
５１０-０３９２ 津市 河芸総合支所,三重県,津市,河芸町浜田,８０８

５１４-８５６８ イオンリテール (株) イオン津店,三重県,津市,桜橋,３－４４６

５１４-８５０１ 伊勢湾飼料畜産 (株),三重県,津市,島崎町,１－２４

５１４-８５３０ 井村屋製菓 (株),三重県,津市,高茶屋,７-１－１

５１４-８５０８ 医療法人 永井病院,三重県,津市,西丸之内,２９－２９

５１４-８５５７ (株) ＺＴＶ,三重県,津市,あのつ台,４-７-１

５１４-８５８５ (株) トーエネック 三重支店,三重県,津市,桜橋,２-１７７－１

５１４-８５１３ (株) 久居屋,三重県,津市,岩田,７－２３

５１４-８６６６ (株) 百五銀行,三重県,津市,岩田,２１番２７号

５１４-８６６７ (株) 百五銀行,三重県,津市,丸之内,３１番２１号

５１４-８５５０ (株) 三重電子計算センター,三重県,津市,桜橋,２-１７７－３

５１４-８５４６ 関西紙業 (株),三重県,津市,桜橋,３-５３－５

５１４-８５１１ クレハエラストマー (株),三重県,津市,観音寺町,２５５

５１４-８５１８ 交通部 運転免許センター,三重県,津市,垂水,２５６６

５１４-８５５２ 社会福祉法人 三重県社会福祉協議会,三重県,津市,桜橋,２-１３１

５１４-８５６６ 住友生命保険 相互会社,三重県,津市,栄町,２-３０９

５１４-８５８８ 全日本自治団体労働組合 三重県本部,三重県,津市,栄町,２-３６１

５１４-８５５８ 中部電力パワーグリッド (株) 三重支社,三重県,津市,丸之内,２－２１

５１４-８５５８ 中部電力ミライズ (株) 三重営業本部,三重県,津市,丸之内,２－２１

５１４-８５２１ 津公共職業安定所,三重県,津市,島崎町,３２７－２

５１４-８５４５ 津税務署,三重県,津市,桜橋,２-９９

５１４-８５２６ 津地方家庭簡易裁判所,三重県,津市,中央,３－１

５１４-８５１２ 津地方検察庁,三重県,津市,中央,３－１２

５１４-８５０３ 津地方法務局,三重県,津市,丸之内,８－２６

５１４-８５２２ 津年金事務所,三重県,津市,桜橋,３-４４６-３３号

５１４-８５６０ 東海財務局 津財務事務所,三重県,津市,桜橋,２-１２９

５１４-８５２０ 東海農政局 三重統計情報事務所,三重県,津市,丸之内,８－２６

５１４-２３９２ 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 野菜茶業研究所,

５１４-２３９２ 三重県,津市,安濃町草生,３６０

５１４-８５３３ ナブテスコ (株) 津工場,三重県,津市,片田町,壱町田５９４

５１４-８５３２ 日産サニー三重販売 (株）,三重県,津市,垂水,字入江１１９－１

５１４-８５７１ 日本信販 (株),三重県,津市,羽所町,３４５

５１４-８５４３ 日本たばこ産業 (株） 津支店,三重県,津市,柳山津興,３３０９

５１４-８５８６ 日本土建 (株）,三重県,津市,大倉,１－１９

５１４-８５３１ 日本放送協会 津放送局,三重県,津市,丸之内養正町,４－８

５１４-８６６８ 百五証券 (株),三重県,津市,岩田,２１番２７号

５１４-８５７８ 富士ゼロックス三重 (株),三重県,津市,栄町,１-８１７-

５１４-８５５５ 松下電工 (株) 津工場,三重県,津市,藤方,１６６８

５１４-８５０５ 三重エフエム放送 (株),三重県,津市,観音寺町,焼尾１０４３－１

５１４-８５１０ 三重刑務所,三重県,津市,修成町,１－１６

５１４-８５３８ 三重県 医師会,三重県,津市,桜橋,２-１９１－４

５１４-８５５３ 三重県 国民健康保険団体連合会,三重県,津市,桜橋,２-９６

５１４-８５２８ 三重県 社会保険診療報酬支払基金,三重県,津市,桜橋,３-４４６－６８

５１４-８５６７ 三重県津地方県民局,三重県,津市,桜橋,３-４４６－３４

５１４-８５１４ 三重県警察本部,三重県,津市,栄町,１-１００

５１４-８５７７ 三重県退職教職員互助会,三重県,津市,桜橋,２-１４２

５１４-８５１５ 三重県トラック協会,三重県,津市,桜橋,３-５３－１１

５１４-８５４０ 三重県労働者住宅生活 協同組合,三重県,津市,栄町,１-８９１

５１４-８５０２ 三重工事事務所,三重県,津市,広明町,２９７

５１４-８６３３ 三重テレビ放送,三重県,津市,渋見町,６９３－１

５１４-８５２４ 三重労働局,三重県,津市,島崎町,３２７番２号

５１４-８５０７ 国立大学法人 三重大学,三重県,津市,栗真町屋町,１５７７

５１４-０３９６ カヤバシステムマシナリー (株),三重県,津市,雲出長常町,１１２９-１１

５１４-０３９３ ＪＦＥエンジニアリング (株) 津製作所,三重県,津市,雲出鋼管町,１-

５１４-０３９８ ジャパンマリンユナイテッド (株),三重県,津市,雲出鋼管町,１－３

５１４-０３９５ 中部運輸局 三重運輸支局,三重県,津市,雲出長常町,字六ノ割１１９０－９

５１４-０３９２ 津市 香良洲総合支所,三重県,津市,香良洲町,１８７８-

５１４-０３９７ ＵＤトラックス (株),三重県,津市,雲出島貫町,１２７２

５１４-１１９５ 全国健康保険協会 三重支部,三重県,津市,栄町,４-２５５-

５１４-１１９２ 津市久居総合支所,三重県,津市,久居新町,３００６-

５１４-１１９３ 中日本高速道路 (株) 津保全・サービスセンター,

５１４-１１９３ 三重県,津市,久居明神町,字風早２６７０－２

５１４-１２９３ 医療法人 しょう純会 榊原温泉病院,三重県,津市,榊原町,１０３３-の４

５１４-１２９２ 独立行政法人 国立病院機構 榊原病院,三重県,津市,榊原町,７７７

５１４-１２９５ 藤田保健衛生大学 七栗サナトリウム,三重県,津市,大鳥町,４２４-の１

５１４-１２９６ 藤田保健衛生大学 藤田記念七栗研究所,三重県,津市,大鳥町,４２３-

５１４-１２９７ ユリカ (株),三重県,津市,大鳥町,４３５-

５１４-１２９４ 横河マニュファクチャリング (株),三重県,津市,庄田町,字若林２２０２－２

５１４-２１９２ 津市 美里総合支所,三重県,津市,美里町三郷,４８-の１

５１４-２２９３ (株）赤塚植物園、赤塚物産（株）、（株）エフエフシー・ジャパン,

５１４-２２９３ 三重県,津市,高野尾町,１８６８-の３

５１４-２２９２ 津市庁 芸濃総合支所,三重県,津市,芸濃町椋本, 1-４１

５１４-２２９４ ヤマギシズム社会豊里実顕地・ヤマギシズム生活豊里実顕地農事組合法人,

５１４-２２９４ 三重県,津市,高野尾町,５０１０

５１４-２３９６ (株) 中勢ゴム,三重県,津市,安濃町内多,４００

５１４-２３９５ (株) 中川製作所,三重県,津市,安濃町荒木,５８０－１

５１４-２３９８ 三恵技研工業 (株) 安濃工場,三重県,津市,安濃町安濃,２５６０の８

５１４-２３９３ 津市 安濃総合支所,三重県,津市,安濃町東観音寺,４８３

５１４-８５７０ 三重県庁,三重県,津市,広明町,１３

５１４-８６８６ 商工中金 津支店,三重県,津市,中央,６－３０

５１４-８６０１ 大和証券 (株) 津支店,三重県,津市,丸之内,３２－１８

５１４-８６１１ 津市役所,三重県,津市,西丸之内,２３－１

５１４-８６３５ 三重交通 (株),三重県,津市,中央,１－１

５１５-２５９２ (株) おやつカンパニー,三重県,津市,一志町田尻,４２８－１

５１５-２６９３ 津市役所 白山総合支所,三重県,津市,白山町川口,８９２

５１５-２６９２ 日生学園第二高等学校,三重県,津市,白山町八対野,２７３９

５１０-８６０５ 伊勢湾倉庫 (株),三重県,４日市市,尾上町,３－１

５１０-８５７７ (株) オリエントコーポレーション ４日市支店,三重県,４日市市,安島,２-１０－１６
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５１０-８５２５ (株) 扇港電機,三重県,４日市市,北浜町,８－１６

５１０-８５８５ (株) 中部近鉄百貨店 ４日市店,三重県,４日市市,諏訪栄町,７－３４

５１０-８５０２ ＫＨネオケム (株) ４日市工場,三重県,４日市市,大協町,２-３-

５１０-８５０５ コスモ石油サービス (株) 三重カンパニー,三重県,４日市市,中納屋町,９－１４

５１０-８５１２ ささがわ通り心・身クリニック,三重県,４日市市,日永西,３-５番３７号

５１０-８５７５ 社会医療法人居仁会 総合心療センターひなが,三重県,４日市市,大字日永,５０３９

５１０-８５２０ 出入国手続センター三重,三重県,４日市市,新町,６－１

５１０-８６４２ 商工組合 中央金庫 ４日市支店,三重県,４日市市,諏訪栄町,５－４

５１０-８５６７ 市立４日市病院,三重県,４日市市,芝田,２-２－３７

５１０-８５５２ ＪＳＲ (株) ４日市工場,三重県,４日市市,川尻町,１００

５１０-８５０３ 住友電装 (株),三重県,４日市市,西末広町,１－１４

５１０-８５２８ 住友電装 (株),三重県,４日市市,浜田町,５番２８号

５１０-８５８０ 太陽化学 (株),三重県,４日市市,赤堀新町,９－５

５１０-８６２１ 第一信販 (株),三重県,４日市市,西新地,１０－２０

５１０-８５２６ 津地方裁判所 ４日市支部,三重県,４日市市,三栄町,１の２２

５１０-８５１５ 東京海上日動火災保険 (株),三重県,４日市市,鵜の森,１-３－２０萩ビル６階

５１２-８５５０ 東芝メモリ (株) ４日市工場,三重県,４日市市,山之一色町,８００-

５１０-８５４０ 東ソー (株) ４日市事業所,三重県,４日市市,霞,１-８

５１０-８５５５ トヨタカローラ三重 (株),三重県,４日市市,北浜田町,１０－３

５１０-８５０４ ドッグイヤー,三重県,４日市市,諏訪栄町,１７番４号

５１０-８６５１ 日本トランスシティ (株),三重県,４日市市,霞,二-１-の１

５１０-８６０４ 野村證券 (株) ４日市支店,三重県,４日市市,諏訪栄町,１－１５

５１０-８５６０ パナソニック (株) ４日市事業所,三重県,４日市市,馳出,北新開６０-

５１０-８６１６ 百五銀行 ４日市支店,三重県,４日市市,沖の島町,１－６

５１０-８６１５ 百五リース (株) ４日市支店,三重県,４日市市,沖の島町,１－６

５１０-８６３１ 富士電機リテイルシステムズ (株) 三重工場,三重県,４日市市,富士町,１番２７号

５１０-８６７０ 三重銀行 本店,三重県,４日市市,西新地,７－８

５１０-８５１１ 三重県４日市庁舎,三重県,４日市市,新正,４-２１番５号

５１０-８５６１ 三重県立 総合医療センター,三重県,４日市市,大字日永,５４５０－１３２

５１０-８５６２ 三重県立 ４日市南高等学校,三重県,４日市市,大字日永,字岡山４９１７

５１０-８５５０ 三重三菱自動車販売 (株),三重県,４日市市,新正,４-９番２８号

５１０-８５３０ 三菱化学 (株) ４日市事業所,三重県,４日市市,東邦町,１

５１０-８６０１ ４日市市役所,三重県,４日市市,諏訪町,１－５

５１０-８５５７ ４日市税務署,三重県,４日市市,西浦,２-２－８

５１０-０１９２ ４日市市 楠総合支所,三重県,４日市市,楠町北五味塚,２０６０-７２

５１０-８６５５ (株) みずほ銀行 ４日市支店,三重県,４日市市,安島,１-２－２５

５１０-８６６６ 北伊勢上野信用金庫,三重県,４日市市,安島,２-２－３

５１２-８５３８ 暁学園,三重県,４日市市,萱生町,２３８-

５１０-８５１０ 三重県立 ４日市高等学校,三重県,４日市市,富田,４-１－４３

５１２-８５１２ ４日市大学,三重県,４日市市,萱生町,１２００-

５１６-８５０２ 伊勢市立 御薗中学校,三重県,伊勢市,磯町,字尾立２２２５

５１５-０５９５ (株) 伊勢魚類市場,三重県,伊勢市,西豊浜町,出雲１４１

５１５-０５９２ (株) 牛虎,三重県,伊勢市,西豊浜町,６５５－１８

５１５-０５９８ 三重国分 (株),三重県,伊勢市,西豊浜町,６５６-の８

５１５-０５９６ ヤマナカフーズ (株),三重県,伊勢市,村松町,３７４５

５１６-８５６６ 伊勢県民センター,三重県,伊勢市,勢田町,６２８－２

５１６-８５４３ 伊勢公共職業安定所,三重県,伊勢市,岡本,１-１－１７

５１６-８５１５ 伊勢高等学校,三重県,伊勢市,神田久志本町,１７０３－１

５１６-８５２０ 伊勢市生涯学習センター (いせトピア）,三重県,伊勢市,黒瀬町,５６２－１２

５１６-８５０１ 伊勢市御薗総合支所,三重県,伊勢市,御薗町長屋,１２２１

５１６-８６０１ 伊勢市役所,三重県,伊勢市,岩渕,１-７－２９

５１６-８５１２ 伊勢赤十字病院,三重県,伊勢市,船江,１-４７１-２

５１６-８５１１ 伊勢税務署,三重県,伊勢市,岩渕,１-２－２４

５１６-８５５１ (株) アイシーエス,三重県,伊勢市,竹ケ鼻町,１００

５１６-８５５８ (株) 伊勢福,三重県,伊勢市,宇治中之切町,５２-

５１６-８５４４ (株) 神電テクノリサーチ,三重県,伊勢市,竹ケ鼻町,１００

５１６-８５４７ (株) セルテクノ,三重県,伊勢市,竹ケ鼻町,１００

５１６-８５４８ (株) セルワークス,三重県,伊勢市,竹ケ鼻町,１００

５１６-８６８６ キクカワエンタープライズ (株),三重県,伊勢市,朝熊町,３４７７－３６

５１６-８５７７ 皇學館高等学校,三重県,伊勢市,楠部町,１３８

５１６-８５５５ 皇學館大學,三重県,伊勢市,神田久志本町,１７０４

５１６-８５８８ 皇學館中学校,三重県,伊勢市,楠部町,１３８

５１６-８５１８ 猿田彦神社社務所,三重県,伊勢市,宇治浦田町,２００２/１/１０

５１６-８５５３ 神電エンジニアリング (株),三重県,伊勢市,竹ケ鼻町,１００

５１６-８５５２ 神電商事 (株) 保険営業部,三重県,伊勢市,竹ケ鼻町,１００

５１６-８５５４ 神電商事 (株) 本部,三重県,伊勢市,竹ケ鼻町,１００

５１６-８５４９ 神電商事 (株) 流通営業部,三重県,伊勢市,竹ケ鼻町,１００

５１６-８５４５ 神電ファクトリーサービス (株),三重県,伊勢市,竹ケ鼻町,１００

５１６-８５４６ 神電メタル (株),三重県,伊勢市,竹ケ鼻町,１００

５１６-８５５０ シンフォニアテクノロジー (株) 伊勢製作所,三重県,伊勢市,竹ケ鼻町,１００-

５１６-８５１６ ジャスコ (株) 新伊勢店,三重県,伊勢市,楠部町,乃木乙

５１６-８５８０ 中部電力パワーグリッド (株) 伊勢営業所,三重県,伊勢市,岩渕,２００１/９/２４

５１６-８５３３ 津地方・家庭裁判所伊勢支部 伊勢簡易裁判所,三重県,伊勢市,岡本,１-２－６

５１６-８５０３ 津地方法務局 伊勢支部,三重県,伊勢市,岡本,１-１番１３号

５１６-８５８１ 御木本製薬 (株),三重県,伊勢市,黒瀬町,１４２５

５１６-８６０２ ミワネットワークス,三重県,伊勢市,宇治今在家町,６３３

５１６-８５０５ 有限会社 弥次喜多,三重県,伊勢市,大世古,１-５－１３

５１６-８５３０ 横浜ゴム (株) 三重工場,三重県,伊勢市,御薗町高向,１０３８-

５１６-８５６７ ララパーク,三重県,伊勢市,小木町,字曽祢５３８

５１６-１１９２ 伊勢電子工業 (株),三重県,伊勢市,上野町,字和田７００

５１６-１１９５ ウェルサンピア伊勢（三重厚生年金休暇センター）,

５１６-１１９５ 三重県,伊勢市,佐八町,字池の上１１６５－１

５１６-１１９８ (株) 玉木鐵鋼所,三重県,伊勢市,佐八町,１２４８

５１６-１１９６ 日本特殊陶業 (株) 伊勢工場,三重県,伊勢市,円座町,字細越８７１－６

５１９-０５９２ 伊勢市 小俣総合支所,三重県,伊勢市,小俣町元町,５４０

５１９-０５９４ (株) マスヤ,三重県,伊勢市,小俣町相合,１３０６

５１９-０５９５ 美和ロック (株) 伊勢工場,三重県,伊勢市,小俣町湯田,４０９－１３

５１９-０５９３ ユニチカ (株) 宮川工場,三重県,伊勢市,小俣町本町,３４１



５１９-０６９６ 伊勢市二見総合支所,三重県,伊勢市,二見町茶屋,４２０-１

５１５-８５０５ (有） パンジィ,三重県,松阪市,丹生寺町,１５０－２

５１５-８５５８ 宇野重工 (株),三重県,松阪市,大津町,１６０７－１

５１５-８５０３ オムロンヘルスケア (株) 松阪事業所,三重県,松阪市,久保町,１８５５－３７０

５１５-８５６７ (株) オークワ,三重県,松阪市,長月町,８８－３０

５１５-８５８５ (株) 三交百貨店,三重県,松阪市,京町,５０９－２

５１５-８５３０ (株) 第三銀行,三重県,松阪市,京町,５１０

５１５-８６８８ (株) 中部ハーバー,三重県,松阪市,中央町,３８－１７

５１５-８５８６ 桑名三重信用金庫,三重県,松阪市,朝日町１区,６－１６

５１５-８５５７ 済生会 松阪総合病院,三重県,松阪市,朝日町１区,６－１５

５１５-８５２５ 津地方裁判所 松阪支部,三重県,松阪市,中央町, 1-３６

５１５-８５１０ 津地方法務局 松阪支局,三重県,松阪市,高町,４９３-６

５１５-８５５５ パナソニックエレクトロニックデバイス (株),

５１５-８５５５ 三重県,松阪市,上川町,字大黒２４６０－１

５１５-８５０１ マックスバリュー中部 (株),三重県,松阪市,大口町,１８５－１

５１５-８５１５ 松阪市役所,三重県,松阪市,殿町,１３４０－１

５１５-８５６６ 松阪中央総合病院,三重県,松阪市,川井町,字小望１０２

５１５-８５０９ 松阪公共職業安定所,三重県,松阪市,高町,４９３-６

５１５-８５５０ 松阪税務署,三重県,松阪市,高町,４９３-６

５１５-８５７７ 三重県立松阪高等学校,三重県,松阪市,垣鼻町,１６６４

５１５-８５３３ 三重高等学校,三重県,松阪市,久保町,１２３２

５１５-８５１１ 三重中京大学,三重県,松阪市,久保町,１８４６

５１５-８５２２ 三重中京大学短期大学部,三重県,松阪市,久保町,１８４６

５１５-８５１３ ヤマモリ (株) 松阪工場,三重県,松阪市,大口町,字新地１６７２－７

５１５-８５８８ 和田金,三重県,松阪市,中町,１８７８

５１１-８６７８ ＮＴＮ (株) 桑名製作所,三重県,桑名市,大字東方,字土島２４５４

５１１-８５５５ (株) 柿安本店,三重県,桑名市,吉之丸,８-

５１１-８５８８ (株) 杉山コンテック,三重県,桑名市,三之丸, 1-４９

５１１-８５８５ (株) 中部コーポレーション,三重県,桑名市,大字森忠,４６３

５１１-８６８６ (株) 山本 本店,三重県,桑名市,中央町,３-２３

５１１-８５６７ 桑名県税事務所,三重県,桑名市,中央町,５-７１

５１１-８６０１ 桑名市役所,三重県,桑名市,中央町,２-３７

５１１-８５７７ 桑名商工会議所,三重県,桑名市,中央町,３-２０

５１１-８６６６ 桑名信用金庫,三重県,桑名市,大央町,２０

５１１-８５１０ 桑名税務署,三重県,桑名市,大字江場,７－６

５１１-８５０２ 桑栄ビル管理組合法人,三重県,桑名市,桑栄町,２

５１１-８７９８ 東海郵政研修センター,三重県,桑名市,大字播磨,字大山田１５８４－１５０

５１１-８５１１ 日立金属 (株) 桑名工場,三重県,桑名市,大字大福,２

５１１-８５５８ 扶桑工機 (株),三重県,桑名市,大字増田,５００

５１１-８５５０ 森田フードシステム (株),三重県,桑名市,中央町,２-３８

５１１-８５３３ ヤマモリ (株),三重県,桑名市,大字森忠,４６５－４

５１１-８７１１ ヤマモリ (株) 桑名・大山田事業所,三重県,桑名市,陽だまりの丘,６-１０３

５１１-０１９８ 多度町総合支所,三重県,桑名市,多度町多度,１-１－１

５１１-０１９２ 富士通セミコンダクター (株) 三重工場,三重県,桑名市,多度町御衣野,１５００

５１１-１１９２ 長島観光開発 (株),三重県,桑名市,長島町浦安,３３３

５１０-０２９２ (株) ケーブルネット鈴鹿,三重県,鈴鹿市,岸岡町,１９３０

５１０-０２９３ 鈴鹿医療科学大学,三重県,鈴鹿市,岸岡町,１００１－１

５１０-０２９４ 鈴鹿工業高等専門学校,三重県,鈴鹿市,白子町,

５１０-０２９８ 鈴鹿国際大学,三重県,鈴鹿市,郡山町,６６３－２２２

５１０-０２９５ モビリティランド 鈴鹿サーキット,三重県,鈴鹿市,稲生町,７９９２

５１３-８６６０ 旭化成工業 (株) 鈴鹿工場,三重県,鈴鹿市,平田中町,１－１

５１３-８６３２ 味の素ゼネラルフーヅ (株) 鈴鹿工場,三重県,鈴鹿市,南玉垣町,６４１０

５１３-８６６１ カネボウウール (株) 鈴鹿工場,三重県,鈴鹿市,庄野羽山,４-１－１

５１３-８５３０ (株) サンケイ,三重県,鈴鹿市,上野町,字助町４８

５１３-８６８６ (株) 鈴鹿ハンター,三重県,鈴鹿市,算所,２-５－１

５１３-８６８０ (株) 鈴鹿メディアパーク,三重県,鈴鹿市,住吉町,８９４７-

５１３-８６０１ (株) ホンダ・エクスプレス,三重県,鈴鹿市,国府町, 1-５４

５１３-８６７０ 鈴鹿医療科学大学 白子キャンパス,三重県,鈴鹿市,南玉垣町,３５００-３

５１３-８５０５ 鈴鹿回生総合病院,三重県,鈴鹿市,国府町,字保子里１１２-１

５１３-８７０１ 鈴鹿市役所,三重県,鈴鹿市,神戸,１-１８－１８

５１３-８５２０ 鈴鹿短期大学,三重県,鈴鹿市,庄野町,１２５０

５１３-８６３０ 鈴鹿中央総合病院,三重県,鈴鹿市,安塚町,山之花１２７５－５３

５１３-８６５０ 鈴鹿農業 協同組合,三重県,鈴鹿市,地子町,１２６８

５１３-８６３１ 住友電装 (株) 鈴鹿製作所,三重県,鈴鹿市,三日市町,字中の池１８２０

５１３-８５１０ 津地方法務局 鈴鹿出張所,三重県,鈴鹿市,神戸,１-２４－３

５１３-８５０１ 独立行政法人 国立病院機構 鈴鹿病院,三重県,鈴鹿市,加佐登,３-２番２号

５１３-８６３３ 富士電機 (株) 鈴鹿工場,三重県,鈴鹿市,南玉垣町,５５２０

５１３-８６６６ 本田技研工業 (株) 鈴鹿製作所,三重県,鈴鹿市,平田町,１９０７

５１９-０３９３ 鈴鹿富士ゼロックス (株),三重県,鈴鹿市,伊船町,１９００

５１８-０４９６ (株) マキシンコー 名張工場,三重県,名張市,夏見,２８３２

５１８-０４９２ 名張市役所,三重県,名張市,鴻之台１番町,１

５１８-０４９４ ニッタ・ムアー（株） 名張工場,三重県,名張市,八幡,１３００－４５

５１８-０４９３ 日立化成 (株) 名張事業所,三重県,名張市,八幡,１３００－１５

５１８-０４９５ ボルグワーナー・モールステック・ジャパン (株),三重県,名張市,八幡,１３００－５０

５１９-３６９２ 尾鷲社会保険事務所,三重県,尾鷲市,林町,２－２３

５１９-３６９６ 尾鷲市役所,三重県,尾鷲市,中央町,１０－４３

５１９-３６９４ 尾鷲税務署,三重県,尾鷲市,末広町,１－３０

５１９-３６９３ 尾鷲総合病院,三重県,尾鷲市,上野町,５－２５

５１９-３６９５ 三重県 紀北県民局,三重県,尾鷲市,坂場西町,１－１

５１９-０１９７ (株) エイチワン 亀山製作所,三重県,亀山市,下庄町,１７０１

５１９-０１９６ カメヤマ (株),三重県,亀山市,栄町,１５０４－１

５１９-０１９５ 亀山市役所,三重県,亀山市,本丸町,５７７

５１９-０１９８ シャープ (株) 亀山工場,三重県,亀山市,白木町,幸川４６４番

５１９-０１９３ 日東電工 (株) 亀山事業所,三重県,亀山市,布気町,９１９

５１９-０２９２ 古河電気工業 (株) 三重事務所,三重県,亀山市,能褒野町,２０－１６

５１９-１１９２ 亀山市関支所,三重県,亀山市,関町木崎,９１９-の１

５１７-８５０１ 国立鳥羽商船高等専門学校,三重県,鳥羽市,池上町,１－１

５１７-８５１７ 鳥羽水族館,三重県,鳥羽市,鳥羽,３-３－６



５１７-８５１１ 御木本真珠島,三重県,鳥羽市,鳥羽,１-７番１号

５１９-４３９５ 熊野工業高等専門学校,三重県,熊野市,有馬町,２８００

５１９-４３９２ 熊野市役所,三重県,熊野市,井戸町,７９６

５１９-４３９６ 津地方裁判所 熊野支部,三重県,熊野市,井戸町,７８４

５１９-４３９３ 三重県 熊野庁舎,三重県,熊野市,井戸町,３７１

５１９-４３９４ 三重県立木本高等学校,三重県,熊野市,木本町,１１０１－４

５１１-０５９３ 太平洋セメント (株) 藤原工場,三重県,いなべ市,藤原町東禅寺,１３６１-の１

５１１-０２９３ いなべ市役所 員弁庁舎,三重県,いなべ市,員弁町笠田新田,１１１

５１１-０２９２ いなべ市役所 大安庁舎,三重県,いなべ市,大安町大井田,２７０５

５１１-０２９６ (株) デンソー 大安製作所,三重県,いなべ市,大安町門前,１５３０

５１１-０４９８ いなべ市役所,三重県,いなべ市,北勢町阿下喜,３１-

５１１-０４９２ いなべ市役所 北勢庁舎,三重県,いなべ市,北勢町阿下喜,２６３３

５１１-０５９２ いなべ市役所 藤原庁舎,三重県,いなべ市,藤原町市場,１１５

５１７-０５９２ 志摩市役所,三重県,志摩市,阿児町鵜方,３０９８－２２

５１７-０２９２ (株) 志摩スペイン村,三重県,志摩市,磯部町坂崎,字下山９５２－４

５１７-０４９４ ホテル 志摩石亭,三重県,志摩市,浜島町浜島,１６４５－１

５１７-０５９３ (株) 賢島宝生苑,三重県,志摩市,阿児町神明,７１８-の３

５１８-８５０１ 伊賀市役所,三重県,伊賀市,４十九町,３１８４-

５１８-８５１８ パナソニック電工インテリア照明 (株),三重県,伊賀市,ゆめが丘,７-７-の６

５１８-８５３３ 三重県伊賀庁舎,三重県,伊賀市,４十九町,２８０２

５１８-０１９２ 桜丘中学校・高等学校,三重県,伊賀市,下神戸,２７５６

５１８-０２９２ 伊賀市役所 青山支所,三重県,伊賀市,阿保,１４１１

５１８-０２９６ 伊賀南部クリーンセンター,三重県,伊賀市,奥鹿野,１９９０

５１８-０２９３ ＪＡ伊賀南部青山支店,三重県,伊賀市,阿保,１３６

５１８-０２９４ 独立行政法人 水資源機構 川上ダム建設所,三重県,伊賀市,阿保,２５１-

５１８-０２９５ メナード青山リゾート,三重県,伊賀市,霧生,２３５６

４９８-８５０３ 木曽岬町役場,三重県,桑名郡木曽岬町,大字西対海地,２５１

５１１-０２９８ イオンモール 東員,三重県,員弁郡東員町,大字長深,字築田５１０－１

５１１-０２９４ ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ (株) 桑名工場,三重県,員弁郡東員町,大字中上,２４００

５１１-０２９５ 東員町役場,三重県,員弁郡東員町,大字山田,１６００

５１０-１２９２ 菰野町役場,三重県,三重郡菰野町,大字潤田,１２５０-

５１０-８５２２ 朝日町役場,三重県,三重郡朝日町,大字小向,８９３-

５１０-８５８８ 川越町役場,三重県,三重郡川越町,大字豊田一色,２８０-

５１９-２１９２ シャープ (株),三重県,多気郡多気町,大字五佐奈,１１７７-

５１９-２５９２ 大台町役場 宮川総合支所,三重県,多気郡大台町,江馬,３１６

５１９-２５９３ 三重県立 昴学園高等学校,三重県,多気郡大台町,茂原,４８-

５１９-０４９７ 京セラ (株) 三重工場,三重県,度会郡玉城町,野篠,７０４－１９

５１９-０４９５ 玉城町役場,三重県,度会郡玉城町,田丸,１１４－２

５１９-０４９２ 松下電工 (株) 伊勢工場,三重県,度会郡玉城町,田宮寺,４６８－１

５１９-０４９３ ミマス (株),三重県,度会郡玉城町,佐田,６２６

５１６-２１９５ 度会町役場,三重県,度会郡度会町,棚橋,１２１５－１

５１９-２７９２ 大紀町役場,三重県,度会郡大紀町,滝原,１６１０－１

５１６-０１９８ 楓幸房,三重県,度会郡南伊勢町,五ケ所浦,３９１７

５１６-０１９２ (株) ネットアール,三重県,度会郡南伊勢町,迫間浦,１３０６－１

５１６-０１９３ 独立行政法人 水産総合研究センター 養殖研究所,

５１６-０１９３ 三重県,度会郡南伊勢町,中津浜浦,４２２－１

５１６-０１９４ 南伊勢町役場 南勢庁舎,三重県,度会郡南伊勢町,五ケ所浦,３０５７

５１６-１４９２ 南伊勢町役場 南島庁舎,三重県,度会郡南伊勢町,神前浦,１５

５１９-３２９２ 紀北町役場,三重県,北牟婁郡紀北町,紀伊長島区東長島,７６９-１

５１９-３４９２ 紀北町 海山総合支所,三重県,北牟婁郡紀北町,海山区相賀,４９５-８

５１９-５２９３ 公立紀南病院,三重県,南牟婁郡御浜町,大字阿田和,４７５０

５１９-５２９２ 御浜町役場,三重県,南牟婁郡御浜町,大字阿田和, 1-２０




