
事業所名 業種 住所 電話

1 愛知信用金庫堀田支店 金融業 堀田通６－１６ ８７１－４１５１

2 瑞穂郵便局 金融業 豊岡通２－３７ ８５２－０３６５

3 名古屋下坂郵便局 金融業 下坂町２－５０－５ ８７１－４４０２

4 名古屋雁道郵便局 金融業 堀田通２－１２－２ ８７１－４４１２

5 名古屋牛巻郵便局 金融業 牛巻町７－１ ８７１－４４１４

6 名古屋高田郵便局 金融業 高田町２－３１－１ ８５１－９０３６

7 名古屋汐路郵便局 金融業 汐路町４－１１－２ ８５１－９０７６

8 名古屋新瑞橋郵便局 金融業 妙音通４－17ー１ ８５１－９０６６

9 名古屋惣作郵便局 金融業 惣作町３－６０ ８５１－９０１８

10 名古屋大喜郵便局 金融業 大喜町４－１ ８４２－７２２２

11 名古屋中根郵便局 金融業 弥富通５－１７－２ ８３１－４３２０

12 名古屋中山郵便局 金融業 中山町１－１２ ８５１－９０６９

13 名古屋八勝通郵便局 金融業 密柑山町２－５１－２ ８３１－４２３９

14 名古屋平郷郵便局 金融業 平郷町４－１１－１ ８７１－４１３３

15 名古屋堀田郵便局 金融業 苗代町２５－１ ８１１－５９０８

16 名古屋弥富郵便局 金融業 弥富通２－１６－１ ８３１－４２０５

17 名古屋陽明郵便局 金融業 陽明町２－２６－１ ８３１－４２０９

18 マックスバリュエクスプレス瑞穂通店 小売業 石田町１－２ ８５９－１１２５

19 三菱東京ＵＦＪ銀行堀田支店 金融業 堀田通８－２７ ８７１－９１３１

20 スギ薬局　汐路店 小売業 汐路町４－１－１ ６８０－９８０１

21 スギドラッグ　みかん山店 小売業 松栄町２－７２－１ ８３９－０１６１

22 スギ薬局　弥富通店 小売業 弥富通３－２９ ８６１－５３２５

23 スギ薬局　新瑞橋店 小売業
洲山町２－３３－１
新瑞ターミナルビル1階

８５９－２５１１
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24 スギ薬局　瑞穂通店 小売業 瑞穂通４－１５ ８５９－３２９１

25 スギドラッグ　牛巻店 小売業 新開町１６－３８ ８８９－４７２０

26 イズモ葬祭　堀田 その他 堀田通３－１１ ８７１－１１９４

27 有限会社　ヒノデ その他 船原町２－１０ ８８１－６９３２

28 セレモニーホール　紫雲殿　堀田通斎場 その他 船原町１－１１ ８７２－４４４４

29 セレモニーホール　紫雲殿　新瑞斎場 その他 妙音通４－６ ８４２－４４４４

30 名古屋銀行　新瑞橋支店 金融業 洲山町２－２３ ８５１－９３２１

31 名古屋銀行　堀田支店 金融業 堀田通８－２８ ８７１－３１２１

32 喫茶　甚六 飲食業 本願寺町2-33-2 ８４１－３３７８

33 八百広商店 小売業 北原町３－７－１ ８５１－５００３

34 名古屋ヤクルト販売(株)瑞穂センター 小売業 北原町３－３フェリース北原1F ８５１－８９６０

35 あお調剤薬局 小売業 弥富通２－１４－１瑞穂公園アイリス１F８６１－１００３

36 桜山調剤薬局 小売業 桜見町１－１－２　1階 ８５３－０４２９

37 ナツメ薬局　堀田店 小売業 苗代町２１－１５ ８１９－６５５１

38 ひなた調剤薬局 小売業 日向町１－１３－１ ８６１－２２２０

39 みずほ調剤センター薬局 小売業 瑞穂通３－５ ８５９－０７００

40 陽明調剤薬局 小売業
松栄町２－９９
梅雲ﾏﾝｼｮﾝ店舗１０２

８３３－６２００

41 サクラ井薬局 小売業 桜見町２－１１ ８４１－０３９８

42 愛昇殿レクスト‐杜‐堀田通 その他 堀田通３－２ ８８９－０００４

43 中日新聞　井戸田専売店 小売業 妙音通２－１９ ８２２－７５５７

44 中日新聞　雁道専売店 小売業 御劔町２－２ ８８１－５９４１

45 中日新聞　津賀田専売店 小売業 津賀田町３－２－２ ８４１－５１４６

46 中日新聞　中山専売店 小売業 高田町２－７－２ ８４１－５５３２
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47 中日新聞　堀田専売店 小売業 花目町１－２ ８８１－０２０８

48 中日新聞　瑞穂専売店 小売業 本願寺町２－５５－１ ８５２－３９３９

49 中日新聞　石川橋専売店 小売業 石川町４－８－１ ８３１－６９９０

50 中日新聞　汐路専売店 小売業 汐路町３－３７－１ ８４１－９０６２

51 中日新聞　昭和高校前専売店 小売業 玉水町１－９－４ ８３３－６００８

52 中日新聞　中根専売店 小売業 仁所町２－６－１ ８３１－０７３９

53 中日新聞　弥富新聞店 小売業 市丘町２－８０ ８３１－０６５５

54 株式会社　川村保険 保険業 姫宮町１－１２ ８５２－１１９１

55 苗代ライスマーケット 小売業 苗代町２７－１４ ７１７－１８１７

56 株式会社　ひまわり 保険業 塩入町１２－１ ８２２－０２０９

57 雁ぶらサロン 小売業 雁道町２－２１ー１ ０９０－８５５７－８１７６

58 三井住友銀行八事支店 金融業 弥富町字緑ヶ岡１番地 ８３４－１１３１

59 藤掛薬局 小売業 瑞穂通２－１６－１ ８４１－８８５２

60 ドリーム薬局八事店 小売業 弥富町緑ヶ岡４－１６ ８３６－８９８８

61 まきのセレクト 小売業 新開町２２－２９ ０５０－７５３５－９８７９

62 中日カラー瑞穂店 小売業 北原町２－３２ ８５２－８１５５

63 マルミ薬局　雁道店 小売業 雁道町２－１ ８７１－６３８３

64 岩田仏具店 小売業 妙音通４－３１－２ ８５１－９４８３

65 美すゞ化粧品店 小売業 瑞穂通７－１０－３ ８４１－８８４９

66 マックスバリュ瑞穂桜山店 小売業 桜見町１－５－１ ７４６－１８００
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