１番１

４５４-８５２０ 日清製粉 (株) 名古屋工場,愛知県,名古屋市中川区,長良町,１-１

４５４-８５０９ 藤田保健衛生大学 坂文種報徳會病院,愛知県,名古屋市中川区,尾頭橋,３-６－１０

４５４-８５３０ 三ツ矢製菓 (株),愛知県,名古屋市中川区,富川町,４-１

４５４-８５２１ 宮崎精鋼 (株),愛知県,名古屋市中川区,丸米町,１-１

４５４-８５１５ 名鉄タクシーホールディングス (株),愛知県,名古屋市中川区,西日置,二-３番５号

４５４-８６５１ リンナイ (株),愛知県,名古屋市中川区,福住町,２－２６

４５４-８５２７ ワタナベフーマック (株),愛知県,名古屋市中川区,露橋,２-１２－２６

４５５-８６３９ (株） 服部家具センター,愛知県,名古屋市港区,南陽町大字西福田,字源蔵池５６

４５５-８６４８ 愛日木研 (株),愛知県,名古屋市港区,藤前,３-３０１-

４５５-８５３３ アピタ東海通店,愛知県,名古屋市港区,港明,一-１０番２８号

４５５-８６２０ イオンリテール (株) イオン南陽店,愛知県,名古屋市港区,春田野,１-３３０

４５５-８５２１ ＮＴＴ マーケティングアクト名古屋 (株) 中央南営業所,

４５５-８５２１ 愛知県,名古屋市港区,港楽,１-１３番１６号

４５５-８７７７ (株) 東京インテリア家具 名古屋本店,愛知県,名古屋市港区,川園,一-１１１-

４５５-８６７１ (株) 正直屋,愛知県,名古屋市港区,南陽町大字西福田,字源蔵池１２４

４５５-８５０５ (株) ダイセキ,愛知県,名古屋市港区,船見町,１-８６

４５５-８５１２ (株) テクノ中部,愛知県,名古屋市港区,大江町,３番１２

４５５-８６７０ (株) ＵＡＣＪ名古屋製造所,愛知県,名古屋市港区,千年,三-１番１２号

４５５-８６６８ 共立マテリアル (株),愛知県,名古屋市港区,築三町,２-４１番

４５５-８５４５ 国土交通省 中部地方整備局,愛知県,名古屋市港区,築地町,２-

４５５-８５３０ 独立行政法人 労働者健康安全機構 中部労災病院,

４５５-８５３０ 愛知県,名古屋市港区,港明,１-１０番６号

４５５-８６２６ 名古屋市 ささしま市税事務所 東海通出張所,愛知県,名古屋市港区,九番町,５-３-１

４５５-８５６０ 名古屋市国際展示場（ポートメッセなごや）,愛知県,名古屋市港区,金城ふ頭,二-２-

４５５-８５３５ 名古屋税関,愛知県,名古屋市港区,入船,二-３番１２号

４５５-８５２５ 名古屋南労働基準監督署,愛知県,名古屋市港区,港明,１-１０番４号

４５５-８６０１ 法務省 名古屋入国管理局,愛知県,名古屋市港区,正保町,５-１８番

４５５-８５５５ 三菱航空機 (株),愛知県,名古屋市港区,大江町,２-の１５

４５５-８５１５ 三菱重工業 (株) 名古屋航空宇宙システム製作所,愛知県,名古屋市港区,大江町,１０-

４５５-８６３０ ヤマト運輸 (株) 中部支社,愛知県,名古屋市港区,藤前,５-４０１－１

４５５-８６１０ ユニー (株) アピタ港店,愛知県,名古屋市港区,当知,二-１５０１-

４５５-８５８５ 吉田産業 (株),愛知県,名古屋市港区,川間町,１-１６３

４５５-８５０１ ららぽーと名古屋みなとアクルス,愛知県,名古屋市港区,港明,二-３番２号

４５５-８６０５ ＬＥＧＯＬＡＮＤ Ｊａｐａｎ (株),愛知県,名古屋市港区,金城ふ頭,二-２-１

４５５-８６０６ ＬＥＧＯＬＡＮＤ Ｊａｐａｎ Ｈｏｔｅｌ,愛知県,名古屋市港区,金城ふ頭,２-７－１

４５７-８５１５ 愛精病院,愛知県,名古屋市南区,曽池町,４-２８-

４５７-８５５５ カネハツ食品 (株),愛知県,名古屋市南区,豊,３-１９－２４

４５７-８５６７ (株) あかのれん 内田橋店,愛知県,名古屋市南区,明治,１-１８番９号

４５７-８５７７ (株) 大同機械製作所,愛知県,名古屋市南区,滝春町,９

４５７-８５６６ (株) チップトン,愛知県,名古屋市南区,豊田,３-１９－２１

４５７-８７１１ (株) 中部シントー,愛知県,名古屋市南区,元塩町,４-１４－１

４５７-８５６０ (株) テイラド,愛知県,名古屋市南区,塩屋町,４-１４-

４５７-８５８５ (株) ナカガワ,愛知県,名古屋市南区,明治,１-６－５

４５７-８５３３ (株) 丸政,愛知県,名古屋市南区,星崎,２-１０１

４５７-８５５１ (株) ミック,愛知県,名古屋市南区,元塩町,３-１８

４５７-８５８８ (株) 八神製作所,愛知県,名古屋市南区,東又兵ヱ町,一-５７番２

４５７-８５３５ 近藤産興 (株),愛知県,名古屋市南区,浜田町,１-１０

４５７-８５１２ 社会福祉法人 大同福祉会,愛知県,名古屋市南区,白水町,２０-

４５７-８５１０ 社会保険中京病院,愛知県,名古屋市南区,三条,１-

４５７-８５３０ 大同大学,愛知県,名古屋市南区,滝春町,１０－３

４５７-８５３１ 大同大学 滝春校舎,愛知県,名古屋市南区,滝春町,１０－３



４５７-８５３２ 大同大学 白水校舎,愛知県,名古屋市南区,白水町,４０

４５７-８７１２ 大同特殊鋼 (株) 機械事業部 滝春テクノセンター,愛知県,名古屋市南区,滝春町,９-

４５７-８５４５ 大同特殊鋼 (株) 星崎工場,愛知県,名古屋市南区,大同町,２-３０

４５７-８５１１ 大同病院,愛知県,名古屋市南区,白水町,９

４５７-８５０８ 名古屋市南区役所,愛知県,名古屋市南区,前浜通,３-１０-

４５７-８５０１ ネッツトヨタ東海 (株),愛知県,名古屋市南区,千竈通,１-３６－５

４５７-８５２２ 三井化学 (株) 名古屋工場,愛知県,名古屋市南区,丹後通,２-１

４５７-８５５８ 三菱ふそうトラック・バス (株) 東海ふそう,愛知県,名古屋市南区,星崎,２-９６-

４６３-８５０２ 愛知県立大学 看護学部,愛知県,名古屋市守山区,大字上志段味,字東谷

４６３-８５０３ 愛知県立守山高等学校,愛知県,名古屋市守山区,大字中志段味,字元屋敷１２６７

４６３-８５８０ アサヒビール (株) 名古屋工場,愛知県,名古屋市守山区,西川原町,３１８-

４６３-８５７５ アサヒロジ (株) 名古屋支店,愛知県,名古屋市守山区,新守西,１５０１-

４６３-８５３０ 医療法人 香流会 絋仁病院,愛知県,名古屋市守山区,４軒家,１-７１０

４６３-８５５５ 尾家産業 (株) 名古屋支店,愛知県,名古屋市守山区,小幡宮ノ腰,７－１４

４６３-８５４１ 応用地質 (株) 中部支社,愛知県,名古屋市守山区,瀬古東,２-９０７-

４６３-８５４８ (株) 青柳ういろう,愛知県,名古屋市守山区,瀬古,１-８０３-

４６３-８５４０ (株) あらた家庭用品 東海支店,愛知県,名古屋市守山区,瀬古東,３-２００６-

４６３-８５３５ (株) サガミホールディングス,愛知県,名古屋市守山区,八剣,二-１１８-

４６３-８５３３ (株) 清水屋 藤ケ丘店,愛知県,名古屋市守山区,森孝東,１-５０９

４６３-８５３６ (株) ショクブン,愛知県,名古屋市守山区,向台,３-１８０７

４６３-８５５７ (株) 豊和化成,愛知県,名古屋市守山区,小六町,１０－２

４６３-８５２１ 金城学院大学,愛知県,名古屋市守山区,大森,２-１７２３

４６３-８５２２ グリーンシティケーブルテレビ (株),愛知県,名古屋市守山区,大森,３-３０１

４６３-８５７１ 昌和物産 (株),愛知県,名古屋市守山区,新守町,１０

４６３-８５０１ 新栄機工 (株),愛知県,名古屋市守山区,大字中志段味,字南原２６４６

４６３-８５５０ 大日本印刷 (株) 中部事業部,愛知県,名古屋市守山区,瀬古,３-２０１-

４６３-８５３８ トーシック (株),愛知県,名古屋市守山区,向台,２-１００２

４６３-８５４３ 東海大日本印刷 (株),愛知県,名古屋市守山区,瀬古,３-９０２-

４６３-８５６１ 独立行政法人 産業技術総合研究所 中部センター 中部産学官連携研究棟,

４６３-８５６１ 愛知県,名古屋市守山区,大字下志段味,字穴ケ洞２２６６－９９

４６３-８５６０ 独立行政法人 産業総合研究所 中部センター,

４６３-８５６０ 愛知県,名古屋市守山区,大字下志段味,字穴ケ洞２２６６－９８

４６３-８５８５ 名古屋市衛生研究所,愛知県,名古屋市守山区,大字下志段味,字穴ケ洞２２６６番１３２

４６３-８５６７ 名古屋市立 守山市民病院,愛知県,名古屋市守山区,守山,２-１８－２２

４６３-８５６５ 名古屋手袋 (株),愛知県,名古屋市守山区,長栄,２４－２８

４６３-８５７７ 西部機械 (株),愛知県,名古屋市守山区,新守山,６０６-

４６３-８５４７ 日本コンクリート (株),愛知県,名古屋市守山区,瀬古,３-１７２５-

４６３-８５４５ 丸眞 (株),愛知県,名古屋市守山区,小幡南,１-１－５

４６３-８５０５ 緑ケ丘カンツリークラブ,愛知県,名古屋市守山区,大字吉根,字長廻間３２４１

４６３-８５１０ 守山区役所,愛知県,名古屋市守山区,小幡,１-３－１

４６３-８５２８ 理科研 (株),愛知県,名古屋市守山区,元郷,２-１０７

４５８-８５０１ (株) 東亜製作所,愛知県,名古屋市緑区,鳴海町,字山下９８

４５８-８５２１ (株) 光金属工業所,愛知県,名古屋市緑区,鳴海町,字中汐田１３０

４５８-８５１０ 佐久間特殊鋼 (株),愛知県,名古屋市緑区,浦里,５-２５０

４５８-８５０８ ソルダーコート (株),愛知県,名古屋市緑区,鳴海町,字長田７５－１

４５８-８５２２ 高砂電気工業 (株),愛知県,名古屋市緑区,鳴海町,字杜若６６

４５８-８５０５ 中央発條 (株),愛知県,名古屋市緑区,鳴海町,字上汐田６８

４５８-８５１５ 中部電力 (株) 緑電力センター,愛知県,名古屋市緑区,鳴海町,字前之輪２１９

４５８-８５８５ 名古屋市緑区役所,愛知県,名古屋市緑区,青山,２-１５

４５８-８５３０ 鳴海製陶 (株),愛知県,名古屋市緑区,鳴海町,字伝治山３

４５８-８５０２ 日本車輌製造 (株) 鳴海製作所,愛知県,名古屋市緑区,鳴海町,字柳長８０

４５８-８５７０ ヒルズウォーク 徳重ガーデンズ,愛知県,名古屋市緑区,鳴海町,字徳重１８-の４４

４５８-８５７１ ピアゴ ラフーズ コア 徳重店,愛知県,名古屋市緑区,鳴海町,字徳重１８-の４４

４５８-８５８１ 名城食品 (株),愛知県,名古屋市緑区,有松町大字桶狭間,字高根２８－１

４５８-８５８０ 名鉄自動車整備 (株),愛知県,名古屋市緑区,曽根,二-４２７-

４５８-８５２０ ＵＤトラックス (株),愛知県,名古屋市緑区,鳴海町,字下汐田１５

４５８-８５５５ ユニー (株) アピタ鳴海店,愛知県,名古屋市緑区,鳴海町,字伝治山３-９

４５９-８５０１ (株) プロスチール,愛知県,名古屋市緑区,大高町,字大根山１５－１３５

４５９-８５１１ ゴムノイナキ (株) 大高本社,愛知県,名古屋市緑区,大高町,字奥中道４１

４５９-８５４０ 総合病院 南生協病院,愛知県,名古屋市緑区,南大高,２-２０４-

４５９-８５２２ 中部電力 (株) 技術開発本部研究企画部,

４５９-８５２２ 愛知県,名古屋市緑区,大高町,字北関山２０－１

４６５-８５５８ 愛知県 名東警察署,愛知県,名古屋市名東区,猪高台,２-１００９

４６５-８５０７ 愛知県立 千種高等学校,愛知県,名古屋市名東区,社台,２-２０６

４６５-８５１５ 愛知東邦大学,愛知県,名古屋市名東区,平和が丘,３-１１-

４６５-８６５１ エレックヒシキ (株),愛知県,名古屋市名東区,一社,４-２２

４６５-８６１２ (株) アトム,愛知県,名古屋市名東区,上社,３-８０１

４６５-８５２０ (株) コムラ,愛知県,名古屋市名東区,社台,３-１

４６５-８５０１ (株) チヨダ 中部地区本部,愛知県,名古屋市名東区,社台,３-１２４

４６５-８５５２ (株) トヨマック,愛知県,名古屋市名東区,本郷,３-１４７

４６５-８５５０ (株) 富士,愛知県,名古屋市名東区,本郷,３-１４８

４６５-８５６５ (株) プロトコーポレーション,愛知県,名古屋市名東区,藤森西町,８０６－２

４６５-８６２０ 国立療養所 東名古屋病院,愛知県,名古屋市名東区,梅森坂,５-１０１

４６５-８５０５ サンコー商事 (株),愛知県,名古屋市名東区,高社,２-２４５

４６５-８５６７ アルフレッサ (株) 東海オフィス,愛知県,名古屋市名東区,本郷,２-１７３－２

４６５-８５１０ 新統情報センター (株),愛知県,名古屋市名東区,社台,３-１０９

４６５-８５６０ 中京三洋 (株),愛知県,名古屋市名東区,本郷,３-９１

４６５-８６７０ トーヨーキッチンアンドリビング (株),愛知県,名古屋市名東区,一社,２-２１-

４６５-８６１１ 東海コープ事業連合・めいきん生協,愛知県,名古屋市名東区,猪高町大字上社,字井堀２５－１

４６５-８５１６ 東邦高等学校,愛知県,名古屋市名東区,平和が丘,３-１１

４６５-８５６６ トヨタホーム名古屋 (株),愛知県,名古屋市名東区,上社,１-１３０７

４６５-８６２６ 名古屋市 栄市税事務所 上社出張所,愛知県,名古屋市名東区,社台,３-１８１番

４６５-８６１０ 名古屋市厚生院,愛知県,名古屋市名東区,勢子坊,２-１５０１

４６５-８５５１ 日本圧着端子製造 (株) 名古屋営業所,愛知県,名古屋市名東区,本郷,３-１３１

４６５-８６２２ 日本ぱちんこ部品 (株),愛知県,名古屋市名東区,牧の里,３-８０３-

４６５-８６６８ ネットトヨタ中部 (株),愛知県,名古屋市名東区,一社,１-６８

４６５-８５１１ 藤久 (株),愛知県,名古屋市名東区,高社,１-２１０

４６５-８５５５ 藤久 (株) 第２ビル,愛知県,名古屋市名東区,猪子石,２-１６０７



４６５-８５０８ 名東区役所,愛知県,名古屋市名東区,上社,２-５０

４６５-８５０６ 名東保健所,愛知県,名古屋市名東区,上社,２-５０

４６８-８５１３ 愛知県警察運転免許試験場,愛知県,名古屋市天白区,天白町大字平針,字黒石２８４５

４６８-８５３２ 安藤技建 (株),愛知県,名古屋市天白区,井の森町,１６３

４６８-８５０１ ＳＭＢＣファイナンスサービス (株),愛知県,名古屋市天白区,平針,二-３０３-

４６８-８５３６ (株) 瓶屋,愛知県,名古屋市天白区,植田,３-５０６

４６８-８５８５ (株) 丸越,愛知県,名古屋市天白区,道明町,７１

４６８-８５３７ 自動車安全運転センター 愛知県事務所,愛知県,名古屋市天白区,平針南,三-６０

４６８-８５３１ 大洋技研工業 (株),愛知県,名古屋市天白区,井の森町,２２２

４６８-８５０５ 中日販売 (株),愛知県,名古屋市天白区,元八事,１-１１４

４６８-８５１０ 天白区役所,愛知県,名古屋市天白区,島田,２-２０１

４６８-８５１４ 東海学園大学 名古屋キャンパス,愛知県,名古屋市天白区,中平,２-９０１-

４６８-８５１１ 豊田工業大学,愛知県,名古屋市天白区,久方,２-１２－１

４６８-８５２２ トヨタホーム名古屋 (株),愛知県,名古屋市天白区,植田南,３-８０８

４６８-８５３３ ナカシャクリエイテブ (株),愛知県,名古屋市天白区,井の森町,２０５－１

４６８-８５２０ 名古屋記念病院,愛知県,名古屋市天白区,平針,４-３０５

４６８-８６２６ 名古屋市 金山市税事務所 野並出張所,愛知県,名古屋市天白区,野並,３-４１２番１

４６８-８５０７ 名古屋女子大学 天白学舎,愛知県,名古屋市天白区,高宮町,１３０２-

４６８-８５５１ 名古屋東労働基準監督署,愛知県,名古屋市天白区,中平,５-２１０１-

４６８-８５３４ 日本ベターリビング (株),愛知県,名古屋市天白区,古川町,１１０

４６８-８５０２ 名城大学,愛知県,名古屋市天白区,塩釜口,１-５０１

４６８-８５０３ 名城大学 薬学部,愛知県,名古屋市天白区,八事山,１５０

４６８-８５１２ リョービ販売 (株),愛知県,名古屋市天白区,久方,１-１４５－１

４６８-８５８８ 名古屋製酪 (株),愛知県,名古屋市天白区,中砂町,３１０

４４０-８５２８ 愛知県東三河県税事務所,愛知県,豊橋市,八町通,５-４-

４４０-８５１５ 愛知県東三河総局,愛知県,豊橋市,八町通,５-４-

４４０-８５２０ 医療法人 青雲会佐野病院,愛知県,豊橋市,松葉町,３-１０

４４０-８５２６ 岩附 (株),愛知県,豊橋市,大村町,字山所１８-

４４０-８５０５ ＮＴＴ 三河支店,愛知県,豊橋市,札木町,４３

４４０-８５４３ (株) エフエム豊橋,愛知県,豊橋市,小畷町,５９６-

４４０-８５３３ (株) サーラコーポレーション,愛知県,豊橋市,駅前大通,１-５５-

４４０-８５１７ (株) 精文館書店,愛知県,豊橋市,広小路,１-６

４４０-８５２１ (株) 大仙,愛知県,豊橋市,下地町,字柳目８

４４０-８５２５ (株) フジ電材,愛知県,豊橋市,下地町,字天神３４－２

４４０-８５１６ 学校法人 桜丘学園,愛知県,豊橋市,南牛川,２-１－１１

４４０-８５１０ 国立病院機構豊橋医療センター,愛知県,豊橋市,飯村町,字浜道上５０-

４４０-８５３１ サーラエナジー (株),愛知県,豊橋市,駅前大通,一-５５-

４４０-８５１８ ササキ (株),愛知県,豊橋市,八町通,５-７

４４０-８５１３ 鈴与商事 (株) 豊橋支店,愛知県,豊橋市,大橋通,３-１１２

４４０-８５２４ スバル東愛知販売 (株),愛知県,豊橋市,下地町,字境田９５－１

４４０-８５３０ 東海漬物 (株),愛知県,豊橋市,駅前大通,２-２８-

４４０-８５２７ 豊橋ケーブルネットワーク (株),愛知県,豊橋市,小畷町,５９６

４４０-８５０７ 豊橋公共職業安定所,愛知県,豊橋市,大国町,１１１

４４０-８５０２ 豊橋市上下水道局,愛知県,豊橋市,牛川町,字下モ田２９－１

４４０-８５０１ 豊橋市役所,愛知県,豊橋市,今橋町,１

４４０-８５０８ 豊橋商工会議所,愛知県,豊橋市,花田町,字石塚４２－１

４４０-８５０４ 豊橋税務署,愛知県,豊橋市,大国町,１１１

４４０-８５１１ 豊橋創造大学,愛知県,豊橋市,牛川町,字松下２０－１

４４０-８５１２ 豊橋創造大学 短期大学部,愛知県,豊橋市,牛川町,字松下２０－１

４４０-８５０６ 豊橋労働基準監督署,愛知県,豊橋市,大国町,１１１

４４０-８５２３ 中西相互 (株),愛知県,豊橋市,下地町,字長池３６

４４０-８５２２ 東愛知日産自動車 (株),愛知県,豊橋市,下地町,字操穴４３

４４０-８５１４ マルキチ商事 有限会社,愛知県,豊橋市,つつじが丘,３-３６－４

４４０-８６０１ 三菱ケミカル (株) 豊橋事業所,愛知県,豊橋市,牛川通,４-１-の２

４４０-８６０４ 豊橋鉄道 (株),愛知県,豊橋市,駅前大通,１-４６-１

４４０-８６０３ 豊橋信用金庫,愛知県,豊橋市,小畷町,５７９

４４１-８５２５ 愛知県経済農業 協同組合連合会,愛知県,豊橋市,西幸町,字笠松１１１

４４１-８５２２ 愛知大学,愛知県,豊橋市,町畑町,１－１

４４１-８５０７ 渥美運輸 (株),愛知県,豊橋市,明海町,２－２８

４４１-８６８６ 伊藤ハム (株) 豊橋工場,愛知県,豊橋市,藤並町,字藤並７３

４４１-８５５５ 医療法人 義興会 可知病院,愛知県,豊橋市,南大清水町,字富士見４５６-

４４１-８５３０ 医療法人 澄心会 豊橋ハートセンター,愛知県,豊橋市,大山町,字五分取２１-の１

４４１-８５１９ (株) 石黒製薬所,愛知県,豊橋市,若松町,字若松１４６

４４１-８５７７ (株) 新来島豊橋造船,愛知県,豊橋市,明海町,２２-

４４１-８５０２ (株) 住野商会,愛知県,豊橋市,花田町,字荒木１５

４４１-８５８８ (株) 中部,愛知県,豊橋市,神野新田町,字トノ割２８

４４１-８６６６ (株) 東愛知新聞社,愛知県,豊橋市,新栄町,字鳥畷６２

４４１-８５０３ (株) マーメイド,愛知県,豊橋市,三ツ相町,２４０

４４１-８５１２ (株) 丸金商会,愛知県,豊橋市,問屋町,１－８

４４１-８５６６ ガステックサービス (株),愛知県,豊橋市,白河町,１００-

４４１-８５０１ ガステックサービス (株) 豊橋事業所,愛知県,豊橋市,花田町,字荒木４１－１

４４１-８５１１ サーラＥ＆Ｌ東三河 (株),愛知県,豊橋市,神野新田町,字テノ割１-

４４１-８５１１ サーラエナジー (株),愛知県,豊橋市,神野新田町,字テノ割１-

４４１-８５１５ 玉川屋 (株),愛知県,豊橋市,問屋町,２－２

４４１-８５５８ 中部ホームサービスステーション,愛知県,豊橋市,問屋町,１－２３

４４１-８５１０ トピー工業 (株) 豊橋製造所,愛知県,豊橋市,明海町,１

４４１-８５８０ 豊橋技術科学大学,愛知県,豊橋市,天伯町,字雲雀ケ丘１－１

４４１-８５３９ 豊橋市保健所・保健センター及びこども発達センター,愛知県,豊橋市,中野町,字中原１００

４４１-８５７０ 豊橋市民病院,愛知県,豊橋市,青竹町,字八間西５０

４４１-８５１７ トヨハシ種苗 (株),愛知県,豊橋市,向草間町,字北新切１２－１

４４１-８５５０ フォルクスワーゲングループジャパン (株),愛知県,豊橋市,明海町,５－１０

４４１-８５４０ ポップリベット・ファスナー (株),愛知県,豊橋市,野依町,字細田

４４１-８５６０ 武蔵精密工業 (株),愛知県,豊橋市,植田町,字大膳３９－５

４４１-８５３３ 守田屋塗料 (株),愛知県,豊橋市,問屋町,１－２４

４４１-８５４５ ユーアイ電子 (株),愛知県,豊橋市,曙町,字松並１０１

４４１-８５２０ ユタカ自動車総業 (株),愛知県,豊橋市,中野町,字平北８０

４４１-３１９２ 朝日工業 (株),愛知県,豊橋市,原町,字蔵社８８

４４１-３１９５ シンフォニアテクノロジー (株) 豊橋製作所,愛知県,豊橋市,三弥町,字元屋敷１５０



４４１-３１９４ 日東電工 (株) 豊橋事業所,愛知県,豊橋市,中原町,字平山１８

４４１-３１９６ 福井漁網 (株),愛知県,豊橋市,中原町,字岩西５－１

４４１-３１９３ 本多電子 (株),愛知県,豊橋市,大岩町,字小山塚２０

４４４-８５６４ アイシン・エイ・ダブリュ (株） 岡崎工場,愛知県,岡崎市,岡町,字原山６－１８

４４４-８５２０ 愛知学泉大学,愛知県,岡崎市,舳越町,字上川成２８

４４４-８６１２ 愛知県信用保証協会 西三河支店,愛知県,岡崎市,上明大寺町,二-１３-

４４４-８５５１ 愛知県西三河事務所,愛知県,岡崎市,明大寺本町,１-４

４４４-８５５５ 愛知県立岡崎工業高等学校,愛知県,岡崎市,羽根町,字陣場４７

４４４-８５４５ 岡崎市保健所,愛知県,岡崎市,若宮町,２-１－１

４４４-８５５３ 岡崎市民病院,愛知県,岡崎市,高隆寺町,字五所合３-１

４４４-８５５２ 岡崎税務署,愛知県,岡崎市,羽根町,北乾地５０-１

４４４-８５８８ (株) ＭＩＮＥＺＡＷＡ,愛知県,岡崎市,井田南町,４-５

４４４-８５３０ (株) 川本製作所 岡崎工場,愛知県,岡崎市,橋目町,字御領田１

４４４-８５４３ (株) 新東,愛知県,岡崎市,錦町,４－１７

４４４-３５９３ (株) ジェイテクト 岡崎工場,愛知県,岡崎市,市場町,字桐山八�４４４８５６７ (株) レッドバロン,愛知県,岡崎市,

大平町,字才勝８－１

４４４-８５８１ 志賀為 (株),愛知県,岡崎市,羽根町,字東荒子３５

４４４-８５１７ 住友生命保険 相互会社 愛知東支社,愛知県,岡崎市,康生通南,３-５

４４４-８７１０ 西武百貨店 岡崎店,愛知県,岡崎市,戸崎町,字外山３８－５

４４４-８５８５ 大学共同利用機関法人 自然科学研究機構,愛知県,岡崎市,明大寺町,字西郷中３８

４４４-８７８７ 大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 岡崎山手地区,

４４４-８７８７ 愛知県,岡崎市,明大寺町,字東山５－１

４４４-８６０６ 中部電力パワーグリッド (株) 岡崎支社,愛知県,岡崎市,戸崎町,字大道東７

４４４-８６０６ 中部電力ミライズ (株) 岡崎営業本部,愛知県,岡崎市,戸崎町,字大道東７

４４４-８５１６ 槌屋ヤック (株),愛知県,岡崎市,日名西町,３-

４４４-８５１２ 東レ・モノフィラメント (株),愛知県,岡崎市,昭和町,字河原１

４４４-８５２２ 東レ(株) 岡崎工場,愛知県,岡崎市,矢作町,字出口１

４４４-８５０７ 東京海上火災保険 (株),愛知県,岡崎市,康生通南,２-５０

４４４-８５２５ トラスコ中山 (株) プラネット東海,愛知県,岡崎市,岡町,字南久保１８

４４４-８５５４ 名古屋地方裁判所 岡崎支部,愛知県,岡崎市,明大寺町,字奈良井３

４４４-８５３３ 名古屋法務局 岡崎支局,愛知県,岡崎市,羽根町,字北乾地５０-１

４４４-８５０３ 西三河県税事務所,愛知県,岡崎市,明大寺本町,１-４

４４４-８５６０ 日清紡績 (株) 美合工機工場,愛知県,岡崎市,美合町,字小豆坂３０

４４４-８５１０ 日清紡績 (株) 美合工場,愛知県,岡崎市,美合町,字入込４５

４４４-８５１５ 日本司法支援センター 愛知地方事務所 三河支部（法テラス三河）,

４４４-８５１５ 愛知県,岡崎市,十王町,２-９-

４４４-８５４０ 富士ファイン (株),愛知県,岡崎市,日名西町,１１－２１

４４４-８５５８ フタバ産業 (株),愛知県,岡崎市,橋目町,字御茶屋１

４４４-８５８０ マルヤス工業 (株) 岡崎工場,愛知県,岡崎市,橋目町,北山１-

４４４-２１９８ ミクスネットワーク (株),愛知県,岡崎市,薮田,一-１-５号

４４４-８５０１ 三菱自動車工業 (株) 名古屋自動車製作所・技術センター,

４４４-８５０１ 愛知県,岡崎市,橋目町,字中新切１

４４４-８５４２ 三菱ＵＦＪニコス (株) 岡崎支店,愛知県,岡崎市,康生通南,３-３１-

４４４-８５０８ 名邦塗料商事 (株),愛知県,岡崎市,康生通東,２-６３

４４４-８５７７ ユアサ商事 (株) 岡崎支店,愛知県,岡崎市,康生通南,３-１１-

４４４-８５１１ ユニチカ (株) 岡崎工場,愛知県,岡崎市,日名北町,４－１

４４４-８５８６ リコーエレメックス (株) 岡崎事業所,愛知県,岡崎市,井田町,字３-６９

４４４-８６８６ ＩＰＣ国際ペットカルチャー総合学院,愛知県,岡崎市,大平町石亀, 1-９６

４４４-２１９２ 東海光学 (株),愛知県,岡崎市,恵田町,字下田５－２６

４４４-２１９３ マルサンアイ (株),愛知県,岡崎市,仁木町,字荒下１

４４４-３５９５ (株) 前田シェルサービス,愛知県,岡崎市,池金町,字金山７６－４

４４４-３５９２ 豊興工業 (株),愛知県,岡崎市,鉢地町,字開山４５

４４４-３５９４ 豊田バンモップス (株),愛知県,岡崎市,舞木町,字城山１－５４

４４４-３６９６ 岡崎市役所 額田支所,愛知県,岡崎市,樫山町,字山ノ神２１-１

４４４-３６９２ (株) 高木製作所 岡崎工場,愛知県,岡崎市,牧平町,字岩田３－４２

４４４-３６９８ スタンレー電気 (株) 岡崎工場,愛知県,岡崎市,牧平町,字岩田３－３３

４４４-３６９５ 日本タッパーウェア (株) 岡崎製作所,愛知県,岡崎市,牧平町,字岩田３－３２

４４４-８６１０ 大久保商事 (株),愛知県,岡崎市,北野町,字池田２７

４４４-８６０１ 岡崎市役所,愛知県,岡崎市,十王町,２-９

４４４-８６１１ 岡崎商工会議所,愛知県,岡崎市,竜美南,１-２

４４４-８６０２ 岡崎信用金庫,愛知県,岡崎市,菅生町,字元菅４１

４９１-８５０６ 愛知県西尾張県税事務所,愛知県,一宮市,新生,２-２１番１２号

４９１-８６１１ いちい信用金庫,愛知県,一宮市,若竹,３-２番２号

４９１-８５０２ 一宮 税務署,愛知県,一宮市,栄,４-５－７

４９１-８５０９ 一宮公共職業安定所,愛知県,一宮市,八幡,４-８－７

４９１-８５０１ 一宮市役所,愛知県,一宮市,本町,２-５－６

４９１-８５５８ 一宮市立市民病院,愛知県,一宮市,文京,２-２－２２

４９１-８５５１ 医療法人 大雄会,愛知県,一宮市,桜,１-９－９

４９１-８５３１ 医療法人 山下病院,愛知県,一宮市,中町,１-３－５

４９１-８５６２ 大井田工業 (株),愛知県,一宮市,今伊勢町馬寄,字郷前５６－１

４９１-８５３５ (株) アバンセコーポレーション,愛知県,一宮市,中町,１-８－２６

４９１-８５１２ (株) 油伝商店,愛知県,一宮市,大字浅野,字田井戸田６０

４９１-８５３２ (株) カネスエ,愛知県,一宮市,下川田町,５-１

４９１-８５２８ (株) 三昭堂,愛知県,一宮市,あずら,３-９－２３

４９１-８５１６ (株) 滝善,愛知県,一宮市,せんい,２-１０－２２

４９１-８５５３ (株) タナカふとんサービス,愛知県,一宮市,天王,２-２番２号

４９１-８５７５ (株) 中日尾張折込ホールディングス,愛知県,一宮市,富士,３-５番１５号

４９１-８５１５ (株) ファッションヤマグチ,愛知県,一宮市,せんい,１-９－３

４９１-８５８５ (株) 名鉄百貨店 一宮店,愛知県,一宮市,新生,１-１番１号

４９１-８５３３ 県立一宮高校,愛知県,一宮市,北園通,６-９

４９１-８５１３ ササキセルム (株),愛知県,一宮市,せんい,２-９－１６

４９１-８５０５ サンファイン (株),愛知県,一宮市,八幡,５-１－１０８

４９１-８５７１ 中部電力パワーグリッド (株) 一宮営業所,愛知県,一宮市,浜町,６-２

４９１-８５２６ 中日本高速道路 (株),愛知県,一宮市,丹陽町九日市場,字竹之宮２０４

４９１-８５６１ 日本毛織 (株) 一宮工場,愛知県,一宮市,今伊勢町本神戸,字河原１

４９１-８５７６ 松永 (株),愛知県,一宮市,城崎通,６-１７

４９１-８６１０ モリリン (株),愛知県,一宮市,本町,４-２２－１０

４９１-８５７７ ユニー 一宮店,愛知県,一宮市,両郷町,１-６



４９１-８５５５ ワシズ機械 (株),愛知県,一宮市,音羽,３-１４－２５

４９１-０１９２ ソニー一宮 (株),愛知県,一宮市,大字高田,字池尻６

４９１-０３９４ アイコクアルファ (株) 一宮工場,愛知県,一宮市,萩原町萩原,字松山５３１－１０

４９１-０３９５ 和泉化成 (株),愛知県,一宮市,萩原町高木,字５０歩１－４

４９１-０３９２ 岩田食品 (株),愛知県,一宮市,萩原町,松山５６６－８

４９１-０３９３ 橋本毛織 (株),愛知県,一宮市,萩原町萩原,字松山５５０

４９１-８５０８ (株) ジェイオーディ,愛知県,一宮市,花池,４-１７－１２

４９１-８６８８ 愛和産業 (株),愛知県,一宮市,八幡,２-７－３

４９１-８６８６ 一宮商工会議所,愛知県,一宮市,栄,４-２－１

４９１-８６０１ (株) 壱番屋,愛知県,一宮市,三ツ井,６-１２－２３

４９１-８６１２ 中外国島 (株),愛知県,一宮市,大和町馬引,字焼野４８

４９１-８６０８ 長大 (株),愛知県,一宮市,栄,１-１０－１７

４９４-８６８６ 加藤産業 (株) 名古屋支店,愛知県,一宮市,明地,字南茱之木２５－２

４９４-８５１６ (株) ソトー 第二事業部,愛知県,一宮市,篭屋,５-８－１

４９４-８５０１ (株) ソトー 本社,愛知県,一宮市,篭屋,５-１－１

４９４-８５１１ (株) 山田ドビー,愛知県,一宮市,玉野,字下新田３５

４９４-８５０７ 栗原産業 (株),愛知県,一宮市,開明,字杁先５

４９４-８５０２ 豊田合成 (株) 尾西工場,愛知県,一宮市,明地,字東下城４０

４９４-８５０５ 尾西市民病院,愛知県,一宮市,冨田,１７７７

４９４-８６１１ 尾西信用金庫,愛知県,一宮市,篭屋,１-４－３

４９４-８６０１ 一宮市役所 尾西庁舎,愛知県,一宮市,東五城,字備前１２

４８０-１２９８ 名古屋学院大学,愛知県,瀬戸市,上品野町,１３５０

４８９-８４５０ (株） 尾張東部放送,愛知県,瀬戸市,仲切町,２２-

４８９-８５５５ 愛知県赤十字血液センター,愛知県,瀬戸市,南山口町,５３９－３

４８９-８５６７ インロック社 (株) インロック,愛知県,瀬戸市,西原町,１-８６

４８９-８５２０ 尾張瀬戸税務署,愛知県,瀬戸市,熊野町,７６-１

４８９-８６４５ (株） オプトン,愛知県,瀬戸市,暁町,３－２４

４８９-８６８０ (株) 成田製陶所,愛知県,瀬戸市,道泉町,７０

４８９-８６１１ 河村電器産業 (株),愛知県,瀬戸市,暁町,３－８６

４８９-８６４２ 公立陶生病院,愛知県,瀬戸市,西追分町,１６０

４８９-８７０１ 瀬戸市役所,愛知県,瀬戸市,追分町,６４－１

４８９-８５１１ 瀬戸商工会議所,愛知県,瀬戸市,見付町,2-３８

４８９-８６５０ 瀬戸信用金庫,愛知県,瀬戸市,東横山町,１１９－１

４８９-８５１０ テクノエイト (株),愛知県,瀬戸市,暁町,１

４８９-８５８５ 日本赤十字社 東海北陸ブロック血液センター,

４８９-８５８５ 愛知県,瀬戸市,南山口町,５３９-３

４８９-８５５０ 豊精密工業 (株),愛知県,瀬戸市,暁町,３－４５

４８９-８７７７ ロック・セールス社,愛知県,瀬戸市,西原町,１-７６-

４７５-８５０５ 愛知県知多県税事務所,愛知県,半田市,出口町,一-３６-

４７５-８５０１ 愛知県知多県民センター,愛知県,半田市,出口町,１-３６-

４７５-８５７４ 加藤電機 (株),愛知県,半田市,花園町,６-２８－１０

４７５-８５５７ (株) イシハラフード,愛知県,半田市,栄町,３-１３

４７５-８５４１ (株) 中京医薬品,愛知県,半田市,亀崎北浦町,２-１５－１

４７５-８５２８ (株) 鶴弥,愛知県,半田市,州の崎町,２－１２

４７５-８５８５ (株) 中埜酢店,愛知県,半田市,中村町,２-６

４７５-８５１１ 社団法人 半田市医師会健康管理センター,愛知県,半田市,神田町,１-１

４７５-８５２２ 社団法人 半田市医師会健康管理センター,愛知県,半田市,雁宿町,１-５４－８

４７５-８６１１ ＪＦＥスチール (株),愛知県,半田市,川崎町,１-１

４７５-８５５０ ツカサ工業 (株),愛知県,半田市,中午町,１７８

４７５-８５０２ 半田公共職業安定所,愛知県,半田市,宮路町,２００－４

４７５-８６０１ 半田社会保険事務所,愛知県,半田市,西新町,１-の１

４７５-８６６６ 半田市役所,愛知県,半田市,東洋町,２-１

４７５-８５９９ 半田市立半田病院,愛知県,半田市,東洋町,２-２９

４７５-８６５５ 半田信用金庫,愛知県,半田市,御幸町,８

４７５-８６８６ 半田税務署,愛知県,半田市,宮路町,５０－５

４７５-８５５５ 半田法人会,愛知県,半田市,出口町,１-４５－１１

４７５-８５６０ 半田労働基準監督署,愛知県,半田市,宮路町,２００－４

４７５-８５８８ 三菱東京ＵＦＪ銀行 半田支店,愛知県,半田市,広小路町,９０

４７５-８５１０ 山田紡績 (株),愛知県,半田市,乙川吉野町,３８

４７５-８６６８ 輸送機工業 (株),愛知県,半田市,上浜町,１０２

４８０-０３９２ 愛知県医療療育総合センター,愛知県,春日井市,神屋町,７１３－８

４８０-０３９５ ダイコク電機 (株）,愛知県,春日井市,坂下町,１-８７５

４８０-０３９３ 東洋電機 (株),愛知県,春日井市,神屋町,引沢１－３９

４８６-８５７５ (株） 中日総合サービス 春日井営業所,愛知県,春日井市,春日井上ノ町,割畑８０－５

４８６-８５０１ 愛知金属工業 (株),愛知県,春日井市,大手田酉町,３-１３－１８

４８６-８５１５ 愛知県東尾張県税事務所,愛知県,春日井市,鳥居松町,３-６５-

４８６-８６６６ 愛知電機 (株),愛知県,春日井市,愛知町,１

４８６-８５１０ 春日井市民病院,愛知県,春日井市,鷹来町,１-１-１

４８６-８６８６ 春日井市役所,愛知県,春日井市,鳥居松町,５-４４-

４８６-８５１１ 春日井商工会議所,愛知県,春日井市,鳥居松町,５-４５

４８６-８５５５ (株) イエローハット 中部エリア,愛知県,春日井市,美濃町,３-２０－１８

４８６-８５６７ (株) イケックス工業,愛知県,春日井市,御幸町,１-３－１

４８６-８５８８ (株) ゲオ,愛知県,春日井市,如意申町,５-１１－３

４８６-８５４０ 中部電力パワーグリッド (株) 春日井営業所,愛知県,春日井市,鳥居松町,４-８３

４８６-８５８５ 東洋電機 (株) 春日井工場,愛知県,春日井市,味美町,２-１５６

４８６-８５２２ パナソニックエコシステムズ (株),愛知県,春日井市,鷹来町,字下仲田４０１７

４８６-８５２４ パナソニック環境エンジニアリング (株),愛知県,春日井市,鷹来町,字上仲田３９０５－３

４８６-８５５０ 陸上自衛隊 春日井駐屯地,愛知県,春日井市,西山町,無�４８７８６２２ (株) キクチメガネ,愛知県,春日井市,高森

台,４-１１－１

４８７-８６５０ 中部精機 (株),愛知県,春日井市,気噴町,１-

４８７-８５０１ 中部大学,愛知県,春日井市,松本町,１２００

４４１-０３９３ (株) 丸上製作所,愛知県,豊川市,御津町佐脇浜,二号地１－１９

４４１-０１９４ サンビシ (株),愛知県,豊川市,篠束町,若宮５３

４４１-０１９５ 総合青山病院,愛知県,豊川市,小坂井町,道地１００-１

４４１-０１９３ 日本トレクス (株),愛知県,豊川市,伊奈町,南山新田３５０

４４１-０２９５ (株) 東海理化電機製作所 音羽工場,愛知県,豊川市,赤坂町,平山１-

４４２-８５９０ 協同組合 ギフト用品卸販売二十一世紀,愛知県,豊川市,新豊町,１-１３６-

４４１-０２９２ 豊川市 音羽支所,愛知県,豊川市,赤坂町,松本２５０-



４４１-０３９２ 豊川市 御津支所,愛知県,豊川市,御津町西方,日暮３０-

４４１-１２９４ オーエスジー (株),愛知県,豊川市,一宮町,上新切４５０

４４１-１２９５ (株) ＵＡＣＪ銅管,愛知県,豊川市,大木町,新道１００

４４１-１２９２ 豊川市一宮総合支所,愛知県,豊川市,一宮町,豊１

４４１-１２９３ 豊川信用金庫 事務センター,愛知県,豊川市,一宮町,幸６

４４２-８５８６ 愛知県立国府高等学校,愛知県,豊川市,国府町,下坊入１０－１

４４２-８５７３ 愛知県立豊川工業高等学校,愛知県,豊川市,新道町,１-３

４４２-８５０９ 旭テック (株) 豊川事業所,愛知県,豊川市,穂ノ原,２-１０

４４２-８５３１ 石黒商事 有限会社,愛知県,豊川市,豊川元町,３５

４４２-８５８７ イトモル (株),愛知県,豊川市,穂ノ原,２-１－１７

４４２-８５８８ イトモル精密(株),愛知県,豊川市,穂ノ原,２-１－１７

４４２-８５４３ オーエスジー (株),愛知県,豊川市,本野ケ原,３-２２

４４２-８５４４ オーエスジー (株) Ｒ＆Ｄセンター,愛知県,豊川市,本野ケ原,１-１５

４４２-８５７７ 岡田建設 (株),愛知県,豊川市,白鳥町,京次５２－１

４４２-８５７６ (株) アイイーメカトロニクス,愛知県,豊川市,白鳥町,野口前９-の５

４４２-８５８０ (株) ＡＩＨＯ,愛知県,豊川市,白鳥町,防入６０

４４２-８５３０ (株) 共栄社,愛知県,豊川市,美幸町,１-２６

４４２-８５６９ (株) 対松堂,愛知県,豊川市,新桜町通,３-１８

４４２-８５４１ (株) ツシマ,愛知県,豊川市,本野ケ原,３-４４

４４２-８５４６ (株) トヨコン,愛知県,豊川市,川花町,二-６２-

４４２-８５３５ (株) トヨテック 本社,愛知県,豊川市,西豊町,２-３５

４４２-８５１２ (株) 富士精工,愛知県,豊川市,穂ノ原,３-１４－１８

４４２-８５３３ (株) 三菱東京ＵＦＪ銀行 豊川支店,愛知県,豊川市,豊川栄町,１８

４４２-８５５８ コニカミノルタ 豊川サイト,愛知県,豊川市,金屋西町,１-８

４４２-８５８５ コニカミノルタ 三河サイト,愛知県,豊川市,八幡町,東赤土２

４４２-８５０３ コニカミノルタ 瑞穂サイト,愛知県,豊川市,穂ノ原,３-２２－１

４４２-８５３８ 宗教法人 豊川閣妙厳寺,愛知県,豊川市,豊川町,１

４４２-８５０１ シロキ工業 (株),愛知県,豊川市,千両町,下ノ市場３５－１

４４２-８５０５ 新東工業 (株) 豊川製作所,愛知県,豊川市,穂ノ原,３-１

４４２-８５１５ 新東ブレーター (株),愛知県,豊川市,大崎町,門１－１

４４２-８５７５ スズキ (株) 豊川工場,愛知県,豊川市,白鳥町,兎足１－２

４４２-８６０３ 世界心道教,愛知県,豊川市,諏訪,２-１０１

４４２-８５１０ 中日精工 (株),愛知県,豊川市,穂ノ原,３-１４－１

４４２-８５１１ 千代田電子工業 (株),愛知県,豊川市,穂ノ原,３-１４－４

４４２-８５９１ ＴＤＭ (株),愛知県,豊川市,穂ノ原,二-１０

４４２-８５１６ トーアス (株),愛知県,豊川市,大崎町,宮之坪５８

４４２-８５８１ 東海セイホク (株),愛知県,豊川市,市田町,本野原１８－７

４４２-８５０６ トピー工業 (株) 豊川製造所,愛知県,豊川市,穂ノ原,３-３０

４４２-８５６１ 豊川市民病院,愛知県,豊川市,八幡町,野路２３-

４４２-８６０１ 豊川市役所,愛知県,豊川市,諏訪,１-１

４４２-８５４０ 豊川商工会議所,愛知県,豊川市,豊川町,辺通４－４

４４２-８５２０ 豊川信用金庫,愛知県,豊川市,末広通,３-３４－１

４４２-８５０７ 名古屋大学太陽地球環境研究所,愛知県,豊川市,穂ノ原,３-１３

４４２-８５０２ 日本車輌製造 (株) 豊川製作所,愛知県,豊川市,穂ノ原,２-２０

４４２-８５１３ バスデイ (株),愛知県,豊川市,穂ノ原,２-１－１５

４４２-８５１７ ひまわり 農業協同組合,愛知県,豊川市,諏訪,１-１

４４２-８５４５ 福山通運 (株) 豊橋支店,愛知県,豊川市,本野ケ原,４-１

４４２-８５６６ マルスホームデザイン,愛知県,豊川市,正岡町,胡麻田７３２

４４２-８５３２ 宮地病院,愛知県,豊川市,豊川町,伊呂通４０

４４２-８５１８ ユニー (株) アピタ豊川店,愛知県,豊川市,諏訪,３-１３３

４４２-８６０２ 陸上自衛隊 豊川駐屯地,愛知県,豊川市,穂ノ原,１-１

４９６-８５７５ (株） 中日総合サービス 津島営業所,愛知県,津島市,神守町,八反田６５－１

４９６-８５３４ 愛知県 海部教育事務所,愛知県,津島市,西柳原町,１-１４

４９６-８５３２ 愛知県 海部農林水産事務所,愛知県,津島市,西柳原町,１-１４-

４９６-８５３３ 愛知県海部建設事務所,愛知県,津島市,西柳原町,１-１４-

４９６-８５３１ 愛知県海部県民センター,愛知県,津島市,西柳原町,１-１４

４９６-８５３５ 愛知県海部福祉相談センター,愛知県,津島市,西柳原町,１-１４-

４９６-８５０３ (株) 西日本宇佐美 東海支店,愛知県,津島市,埋田町,１-８-

４９６-８５０８ (株) 前田,愛知県,津島市,永楽町,４-１１-の２

４９６-８５３７ 津島市民病院,愛知県,津島市,橘町,３-７３

４９６-８６８６ 津島市役所,愛知県,津島市,立込町,２-２１-

４９６-８５５８ 津島商工会議所,愛知県,津島市,立込町,４-１４４

４９６-８７２０ 津島税務署,愛知県,津島市,良王町,２-３１－１

４９６-８５０１ 義津屋 津島駅前店,愛知県,津島市,藤浪町,２-８-

４４７-８６０５ 愛知県中央信用組合,愛知県,碧南市,栄町,２-４１-

４４７-８５０５ 旭鉄工 (株),愛知県,碧南市,中山町,７-２６

４４７-８５０６ 伊藤忠製糖 (株),愛知県,碧南市,玉津浦町,３

４４７-８５１０ 医療法人 愛生館 小林記念病院,愛知県,碧南市,新川町,３-８８

４４７-８５１１ (株) 五十鈴製作所,愛知県,碧南市,雁道町,４-１-

４４７-８５０７ (株) 豊田自動織機製作所 碧南工場,愛知県,碧南市,浜町,３

４４７-８６８０ (株) 平岩鉄工所,愛知県,碧南市,棚尾本町,４-１０

４４７-８６０３ 九重味淋 (株),愛知県,碧南市,浜寺町,２-１１

４４７-８５０３ 中庸スプリング (株),愛知県,碧南市,平山町,３-１－１

４４７-８６１０ 日本金属工業 (株) 衣浦製造所,愛知県,碧南市,浜町,１

４４７-８６０８ 日本コーンスターチ (株) 衣浦事業所,愛知県,碧南市,玉津浦町,１-

４４７-８５０２ 碧南市民病院,愛知県,碧南市,平和町,３-６

４４７-８６０１ 碧南市役所,愛知県,碧南市,松本町,２８

４４７-８５０１ 碧南商工会議所,愛知県,碧南市,音羽町,１-１

４４７-８５１２ 丸栄陶業 (株),愛知県,碧南市,白沢町,１-３８

４４８-８６０５ アイシン・エンジニアリング (株),愛知県,刈谷市,相生町,１-１-１

４４８-８５２５ アイシン開発 (株) 富士ビル,愛知県,刈谷市,相生町,３-３-

４４８-８６５０ アイシン精機 (株),愛知県,刈谷市,朝日町,２-１

４４８-８５４３ 愛知教育大学 生活協同組合,愛知県,刈谷市,井ケ谷町,広沢１

４４８-８６５３ 愛知県立 刈谷東高等学校,愛知県,刈谷市,半城土町,三ツ又２０）

４４８-８６０１ アイリスオーヤマ (株) 名古屋営業所,愛知県,刈谷市,一ツ木町,東新割５７－７

４４８-８６５５ 太田商事 (株),愛知県,刈谷市,南桜町,１-７３

４４８-８６５２ (株) ジェイテクト,愛知県,刈谷市,朝日町,１-１-

４４８-８７３１ (株) 東陽,愛知県,刈谷市,中山町,３-３８-



４４８-８６８８ (株) アドヴィックス,愛知県,刈谷市,昭和町,２-１-

４４８-８６２２ (株) 近藤組,愛知県,刈谷市,一里山町,伐払１２３

４４８-８６６１ (株) デンソー本社,愛知県,刈谷市,昭和町,１-１

４４８-８５３１ (株) 東陽,愛知県,刈谷市,中山町,５-１０-

４４８-８６７１ (株) 豊田自動織機,愛知県,刈谷市,豊田町,２-１-

４４８-８６８６ (株) 豊田自動織機 情報技術研究所,愛知県,刈谷市,城町,１-２５－４

４４８-８６０２ (株) ブックセンター名豊,愛知県,刈谷市,稲場町,３-３０３

４４８-８５３３ (株) 豊電子工業,愛知県,刈谷市,一ツ木町,５-１２-９

４４８-８５５０ (株) 豊電子工業 第３工場,愛知県,刈谷市,一ツ木町,沖田６０

４４８-８６０９ 刈谷公共職業安定所,愛知県,刈谷市,若松町,１-４６－３

４４８-８５０１ 刈谷市役所,愛知県,刈谷市,東陽町,１-１-

４４８-８５２３ 刈谷税務署,愛知県,刈谷市,若松町,１-４６-１

４４８-８５０５ 刈谷豊田総合病院,愛知県,刈谷市,住吉町,５－１５

４４８-８６７７ 衣浦東部広域連合,愛知県,刈谷市,小垣江町,西高根２０４-１

４４８-８６６５ クアーズテック (株） 刈谷事業所,愛知県,刈谷市,小垣江町,南藤１-

４４８-８５４２ 国立大学法人 愛知教育大学,愛知県,刈谷市,井ケ谷町,広沢１

４４８-８６５６ 小林クリエイト (株),愛知県,刈谷市,小垣江町,北高根１１５

４４８-８５３４ シミズ工業 (株),愛知県,刈谷市,一ツ木町,茶煎坊下１

４４８-８６１０ 大興運輸 (株) 刈谷支店,愛知県,刈谷市,幸町,３-３－１

４４８-８６７０ 大興運輸 (株) 本社,愛知県,刈谷市,新栄町,２-３８

４４８-８６６０ 中部電力パワーグリッド (株) 刈谷営業所,愛知県,刈谷市,大手町,４-６

４４８-８６５７ 津田工業 (株),愛知県,刈谷市,幸町,１-１－１

４４８-８５３５ ＤＣＭカーマ (株),愛知県,刈谷市,日高町,３-４１１-

４４８-８６６６ トヨタ車体 (株),愛知県,刈谷市,一里山町,金山１００

４４８-８６５１ トヨタ紡織 (株),愛知県,刈谷市,豊田町,１-１

４４８-８５０６ 豊田通商 (株) 刈谷支店,愛知県,刈谷市,住吉町,３-１２-

４４８-８５４０ ナゼロ (株),愛知県,刈谷市,今川町,花池５３-

４４４-２８９３ 愛知県旭高原少年自然の家,愛知県,豊田市,小滝野町,坂３８-２５

４４４-２８９２ 豊田市役所 旭支所,愛知県,豊田市,小渡町,船戸１５－１

４７０-０３９６ 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院,愛知県,豊田市,浄水町,伊保原５００－１

４７０-０３９２ 愛知工業大学,愛知県,豊田市,八草町,八千草１２４７

４７０-０３９４ 愛知みずほ大学,愛知県,豊田市,平戸橋町,波岩８６－１

４７０-０３９３ 中京大学,愛知県,豊田市,貝津町,床立１０１

４７０-０３９５ トヨタ紡織 (株) 猿投工場,愛知県,豊田市,亀首町,金山８８

４７０-０４９２ アイシン化工 (株),愛知県,豊田市,藤岡飯野町,大川ケ原１１４１－１

４７０-０４９５ あいち豊田農協 藤岡支店,愛知県,豊田市,藤岡飯野町,下貝戸６４４

４７０-０４９３ 豊田市役所 藤岡支所,愛知県,豊田市,藤岡飯野町,田中２４５

４７０-０４９６ 豊和化成 (株),愛知県,豊田市,西中山町,西宮前４５－１

４７０-０５９２ 豊田市役所 小原支所,愛知県,豊田市,小原町,上平４４１-の１

４７０-１２９６ シンテックホズミ,愛知県,豊田市,幸町,隣松寺１８７

４７０-１２９５ 東洋工業,愛知県,豊田市,鴛鴨町,新林１

４７０-１２９２ トヨタ生活 協同組合,愛知県,豊田市,豊栄町,２-１１１

４７０-１２９３ 豊生ブレーキ工業 (株),愛知県,豊田市,和会町,道上１０

４７０-１２９４ 矢崎総業 (株),愛知県,豊田市,福受町,上ノ切１５９

４７１-８５３２ 愛知学泉大学,愛知県,豊田市,大池町,汐取１

４７１-８５６６ 愛知県 豊田加茂農林水産事務所,愛知県,豊田市,元城町,４-４５-

４７１-８５３７ 愛知県豊田加茂県税事務所,愛知県,豊田市,元城町,４-４５-

４７１-８５０３ 愛知県豊田事務所,愛知県,豊田市,元城町,４-４５

４７１-８５１１ あいち豊田農業協同組合,愛知県,豊田市,西町,４-５-

４７１-８５１０ (株) Ｆ Ｔ Ｓ,愛知県,豊田市,鴻ノ巣町,２-２６-

４７１-８５６０ (株) 松坂屋 豊田店,愛知県,豊田市,西町,６-８５-１

４７１-８５３０ (株) 三菱東京ＵＦＪ銀行 豊田支店,愛知県,豊田市,喜多町,２-１７０-

４７１-８５１５ (株) 協豊製作所,愛知県,豊田市,トヨタ町,６

４７１-８５５５ (株) ニフコ,愛知県,豊田市,神池町,２-１２３６

４７１-８５５０ 光生アルミニューム工業 (株),愛知県,豊田市,神池町,２-１２３６

４７１-８５８８ 小島プレス工業 (株),愛知県,豊田市,下市場町,３-３０

４７１-８５３１ 合資会社 原田屋,愛知県,豊田市,喜多町,２-６４－１

４７１-８５０８ 住友ゴム工業 (株) 名古屋工場,愛知県,豊田市,新生町,４-１

４７１-８５０２ 大豊工業 (株),愛知県,豊田市,緑ケ丘,３-６５

４７１-８５２２ 中部工業 (株),愛知県,豊田市,梅坪町,９-３０－３

４７１-８５１３ トヨタ記念病院,愛知県,豊田市,平和町,１-１

４７１-８６０９ 豊田公共職業安定所,愛知県,豊田市,常盤町,３-２５－７

４７１-８５２５ 豊田工業高等専門学校,愛知県,豊田市,栄生町,２-１

４７１-８６０３ 豊田市農業協同組合,愛知県,豊田市,西町,４-５

４７１-８６０２ 豊田社会保険事務所,愛知県,豊田市,神明町,３-３３－２

４７１-８５０１ 豊田市役所,愛知県,豊田市,西町,３-６０

４７１-８５１６ 豊田市役所 市民課,愛知県,豊田市,西町,３-６０-

４７１-８５１７ 豊田市役所 市民税課,愛知県,豊田市,西町,３-６０-

４７１-８５１８ 豊田市役所 生活福祉課,愛知県,豊田市,西町,３-６０-

４７１-８５０６ 豊田商工会議所,愛知県,豊田市,小坂本町,１-２５

４７１-８６０１ 豊田信用金庫,愛知県,豊田市,元城町,１-４８）

４７１-８５７４ トヨタ自動車 (株) 貞宝工場,愛知県,豊田市,貞宝町,貞宝７

４７１-８５７３ トヨタ自動車 (株) 元町工場,愛知県,豊田市,元町,１

４７１-８５７２ トヨタ自動車 (株)（本社技術部門）,愛知県,豊田市,トヨタ町,１

４７１-８５２１ 豊田税務署,愛知県,豊田市,常盤町,１-１０５番３号

４７１-８５１２ 豊田通商 (株) 豊田支店,愛知県,豊田市,寿町,７-６６-

４７１-８５０７ 豊田鉄工 (株),愛知県,豊田市,細谷町,４-５０

４７１-８５２７ トヨタ輸送 (株),愛知県,豊田市,元町,２

４７１-８５３５ トリニティ工業 (株),愛知県,豊田市,柿本町,１-９

４７１-８５８５ 名古屋法務局 豊田支局,愛知県,豊田市,常盤町,１-１０５-３

４７１-８５６５ 日本赤十字豊田看護大学,愛知県,豊田市,白山町,七曲１２－３３

４７１-８５３６ 三井海上火災保険 (株),愛知県,豊田市,山之手,４-４６

４７１-８５７１ トヨタ自動車 (株),愛知県,豊田市,トヨタ町,１

４７３-８５０１ アイシン高丘 (株),愛知県,豊田市,高丘新町,天王１

４７３-８５１１ 富士精工 (株),愛知県,豊田市,吉原町,平子２６

４４４-１１９２ アイシン・エイ・ダブリュ (株),愛知県,安城市,藤井町,高根１０

４４４-１１９５ (株) イノアックコーポレーション 桜井事業所,愛知県,安城市,藤井町,東長先８番１

４４４-１１９８ (株) 南山園,愛知県,安城市,藤井町,南山２０-



４４４-１１９３ 東洋理工 (株),愛知県,安城市,藤井町,南山１７８-

４４４-１２９８ いずみ製菓 (株),愛知県,安城市,和泉町,井ノ上３－１

４４４-１２９６ (株) タケヒロ,愛知県,安城市,和泉町,北大木４－１４

４４４-１２９５ (株) 豊田自動織機 安城工場,愛知県,安城市,根崎町西石谷,８-

４４４-１２９７ (株) ニッセイ,愛知県,安城市,和泉町,井ノ上１-１

４４６-８５２４ アイシン精機 (株) 安城工場,愛知県,安城市,三河安城町,１-１１-２

４４６-８６０２ 愛知県 厚生農業協同組合連合会 安城更生病院,愛知県,安城市,安城町,東広畔２８

４４６-８５０６ 愛知県経済農業協同組合連合会 西三河センター,愛知県,安城市,今本町,東向山６-の１

４４６-８５０８ 愛知県西三河県税事務所 安城県税センター,愛知県,安城市,桜町,７番１０号

４４６-８６０１ あいち中央農業 協同組合,愛知県,安城市,御幸本町,９－６

４４６-８５２６ 安城簡易裁判所,愛知県,安城市,横山町,毛賀知２４－２

４４６-８６３５ 安城学園高等学校,愛知県,安城市,小堤町,４-２５

４４６-８５０１ 安城市役所,愛知県,安城市,桜町,１８－２３

４４６-８５１２ 安城商工会議所,愛知県,安城市,桜町,１－１６

４４６-８５０３ アンデン (株),愛知県,安城市,篠目町,井山３

４４６-８５５０ 一般(財) 杉浦地域医療振興財団,愛知県,安城市,三河安城町,１-８-４

４４６-８５８８ 大見工業 (株),愛知県,安城市,新明町,７－２７

４４６-８５０４ (株) イノアックコーポレーション 安城事業所,愛知県,安城市,今池町,３-１－３６

４４６-８５３５ (株) ＳＫコーポレーション,愛知県,安城市,三河安城東町,１-６－２８

４４６-８５１８ (株) クオリ,愛知県,安城市,福釜町,河原１８

４４６-８５１１ (株) デンソー 安城製作所,愛知県,安城市,里町,長根２－１

４４６-８５０７ (株) デンソー 高棚製作所,愛知県,安城市,高棚町,新道１

４４６-８５０２ (株) マキタ,愛知県,安城市,住吉町,３-１１－８

４４６-８５２０ (株) ムロコーポレーション,愛知県,安城市,桜町,１２－２８

４４６-８５３３ (株) ユーハイム,愛知県,安城市,三河安城東町,１-１８-１

４４６-８５４０ カリツー (株),愛知県,安城市,三河安城町,１-４－４

４４６-８５１７ 衣浦東部保健所 安城支所,愛知県,安城市,横山町,下毛賀知９３

４４６-８５１５ キャタピラーウエストジャパン (株),愛知県,安城市,今本町,東向山７-４１

４４６-８６４１ 倉敷紡績 (株) 安城工場,愛知県,安城市,大東町,９－１３

４４６-８５１４ タツミ商事 (株) 豊田支店,愛知県,安城市,柿碕町,東山２５

４４６-８５５８ 豊臣機工 (株),愛知県,安城市,今本町,東向山７

４４６-８６８６ 碧海信用金庫,愛知県,安城市,御幸本町,１５－１

４４６-８５８５ 碧海信用金庫事務センター,愛知県,安城市,今本町,４-７－３

４４６-８５２２ 万能工業 (株),愛知県,安城市,今本町,４-１４－２４

４４６-８５０５ 三浦電気 (株),愛知県,安城市,小堤町,９－６

４４６-８５２３ 三河日産自動車 (株),愛知県,安城市,横山町,大山田中７９－３

４４６-８５２５ 森永製菓 (株) 中京工場,愛知県,安城市,桜町,６－２０

４４６-８５５５ 山崎製パン (株) 安城工場,愛知県,安城市,二本木新町,２-１－３

４４６-８５２１ ユケン工業 (株) 高棚工場,愛知県,安城市,高棚町,土井ノ内１２３-

４４４-０３８１ 旭鉄工 (株),愛知県,西尾市,寺津町,一ノ割１－１

４４４-０３９１ 岡崎信用金庫 平坂支店,愛知県,西尾市,平坂町,細出２４-１

４４４-０３９２ (株) オティックス,愛知県,西尾市,中畑町,浜田下１０

４４４-０３９３ (株) 杉浦製作所,愛知県,西尾市,寺津町,宮越２２

４４４-０３９７ (株） 松川鉄工所,愛知県,西尾市,中畑町,安左東１８

４４４-０３９８ 阪部工業 (株）,愛知県,西尾市,中畑町,水荒井８

４４４-０３９４ 東洋タイヤコード (株),愛知県,西尾市,上矢田町,神明寺３

４４４-０３９６ 幡豆工業 (株),愛知県,西尾市,寺津町,五十間南１-２

４４４-０３９５ 碧海工機 (株),愛知県,西尾市,寺津町,４ノ割横道東８

４４４-０４９４ イケダヤ製菓 (株),愛知県,西尾市,一色町中外沢,下長割８

４４４-０４９６ 一色高校,愛知県,西尾市,一色町赤羽,上郷中１４

４４４-０４９５ 医療法人 社団福祉会 高須病院,愛知県,西尾市,一色町赤羽,上郷中１１３－１

４４４-０４９３ 毎味水産 (株),愛知県,西尾市,一色町一色,西塩浜２１１

４４４-０４９２ 西尾市役所 一色支所,愛知県,西尾市,一色町一色,東前新田８-

４４４-０５９２ (株） キラ．コーポレーション,愛知県,西尾市,吉良町富好新田,中川並３９－１

４４４-０５９５ 朝岡ワールド (株),愛知県,西尾市,吉良町小山田,市場３２

４４４-０５９６ 吉良町役場,愛知県,西尾市,吉良町荻原,川畑２０

４４４-０５９３ 大丸産業 (株),愛知県,西尾市,吉良町富田,東屋敷４０－３

４４４-０７９８ 幡豆町役場,愛知県,西尾市,西幡豆町,仲田１４-２

４４５-８５８５ おしろタウン シャオ,愛知県,西尾市,下町,御城下２３－１

４４５-８５０２ (株) デンソー 西尾製作所,愛知県,西尾市,下羽角町,住崎１

４４５-８５５５ 中日本鋳工 (株),愛知県,西尾市,港町,６-６

４４５-８５１１ 名古屋法務局 西尾支局,愛知県,西尾市,熊味町,南十五夜６０

４４５-８５１０ 西尾市民病院,愛知県,西尾市,熊味町,上泡原６

４４５-８５０１ 西尾市役所,愛知県,西尾市,寄住町,下田２２

４４５-８５０５ 西尾商工会議所,愛知県,西尾市,錦城町,２３４

４４５-８６０１ 西尾信用金庫,愛知県,西尾市,寄住町,洲田５１

４４５-８６０２ 西尾税務署,愛知県,西尾市,熊味町,南十五夜４１－１

４４５-８５０３ 西尾ニュータウン開発 (株),愛知県,西尾市,下町,御城下２３－１

４４３-８５５５ アイシン・エイ・ダブリュ (株) 蒲郡工場,愛知県,蒲郡市,浜町,２４番３

４４３-８５８８ 学校法人 海陽学園 海陽中等教育学校,愛知県,蒲郡市,海陽町,３-１２番１

４４３-８６０１ 蒲郡市役所,愛知県,蒲郡市,旭町,１７－１

４４３-８５０５ 蒲郡商工会議所,愛知県,蒲郡市,港町,１８番２３号

４４３-０１９４ カネキ水産 (株),愛知県,蒲郡市,形原町,港町１５５

４４３-０１９３ (株) 蒲サ食品,愛知県,蒲郡市,西浦町,川東３１

４４３-０１９２ 泰興 (株),愛知県,蒲郡市,金平町,土橋６－２

４４３-８６１１ 竹本油脂 (株),愛知県,蒲郡市,港町,２－５

４８４-８５０７ (株） 今仙電機製作所,愛知県,犬山市,字柿畑,１

４８４-８６０９ 犬山公共職業安定所,愛知県,犬山市,松本町,２-１０-

４８４-８５０１ 犬山市役所,愛知県,犬山市,大字犬山,字東畑３６

４８４-８５１０ 犬山商工会議所,愛知県,犬山市,天神町,１-８

４８４-８５１１ 医療法人社団 志聖会 犬山中央病院,愛知県,犬山市,大字五郎丸,字二タ子塚６

４８４-８５０５ エナジーサポート (株),愛知県,犬山市,字上小針,１

４８４-８５０６ 京都大学霊長類研究所,愛知県,犬山市,大字犬山,字官林４１

４８４-８５０８ 東洋紡 (株) 犬山工場,愛知県,犬山市,大字木津,字前畑３４４

４８４-８５０４ 名古屋経済大学,愛知県,犬山市,字内久保, 1-６１

４８４-８５０３ 名古屋経済大学 短期大学部,愛知県,犬山市,字内久保, 1-６１

４８４-８５１２ 成田山 大聖寺,愛知県,犬山市,大字犬山,字北白山平５-

４８４-８５０２ 村田機械 (株) 犬山工場,愛知県,犬山市,大字橋爪,字中島２



４７９-８６０１ あいち知多 農業協同組合,愛知県,常滑市,多屋,字茨廻間１-１１１

４７９-８５８６ ＩＮＡＸライブミュージアム,愛知県,常滑市,奥栄町,１-１３０-

４７９-８５１１ (株) デンソーダイシン,愛知県,常滑市,久米,字御林２００-

４７９-８６２３ (株) マキノ,愛知県,常滑市,大曽町,３-１-

４７９-８５８８ (株) ＬＩＸＩＬ 榎戸工場,愛知県,常滑市,港町,３-７７-

４７９-８５８９ (株) ＬＩＸＩＬ 大谷工場,愛知県,常滑市,大谷,字坂森５０-

４７９-８５８５ (株) ＬＩＸＩＬ 常滑本社,愛知県,常滑市,鯉江本町,５-１-

４７９-８７８７ 国土交通省大阪航空局中部空港事務所,愛知県,常滑市,セントレア,１-１番

４７９-８５７７ ジャニス工業 (株),愛知県,常滑市,唐崎町,２-８８

４７９-８５５５ 知多半島ケーブルネットワーク (株),愛知県,常滑市,かじま台,一-１６１

４７９-８７０１ 中部国際空港 (株),愛知県,常滑市,セントレア,一-１-第１

４７９-８７１２ 中部国際空港 (株) 航空営業部貨物営業グループ,愛知県,常滑市,セントレア,一-２-

４７９-８７１１ 中部国際空港 (株) 総務部人事グループ新卒採用担当,愛知県,常滑市,セントレア,１-１-第１

４７９-８７０５ 中部国際空港エネルギー供給 (株),愛知県,常滑市,セントレア,１-１

４７９-８７０６ 中部国際空港給油施設 (株),愛知県,常滑市,セントレア,５-４

４７９-８７０３ 中部国際空港施設サービス (株),愛知県,常滑市,セントレア,一-１-

４７９-８７０２ 中部国際空港情報通信 (株),愛知県,常滑市,セントレア,一-１-

４７９-８７０４ 中部国際空港旅客サービス (株),愛知県,常滑市,セントレア,一-１-

４７９-８５０１ 常滑市ボートレース事業局,愛知県,常滑市,新開町,４-１１１-

４７９-８５１０ 常滑市民病院,愛知県,常滑市,飛香台,３-３-の３

４７９-８６１０ 常滑市役所,愛知県,常滑市,新開町,４-１

４７９-８６６８ 常滑商工会議所,愛知県,常滑市,新開町,５-５８

４７９-８７０８ 名古屋税関中部空港税関支署（中部空港合同庁舎）,愛知県,常滑市,セントレア,１-１番

４７９-８７０７ 名古屋税関中部空港税関支署（中部空港ＣＩＱ庁舎）,愛知県,常滑市,セントレア,１-１番

４７９-８５１８ 丸茂工業,愛知県,常滑市,小林町,１-３０

４８３-８７０４ 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院,愛知県,江南市,高屋町大松原,１３７-

４８３-８５０７ アピタ 江南店,愛知県,江南市,村久野町瀬頭,１６３

４８３-８５０２ (株) ミサワテクノ,愛知県,江南市,前野町東,２-の１

４８３-８７０１ 江南市役所,愛知県,江南市,赤童子町大堀,９０

４８３-８５５５ サン電子 (株),愛知県,江南市,古知野町朝日,２５０

４８３-８５０５ ＪＡ 愛知北,愛知県,江南市,古知野町熱田,７２

４８３-８７１４ トラスコ中山 (株) プラネット名古屋,愛知県,江南市,和田町川東,１０－１

４８５-８６５３ (株） ダイフク小牧事業所,愛知県,小牧市,小牧原,４-１０３-

４８５-８５１２ (株） 三河屋,愛知県,小牧市,大字間々原新田,下新池９８７-

４８５-８５５５ (株）松本義肢製作所,愛知県,小牧市,大字林,２１０－３

４８５-８５６５ 愛知文教大学,愛知県,小牧市,大字大草,字年上坂５９６９－３

４８５-８５３３ 愛知陸運 (株),愛知県,小牧市,新小木,３-２０

４８５-８６５５ 飯田工業 (株),愛知県,小牧市,大字村中,前田１５３

４８５-８５５７ エヌジーケイ・セラミックデバイス (株),愛知県,小牧市,大字下末,字五反田４３４-の３

４８５-８５２１ (株) 国盛化学,愛知県,小牧市,大字河内屋新田,２６２

４８５-８６５４ (株) クラウンパッケージ,愛知県,小牧市,小針,３-６７-

４８５-８５４０ (株) テクノワシノ,愛知県,小牧市,下小針中島,２-１５８-

４８５-８５６２ (株) ホウトク,愛知県,小牧市,大字上末,字東山３５０９－１９０

４８５-８６５２ 航空自衛隊 小牧基地,愛知県,小牧市,春日寺,１-１

４８５-８５２０ 小牧市民病院,愛知県,小牧市,常普請,１-２０

４８５-８６５０ 小牧市役所,愛知県,小牧市,堀の内,三-１-

４８５-８５５２ 小牧商工会議所,愛知県,小牧市,小牧,５-２５３

４８５-８６５１ 小牧税務署,愛知県,小牧市,中央,１-４２４

４８５-８５３０ サカイ創建 (株),愛知県,小牧市,大字三ツ渕,西坪１１３８

４８５-８５２３ 佐藤食品工業 (株),愛知県,小牧市,堀の内,４-１５４

４８５-８５３１ 三友工業 (株),愛知県,小牧市,大字舟津,１３６０

４８５-８５５１ ＣＫＤ (株),愛知県,小牧市,応時,２-２５０-

４８５-８５５０ 住友理工 (株),愛知県,小牧市,東,三-１-

４８５-８５２２ センコー (株) 小牧営業所,愛知県,小牧市,大字河内屋新田,高笹４８０－１

４８５-８５１６ 大日本塗料 (株) 小牧工場,愛知県,小牧市,大字三ツ渕,西ノ門８７８

４８５-８７５０ 中部電力 (株) 小牧営業所 小牧電力センター,愛知県,小牧市,大字久保一色,佃１０１０－１

４８５-８５６３ 名古屋造形芸術大学・短期大学,愛知県,小牧市,大字大草,字年上坂６００４

４８５-８５１０ 日本特殊陶業 (株) 小牧工場,愛知県,小牧市,大字岩崎,２８０８

４８５-８５０５ 丸菱工業 (株),愛知県,小牧市,大字本庄,１２５１－３

４８５-８５６１ 三菱重工業 (株) 名古屋誘導推進システム製作所,愛知県,小牧市,大字東田中,１２００

４８５-８５１１ 三ツ星ベルト販賣 (株) 小牧営業所,愛知県,小牧市,大字西之島,１１６８

４９０-１３９２ 稲沢市 平和支所,愛知県,稲沢市,平和町中三宅,二丁割６０-

４９２-８５２８ 愛松建設 (株),愛知県,稲沢市,松下,２-３－７

４９２-８５２９ 愛知啓成高等学校,愛知県,稲沢市,西町,１-１－４１

４９２-８５２１ 愛知文教女子短期大学,愛知県,稲沢市,西町,１-１－４１

４９２-８５４７ イイダ産業 (株),愛知県,稲沢市,北麻績町,沼１－５

４９２-８５１０ 稲沢市民病院,愛知県,稲沢市,長束町,沼１００-

４９２-８５２５ 稲沢商工会議所,愛知県,稲沢市,朝府町,１２－１５

４９２-８５０２ ＡＲＣ (株),愛知県,稲沢市,陸田一里山町,５３

４９２-８６２１ (株) サカイナゴヤ,愛知県,稲沢市,奥田酒伊町,１

４９２-８６４６ (株) ソーゴー,愛知県,稲沢市,北麻績町,沼２３

４９２-８６２２ (株) 中部日立エレクトリック,愛知県,稲沢市,幸町,１２０－１

４９２-８６８５ (株) ファミリーマート,愛知県,稲沢市,天池五反田町,１-

４９２-８６８６ (株) ＵＣＳ,愛知県,稲沢市,天池五反田町,１-

４９２-８５４６ 三和式ベンチレーター (株),愛知県,稲沢市,高重中町,５３

４９２-８５４５ ソニーイーエムシーエス (株) 稲沢サイト,愛知県,稲沢市,大矢町,茨島３０

４９２-８５４８ 中部抵抗器 (株),愛知県,稲沢市,北島町,大門東３７－１

４９２-８６２８ 東新住建 (株),愛知県,稲沢市,高御堂,１-３－１８

４９２-８５０１ 東朋テクノロジー (株),愛知県,稲沢市,下津下町東,５-１

４９２-８５４１ 豊田合成 (株) 北島物流センター,愛知県,稲沢市,北島町,西の町１０

４９２-８５４０ 豊田合成 (株) 技術センター,愛知県,稲沢市,北島町,西の町３０

４９２-８５４２ 豊田合成 (株) 稲沢工場,愛知県,稲沢市,北島町,米屋境１

４９２-８５２０ 名古屋文理短期大学,愛知県,稲沢市,稲沢町,前田３６５

４９２-８５１３ 日軽産業 (株),愛知県,稲沢市,小池,１-８－５

４９２-８５１２ 丸徳産業 (株),愛知県,稲沢市,正明寺,２-２７－２２

４９２-８６８２ 三菱電機 (株) 稲沢製作所,愛知県,稲沢市,菱町,１）

４９２-８５２３ 三菱東京ＵＦＪ銀行,愛知県,稲沢市,松下,１-６－１

４９２-８６８０ ユニー (株),愛知県,稲沢市,天池五反田町,１-



４９２-８６８１ ユニー (株) アピタ稲沢店,愛知県,稲沢市,天池五反田町,１-

４９２-８６５１ ユニー (株) アピタ稲沢東店,愛知県,稲沢市,下津穂所,１-１番１

４９２-８６０１ ユニー (株) リーフウォーク稲沢,愛知県,稲沢市,長野,７-１番２

４９５-８５０１ アイコクアルファ (株),愛知県,稲沢市,祖父江町森上,本郷十一４-１

４９５-８５３１ 愛知県 厚生連 尾西病院,愛知県,稲沢市,祖父江町本甲,拾町野７-

４９５-８５０５ 愛知県立 杏和高等学校,愛知県,稲沢市,祖父江町二俣,宮西１-１

４９５-８５１１ 稲沢市 祖父江支所,愛知県,稲沢市,祖父江町山崎,鶴塚２７５-１

４９５-８６０１ 王子マテリア (株) 祖父江工場,愛知県,稲沢市,祖父江町祖父江,外平１５０-

４９５-８５１７ (株) コメットカトウ,愛知県,稲沢市,祖父江町甲新田,イ九－６５

４９５-８５１０ 帝人テクロス (株),愛知県,稲沢市,祖父江町４貫,堤外２２-

４４１-１３９２ 新城市役所,愛知県,新城市,字東入船,１１５-

４４１-１４９２ 新城市 作手総合支所,愛知県,新城市,作手高里,字縄手上３２-

４４１-１６９２ 新城市 鳳来総合支所,愛知県,新城市,長篠,字下り筬１－２

４７６-８６６６ 愛知製鋼 (株),愛知県,東海市,荒尾町,ワノ割１

４７６-８５８５ カゴメ (株) 上野工場,愛知県,東海市,荒尾町,東屋敷１０８

４７６-８５７７ (株) 坂角 総本舗,愛知県,東海市,荒尾町,甚造１５－１

４７６-８５８８ 学校法人 名古屋石田学園 星城大学,愛知県,東海市,富貴ノ台,２-１７２

４７６-８５１０ 協栄興業(株)、協栄工機(株)、協栄運輸(株)、協栄高圧ガス(株),

４７６-８５１０ 愛知県,東海市,南柴田町,ルノ割４２６－４

４７６-８６８６ 新日本製鐵 株式會社 名古屋製鐵所,愛知県,東海市,東海町,５-３-１

４７６-８５０３ 大洋プラスチック,愛知県,東海市,富木島町伏見,４-１－８

４７６-８６０１ 東海市役所,愛知県,東海市,中央町,１-１

４７６-８５０１ 東邦ガス (株) 総合技術研究所,愛知県,東海市,新宝町,５０７－２

４７６-８５６７ 東レ (株) 東海工場,愛知県,東海市,新宝町,３１-

４７６-８５３３ 豊田スチールセンター (株),愛知県,東海市,新宝町,4-３３

４７７-８５２２ 公立西知多総合病院,愛知県,東海市,中ノ池,３-１-の１

４７７-８５２１ 知多メディアスネットワーク (株）,愛知県,東海市,大田町,下浜田１６５

４７４-８５５７ (株） 東海理機製作所 横根工場,愛知県,大府市,横根町,惣作７０

４７４-８６８６ (株） 豊田自動織機製作所 長草工場,愛知県,大府市,長草町,山口９－２

４７４-８６６６ (株） 名機製作所,愛知県,大府市,北崎町,大根２

４７４-８５０５ 愛協産業 (株),愛知県,大府市,共栄町,７-１－１

４７４-８５８８ 愛三工業 (株),愛知県,大府市,共和町,１-１－１

４７４-８５８０ アイサンコンピュータサービス (株),愛知県,大府市,共栄町,七-３－３

４７４-８７０１ 愛知県大府市役所,愛知県,大府市,中央町,５-７０

４７４-８７１０ あいち小児保健医療総合センター,愛知県,大府市,森岡町,尾坂田１番２

４７４-８５１０ イヅミ工業 (株),愛知県,大府市,北崎町,清水１－３

４７４-８５０３ 大府商工会議所,愛知県,大府市,中央町,５-７０-

４７４-８５８５ (株) アペックス,愛知県,大府市,大府町,柊山１１

４７４-８５８１ (株) アンセイ,愛知県,大府市,北崎町,大島３０

４７４-８５５８ (株) 東海理機製作所 長根工場,愛知県,大府市,長根町,２-２９０

４７４-８６１１ (株) 富新住宅設備,愛知県,大府市,共栄町,９-１－４

４７４-８６０１ (株) 豊田自動織機製作所 共和工場,愛知県,大府市,共和町,茶屋８

４７４-８５０２ (株) 新居浜鐵工所 名古屋工場,愛知県,大府市,横根町,惣作２０８

４７４-８５８４ (株) 八神,愛知県,大府市,共和町,２００３/８/９

４７４-８６１０ (株) 富士プレス,愛知県,大府市,北崎町,井田１１８

４７４-８５４３ (株) 名南製作所,愛知県,大府市,梶田町,３-１３０

４７４-８５１１ 国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター,愛知県,大府市,森岡町,７－４３０

４７４-８６５１ 至学館大学,愛知県,大府市,横根町,名高山５５-

４７４-８５５０ 住友建機 (株） 名古屋工場,愛知県,大府市,朝日町,六-１-

４７４-８５０１ 住友重機械工業 (株) 名古屋製造所,愛知県,大府市,朝日町,６-１

４７４-８５５５ 住友ナコフォークリフト (株),愛知県,大府市,大東町,２-７５-

４７４-８５３５ 大和機工 (株),愛知県,大府市,梶田町,１-１７１-

４７４-８６８８ 東海興業 (株）,愛知県,大府市,長根町,４-１-

４７４-８６４２ 東洋クッション (株),愛知県,大府市,追分町,２-１-

４７４-８７６６ ネットオフ (株) 「書籍・ＣＤコース」買取センター,愛知県,大府市,共和町,下色１－１

４７４-８７０７ 東知多農業 協同組合,愛知県,大府市,中央町,７-３００

４７４-８７７７ メダルＰＪ受付センター,愛知県,大府市,一屋町,３－４５

４７８-８５５５ 出光興産 (株) 愛知製油所,愛知県,知多市,南浜町,１１

４７８-８６４１ (株) エフエスケー,愛知県,知多市,新知,字中殿１

４７８-８５０５ (株) ＬＩＸＩＬ 知多事業所,愛知県,知多市,北浜町,２５-７

４７８-８５０３ サンエイ糖化 (株),愛知県,知多市,北浜町,５－２４

４７８-８５０４ ＪＸ日鉱日石エネルギー (株) 知多製造所,愛知県,知多市,北浜町,２５-

４７８-８６４０ 知多市民病院,愛知県,知多市,新知,字永井２－１

４７８-８６０１ 知多市役所,愛知県,知多市,緑町,１

４７８-８５０２ 中部飼料 (株),愛知県,知多市,北浜町,６－１４

４７８-８５０１ 日清丸紅飼料 (株) 知多工場,愛知県,知多市,北浜町,１２

４７２-８５５５ (宗） 遍照院,愛知県,知立市,弘法町,弘法山１９

４７２-８５８５ 愛知県立 知立高等学校,愛知県,知立市,弘法,二-５-８

４７２-８６３９ 愛知県立知立東高等学校,愛知県,知立市,長篠町,大山１８－６

４７２-８６８６ (株) ＦＵＪＩ,愛知県,知立市,山町,茶碓山１９

４７２-８６６６ 知立市役所,愛知県,知立市,広見,３-１

４８８-８５５５ 愛知県森林公園協会,愛知県,尾張旭市,大字新居, 1-８２

４８８-８６８８ 旭サナック (株),愛知県,尾張旭市,,旭前町５０５０

４８８-８６５５ 旭精機工業 (株),愛知県,尾張旭市,旭前町新田洞,５０５０-の１

４８８-８６６６ 尾張旭市役所,愛知県,尾張旭市,東大道町原田, 1-００

４８８-８５７８ 尾張精機 (株),愛知県,尾張旭市,下井町刎内, 1-４５

４８８-８６８６ (株) アイトー,愛知県,尾張旭市,狩宿新町,１-１-１

４８８-８５８５ 独立行政法人 労働者健康福祉機構 旭労災病院,愛知県,尾張旭市,平子町北,６１-

４８８-８５２０ パナソニック スイッチギアシステムズ (株),愛知県,尾張旭市,三郷町角田,１１２３-

４８８-８５０１ 日立オムロンターミナルソリューションズ (株）,愛知県,尾張旭市,晴丘町池上,１-

４４４-１３９８ 愛知県 高浜市役所,愛知県,高浜市,青木町,４-１－２

４４４-１３８７ エヌティーエンジニアリング (株),愛知県,高浜市,芳川町,３-３－２１

４４４-１３８８ エヌティー精密 (株),愛知県,高浜市,芳川町,１-７－１０

４４４-１３８６ エヌティーツール (株),愛知県,高浜市,芳川町,１-７－１０

４４４-１３８５ エヌティーテクノ (株),愛知県,高浜市,論地町,５-１－１０

４４４-１３９４ (株) スギヤス,愛知県,高浜市,本郷町,４-３-２１

４４４-１３９４ (株) スギヤスエンタープライズ,愛知県,高浜市,本郷町,４-３-２１

４４４-１３９３ (株) 豊田自動織機製作所 高浜工場,愛知県,高浜市,豊田町,２-１－１



４４４-１３９７ ユアサ建材工業 (株),愛知県,高浜市,新田町,３-１－３

４８２-８５５５ 愛知県立 岩倉総合高等学校,愛知県,岩倉市,北島町,川田１

４８２-８５１０ 石塚硝子 (株) 岩倉工場,愛知県,岩倉市,川井町,１８８０-

４８２-８６５１ いちい信用金庫 愛北営業部,愛知県,岩倉市,旭町,１-２１

４８２-８６８６ 岩倉市役所,愛知県,岩倉市,栄町,１-６６

４８２-８６５２ カウパック (株),愛知県,岩倉市,大地町,上千３１

４８２-８６６０ (株) ゲオ 岩倉流通,愛知県,岩倉市,八剱町,井ノ下１－１

４８２-８５０１ 三興石油工業 (株),愛知県,岩倉市,大地町,上千８－１

４８２-８５１１ ミヨシ油脂 (株) 名古屋工場,愛知県,岩倉市,野寄町,西出１－１

４７０-１１９６ 笹徳印刷 (株),愛知県,豊明市,栄町,大脇７

４７０-１１９８ 寿がきや食品 (株) 本社工場,愛知県,豊明市,沓掛町,小所１８９

４７０-１１９５ 豊明市役所,愛知県,豊明市,新田町,子持松１－１

４７０-１１９３ 名古屋短期大学,愛知県,豊明市,栄町,武侍４８

４７０-１１９２ 藤田保健衛生大学,愛知県,豊明市,沓掛町,田楽ケ窪１－９８

４７０-１１９４ ホシザキ電機 (株),愛知県,豊明市,栄町,南舘３－１６

４７０-０１９５ 愛知学院大学,愛知県,日進市,岩崎町,阿良池１２

４７０-０１９３ 学校法人 栗本学園 名古屋商科大学,愛知県,日進市,米野木町,三ケ峯４－４

４７０-０１８８ 中西学園 中央図書館,愛知県,日進市,岩崎町,竹ノ山５７-

４７０-０１９７ 名古屋外国語大学,愛知県,日進市,岩崎町,竹ノ山５７-

４７０-０１９６ 名古屋学芸大学,愛知県,日進市,岩崎町,竹ノ山５７-

４７０-０１９２ 日進市役所,愛知県,日進市,蟹甲町,池下２６８

４７０-０１９４ マスプロ電工 (株),愛知県,日進市,浅田町,上納８０-

４４１-３４９２ 田原市役所,愛知県,田原市,田原町,南番場３０-１

４４１-３６９５ 田原市役所 渥美支所,愛知県,田原市,古田町,岡ノ越６－４

４９６-８５５５ 愛西市役所,愛知県,愛西市,稲葉町米野,３０８

４９６-８６０１ 愛西市役所 佐織庁舎,愛知県,愛西市,諏訪町池埋,５００-の１

４９６-８６３３ 愛西市役所 立田庁舎,愛知県,愛西市,石田町宮東,６８-

４９６-８６３９ 愛西市役所 八開庁舎,愛知県,愛西市,江西町大繩場,１５１-１

４９６-８６４８ 海部農協 八開支店,愛知県,愛西市,江西町,川原８

４９６-８５８５ (株) ユーストア,愛知県,愛西市,勝幡町,五俵入２２６７－１

４５２-８５０２ (株) フジミインコーポレーテッド,愛知県,清須市,西枇杷島町地領,２-１－１

４５２-８６０２ (株) 明電舎,愛知県,清須市,西枇杷島町一反五畝割,４９６－１

４５２-８５６７ 学校法人 トヨタ名古屋整備学園,愛知県,清須市,春日,一番割１

４５２-８５６９ 清須市役所,愛知県,清須市,須ケ口,１２３８-

４５２-８５６３ 清須市役所 清洲庁舎,愛知県,清須市,清洲,１-６-１

４５２-８５０３ 清須市役所 西枇杷島庁舎,愛知県,清須市,西枇杷島町花咲,８４-

４５２-８５６２ 麒麟麦酒 (株) 名古屋工場,愛知県,清須市,寺野,花笠１００

４５２-８５０１ サカエ理研工業 (株),愛知県,清須市,西枇杷島町宮前,１-４８

４５２-８５６６ トッパンフォームズ東海 (株）,愛知県,清須市,春日,五反地６８

４５２-８５６４ 豊田合成 (株),愛知県,清須市,春日,長畑１-

４５２-８５６５ 春日支所,愛知県,清須市,春日,振形１２９

４５２-８６０１ 豊和工業 (株),愛知県,清須市,須ケ口,１９００-１

４５２-８５６１ 三菱重工業 (株) 冷熱事業本部,愛知県,清須市,西枇杷島町旭,３-１-

４８１-８５１３ (株） 三菱ＵＦＪ銀行 師勝ビル,愛知県,北名古屋市,鹿田,東若宮３９６２－２

４８１-８５３３ 天野エンザイム (株) 名古屋工場,愛知県,北名古屋市,九之坪,半野２７

４８１-８５４３ 天野エンザイム (株) 西春工場,愛知県,北名古屋市,九之坪,西城屋敷５１

４８１-８５３９ 大橋鉄工 (株),愛知県,北名古屋市,徳重,北出５２－２

４８１-８５０６ (株) 三菱ＵＦＪ銀行 地方税ダイレクト受付センター,

４８１-８５０６ 愛知県,北名古屋市,鹿田,東若宮３９６２－２

４８１-８５２６ (株) 真誠,愛知県,北名古屋市,片場,新町２９-

４８１-８５５８ (株) 大一商会,愛知県,北名古屋市,沖村,西ノ川１

４８１-８５１１ (株) 長登屋,愛知県,北名古屋市,高田寺,東の川１２

４８１-８６８１ (株) 日進医療器,愛知県,北名古屋市,沖村,権現３５－２

４８１-８６１５ (株) 百五銀行 西春支店,愛知県,北名古屋市,西之保,青野東７３

４８１-８５０５ (株) フジワラ,愛知県,北名古屋市,六ツ師,女夫越１-

４８１-８５１５ (株） ポッカコーポレーション 中央研究所,愛知県,北名古屋市,熊之庄,十二社４５－２

４８１-８５１０ (株） ポッカコーポレーション 名古屋工場,愛知県,北名古屋市,熊之庄,十二社６６－３

４８１-８５５５ (株) 八幡ねじ,愛知県,北名古屋市,山之腰,天神東１８

４８１-８５８８ 北名古屋市東図書館,愛知県,北名古屋市,熊之庄,御榊５３-

４８１-８５８８ 北名古屋市北名古屋市歴史民俗資料館,愛知県,北名古屋市,熊之庄,御榊５３-

４８１-８５３１ 北名古屋市役所,愛知県,北名古屋市,西之保,清水田１５-

４８１-８５０１ 北名古屋市役所東庁舎,愛知県,北名古屋市,熊之庄,御榊６０-

４８１-８５４０ 三洋機工 (株),愛知県,北名古屋市,沖村,岡１

４８１-８６７８ 新東工業 (株),愛知県,北名古屋市,宇福寺,神明５１

４８１-８６０１ ゼネラルパッカー (株),愛知県,北名古屋市,宇福寺,神明６５

４８１-８５５０ チタカ・インターナショナル・フーズ (株),愛知県,北名古屋市,沖村,山ノ神５４-

４８１-８５０３ 名古屋芸術大学 音楽学部,愛知県,北名古屋市,熊之庄,古井２８１

４８１-８５３５ 名古屋芸術大学 西キャンパス,愛知県,北名古屋市,徳重,西沼６５-

４８１-８５０２ 名古屋自由学院,愛知県,北名古屋市,熊之庄,古井２８１

４８１-８５０４ 名古屋自由学院 短期大学,愛知県,北名古屋市,熊之庄,古井２８１

４８１-８５０８ 日進電気 (株),愛知県,北名古屋市,六ツ師,女夫越５

４９８-８５０２ 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院,愛知県,弥富市,前ケ須町,南本田３９６

４９８-８５０５ (株) 川スミ,愛知県,弥富市,鯏浦町,南前新田２１５

４９８-８５０１ 弥富市役所,愛知県,弥富市,前ケ須町,南本田３３５

４７０-０２９７ 昌和物産 (株),愛知県,みよし市,福谷町,下地念古６７

４７０-０２９２ ＮＣＡ,愛知県,みよし市,莇生町,下永井田２０

４７０-０２９４ (株) 三五,愛知県,みよし市,福田町,宮下１番１

４７０-０２９３ ノリタケカンパニー,愛知県,みよし市,三好町,東山３００

４７０-０２９５ みよし市役所,愛知県,みよし市,三好町,小坂５０

４９０-１１９８ あま市役所 甚目寺庁舎,愛知県,あま市,甚目寺,二伴田７６-

４９０-１１９４ (株) 鎌倉ハム,愛知県,あま市,中萱津,紺屋田３０

４９０-１１９３ (株) コーワ,愛知県,あま市,西今宿,平割一２２

４９０-１２９６ 旭中部資材 (株),愛知県,あま市,乙之子,八反田１２

４９０-１２９２ あま市役所,愛知県,あま市,木田,戌亥１８-１

４９０-１２９３ (株) 岩月屋,愛知県,あま市,木折,戸井田２３

４９０-１２９４ 名古屋電機工業 (株),愛知県,あま市,篠田,面徳２９－１

４９０-１２９５ 美和高等学校,愛知県,あま市,篠田,五ツ藤１

４９７-８５２２ あま市役所 七宝庁舎,愛知県,あま市,七宝町桂,城之堀１-



４９７-８５１２ (株) エイビス,愛知県,あま市,七宝町川部,六反田２

４９７-８５４５ (株) 松岡,愛知県,あま市,七宝町沖之島,東流１４５０

４９７-８５１０ (株) マツヤ,愛知県,あま市,七宝町鷹居,７-３４－１

４９７-８５４８ 小山 (株),愛知県,あま市,七宝町川部,佛供田７０

４９７-８５０５ 七宝病院,愛知県,あま市,七宝町下田,矢倉下１４３２

４８０-１１９５ 愛知医科大学,愛知県,長久手市,岩作雁又,１－１

４８０-１１９３ 愛知県農業総合試験場,愛知県,長久手市,岩作三ケ峯,１－１

４８０-１１９４ 愛知県立芸術大学,愛知県,長久手市,岩作三ケ峯,１－１１４

４８０-１１９８ 愛知県立大学,愛知県,長久手市,茨ケ廻間,１５２２－３

４８０-１１９７ 愛知淑徳大学,愛知県,長久手市,片平,二-９

４８０-１１９２ (株) 豊田中央研究所,愛知県,長久手市,横道, 1-４１

４８０-１１８８ (株) ホンダカーズ愛知,愛知県,長久手市,菖蒲池,３０１

４８０-１１９６ 長久手市役所,愛知県,長久手市,岩作城の内,６０-の１

４８０-１１８９ 日東工業 (株),愛知県,長久手市,蟹原,２２０１

４７０-０１９８ 東郷町役場,愛知県,愛知郡東郷町,大字春木字羽根穴,１

４７０-０１８６ ららぽーと愛知東郷,愛知県,愛知郡東郷町,,東郷中央土地区画整理事業６２街区１，３

４８０-０２８７ 三菱航空機 (株),愛知県,西春日井郡豊山町,,名古屋空港内

４８０-０２９７ 朝日航洋 (株) 南格納庫,愛知県,西春日井郡豊山町,大字豊場,字林先１-１

４８０-０２８２ アピタ名古屋空港店,愛知県,西春日井郡豊山町,大字豊場,字林先１番８

４８０-０２８８ エアポートウォーク名古屋,愛知県,西春日井郡豊山町,大字豊場,字林先１番８

４８０-０２８１ セントライ青果 (株),愛知県,西春日井郡豊山町,豊場,八反１０７

４８０-０２９７ セントラルヘリコプターサービス (株),

４８０-０２９７ 愛知県,西春日井郡豊山町,大字豊場,字林先１-１

４８０-０２９２ 豊山町役場,愛知県,西春日井郡豊山町,大字豊場,字新栄２６０

４８０-０２９４ 中日本航空 (株),愛知県,西春日井郡豊山町,大字豊場,名古屋空港内

４８０-０２９３ 三菱重工業 (株),愛知県,西春日井郡豊山町,大字豊場,松木島１

４８０-０２９１ 名北魚市場 (株),愛知県,西春日井郡豊山町,大字豊場,字八反１０７

４８０-０１９８ 青山製作所 (株),愛知県,丹羽郡大口町,高橋,１-８

４８０-０１９３ オークマ (株),愛知県,丹羽郡大口町,下小口,５-２５－１

４８０-０１９２ 兼房 (株),愛知県,丹羽郡大口町,中小口,１-１

４８０-０１９５ (株) 東海理化電機製作所,愛知県,丹羽郡大口町,豊田,３-２６０

４８０-０１９７ ヤマザキマザック (株),愛知県,丹羽郡大口町,竹田,１-１３１

４９０-１１９２ 海部郡大治町役場,愛知県,海部郡大治町,大字馬島,字大門西１－１

４９７-８５４１ ＮＴＮ特殊合金 (株),愛知県,海部郡蟹江町,大字蟹江新田,字勝田場１０１

４９７-８５３３ 加藤軽金属工業 (株),愛知県,海部郡蟹江町,大字西之森,字刎畑３８

４９７-８６０１ 蟹江町役場,愛知県,海部郡蟹江町,学戸,３-１-

４９７-８５３１ (株) アンレット,愛知県,海部郡蟹江町,宝,１-２５

４９７-８５０１ (株) 加藤建設,愛知県,海部郡蟹江町,大字蟹江新田,字下市場１９－１

４９７-８５０８ (株) ヨシヅヤ 蟹江店,愛知県,海部郡蟹江町,今,３-１７-

４９７-８５２７ 高梨産業 (株),愛知県,海部郡蟹江町,大字蟹江本町,字テノ割１－１

４９７-８５３８ 中部第一輸送 (株),愛知県,海部郡蟹江町,須成西,１０-８

４９７-８５１１ 丸信製粉 (株),愛知県,海部郡蟹江町,西之森,７-１１２-

４７０-２２９２ 阿久比町役場,愛知県,知多郡阿久比町,大字卯坂,字殿越５０

４７０-２２９８ (株) デンソー 阿久比製作所,愛知県,知多郡阿久比町,大字草木,字芳池１

４７０-２２９７ (株) デンソーウェーブ,愛知県,知多郡阿久比町,大字草木,字芳池１-

４７０-２２９６ (株) デンソーウェーブ,愛知県,知多郡阿久比町,大字草木,字芳池１番

４７０-２１９７ (株) ティラド名古屋製作所,愛知県,知多郡東浦町,大字藤江,字折戸１－７

４７０-２１９２ 愛知県知多郡東浦町役場,愛知県,知多郡東浦町,大字緒川,字政所２０

４７０-２１９５ カリモク家具 (株) お客様相談室,愛知県,知多郡東浦町,大字藤江,字皆栄町１０８

４７０-２１９３ カリモク家具 (株) 総張工場,愛知県,知多郡東浦町,大字緒川,字申新田弐区４０－３

４７０-２１９１ カリモク家具 (株) 本社,愛知県,知多郡東浦町,大字藤江,字皆栄町１０８

４７０-２１９６ 住化積水フィルム (株) 名古屋工場,愛知県,知多郡東浦町,緒川,字市右原２－２

４７０-２１９８ トーエイ (株),愛知県,知多郡東浦町,大字藤江,字ヤンチャ２８-の１

４７０-３４９５ 南知多町役場,愛知県,知多郡南知多町,大字豊浜,字貝ケ坪１８

４７０-２４９３ 加藤化学 (株),愛知県,知多郡美浜町,大字河和,字上前田１８

４７０-２４９２ 美浜町役場,愛知県,知多郡美浜町,大字河和,字北田面１０６

４７０-３２９５ 日本福祉大学,愛知県,知多郡美浜町,大字奥田,字会下前３５－６

４７０-３２９６ 日本福祉大学 生活協同組合,愛知県,知多郡美浜町,大字奥田,字会下前３５－６

４７０-２３９４ 旭硝子 愛知工場,愛知県,知多郡武豊町,字旭,１

４７０-２３９２ 武豊町役場,愛知県,知多郡武豊町,字長尾山,２

４７０-２３９８ 日本油脂 愛知事業所,愛知県,知多郡武豊町,字北小松谷,１－１

４７０-２３９３ ファイザー製薬,愛知県,知多郡武豊町,字五号地,２

４７０-２３９５ ユタカフーズ (株),愛知県,知多郡武豊町,字川脇,３４-の１

４４４-０１９３ (株) デンソー 幸田製作所,愛知県,額田郡幸田町,大字芦谷,字丸山５

４４４-０１９２ 幸田町役場,愛知県,額田郡幸田町,大字菱池,字元林１－１

４４４-０１９４ ソニーイーエムシーエス (株) 幸田テック,

４４４-０１９４ 愛知県,額田郡幸田町,大字坂崎,字雀ケ入１-

４４９-０２９３ 東栄医療センター,愛知県,北設楽郡東栄町,大字三輪,字上栗５-

４４９-０２９２ 東栄町役場,愛知県,北設楽郡東栄町,大字本郷,字上前畑２５




