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56一保　第52-33号 S56.9.8 常富屋クリーニング戸塚営業所 愛知県一宮市大和町戸塚字寺田２７－４５　 常富屋クリーニング株式会社 代表取締役   小出徳光

57一保　第69-41号 S57.11.30 常富屋クリーニング桜町営業所 愛知県一宮市桜１－１０－１０　 常富屋クリーニング株式会社 代表取締役   小出徳光

58一保　第67-13号 S58.3.23 常富屋クリーニング瀬古営業所 愛知県一宮市奥町神田４６　 常富屋クリーニング株式会社 代表取締役   小出徳光

58一保　第67-36号 S58.10.31 常富屋クリーニング住吉営業所 愛知県一宮市住吉１－６－１３　 常富屋クリーニング株式会社 代表取締役   小出徳光

59一保　第76-13号 S59.6.18 常富屋クリーニング大海道営業所 愛知県一宮市西大海道本郷１３５－４　 常富屋クリーニング株式会社 代表取締役   小出徳光

59一保　第76-31号 S59.10.9 常富屋クリーニング宮後営業所 愛知県一宮市今伊勢町宮後字郷中茶原５４７－２　 常富屋クリーニング株式会社 代表取締役   小出徳光

61一保　第76-11号 S61.6.2 常富屋クリーニング下苧島営業所 愛知県一宮市今伊勢町宮後字下苧島５７－２　 常富屋クリーニング株式会社 代表取締役   小出徳光

61一保　第76-21号 S61.10.30 常富屋クリーニング泉営業所 愛知県一宮市泉２－６－４　 常富屋クリーニング株式会社 代表取締役   小出徳光

62一保　第76-24号 S62.6.30 常富屋クリーニング玉ノ井営業店 愛知県一宮市木曽川町玉ノ井宮前９　 常富屋クリーニング株式会社 代表取締役   小出徳光

62一保　第76-44号 S62.10.24 常富屋クリーニング花池営業店 愛知県一宮市花池１－１６－８　 常富屋クリーニング株式会社 代表取締役   小出徳光

6一保　第76-22号 H6.10.3 常富屋クリーニング大江営業店 愛知県一宮市大江３－１４－４　 常富屋クリーニング株式会社 代表取締役   小出徳光

7一保　第143-30号 H7.12.28 常富屋クリーニング宝江営業店 愛知県一宮市北方町北方字宝江下１４　 常富屋クリーニング株式会社 代表取締役   小出徳光

7一保　第143-31号 H7.12.28 常富屋クリーニング新神戸営業店 愛知県一宮市今伊勢町新神戸字九反野１９－３　 常富屋クリーニング株式会社 代表取締役   小出徳光

8一保　第143-23号 H8.11.19 常富屋クリーニング黒田営業店 愛知県一宮市木曽川町黒田八ノ通り９１　 常富屋クリーニング株式会社 代表取締役   小出徳光

9一保　第143-19号 H9.8.27 常富屋クリーニング九日市場営業店 愛知県一宮市丹陽町九日市場１７９５－１　 常富屋クリーニング株式会社 代表取締役   小出徳光

11一保　第153-11号 H11.6.21 常富屋クリーニングアピタ木曽川店
愛知県一宮市木曽川町黒田八ノ通り５１－４
アピタ木曽川店内 常富屋クリーニング株式会社 代表取締役   小出徳光

13一保　第156-8号 H13.9.20 常富屋クリーニング新木曽川営業店 愛知県一宮市木曽川町黒田三の通り３２　 常富屋クリーニング株式会社 代表取締役   小出徳光

16一保　第165-13号 H16.12.27 常富屋クリーニング開明営業店 愛知県一宮市開明字極西１－４　 常富屋クリーニング株式会社 代表取締役   小出徳光

13一保　第156-7号 H13.9.14 リブ石刀店 愛知県一宮市今伊勢町馬寄呑光寺西１３－１　 株式会社ソフト・ピア 代表取締役   田中義久

13一保　第156-11号 H13.9.28 ソフト・ピア東五城店 愛知県一宮市西萩原字大池３６　 株式会社ソフト・ピア 代表取締役   田中義久

14一保　第158-5号 H14.9.20 ソフト・ピア三条店 愛知県一宮市三条字田畑１５　 株式会社ソフト・ピア 代表取締役   田中義久

51一保　第119-34号 S51.10.18 白洋舎一宮営業所 愛知県一宮市本町１－２－１７．　 株式会社白洋舎 代表取締役   松本　彰

52一保　第137-11号 S52.3.7 同和クリーニング赤見店 愛知県一宮市大赤見字北広手８６０－３　 有限会社同和クリーニングセンター 代表取締役   亀谷三義

62一保　第76-27号 S62.7.9 モデル社浅井店 愛知県一宮市浅井町江森字森前２２－１０　 株式会社モデル社 坂田剛三

57一保　第69-9号 S57.4.8 株式会社京町屋尾北 愛知県一宮市平島１－１７－６　 株式会社京町屋尾北 代表取締役   青山進

5一保　第76-15号 H5.7.8 有限会社クリーニングショップハクスイ小日比野店 愛知県一宮市浅井町小日比野４５　 有限会社クリーニングショップハクスイ 代表取締役   大竹成和

5一保　第76-32号 H5.11.24 クリーニングハラダ団地ストアー 愛知県一宮市萩原町西御堂字虫祭５　 原田クリーニング有限会社 代表取締役   原田　白美

9一保　第143-3号 H9.2.28 佐藤クリーニング一宮店 愛知県一宮市貴船１－９－１　 佐藤紘和

12一保　第153-15号 H12.10.6 クリーニングパル 愛知県一宮市千秋町浅野羽根字六反畑２７　 春日井澄江

14一保　第158-4号 H14.7.16 クリーニングスパークル 愛知県一宮市八幡５－１－１６　 スパークル有限会社 代表取締役   小木曽勝

16一保　第158-8号 H16.4.6 エムズシティ一宮フロント 愛知県一宮市大志１－１－１　 株式会社アスク 代表取締役   泉澤　豊

6一保　第76-8号 H6.3.25 マーティナイジング一宮店 愛知県一宮市八幡２－９－１０　 株式会社ソフト・ピア 代表取締役   田中義久

10一保　第143-11号 H10.6.15 ソフト・ピア大毛店 愛知県一宮市大毛字小松寺東３－１　 株式会社ソフト・ピア 代表取締役   田中義久

11一保　第153-3号 H11.3.26 ソフト・ピア尾関店 愛知県一宮市浅井町尾関字上川田２２　 株式会社ソフト・ピア 代表取締役   田中義久

11一保　第153-21号 H11.10.8 ソフト・ピア西成店 愛知県一宮市西大海道字中山１１３　 株式会社ソフト・ピア 代表取締役   田中義久

13一保　第153-21号 H13.2.21 リヴ今伊勢店 愛知県一宮市今伊勢町宮後字郷東５１－３　 株式会社ソフト・ピア 代表取締役   田中義久

13一保　第153-24号 H13.3.9 ソフト・ピア千秋店 愛知県一宮市千秋町佐野郷前１０　 株式会社ソフト・ピア 代表取締役   田中義久

48一保　第125-11号 S48.4.12 タカケンクリーニング奥町本町営業所 愛知県一宮市奥町貴船東４４　 タカケンサンシャイン株式会社 代表取締役   高木健志

55一保　第45-21号 S55.5.19 タカケンクリーニング浅井営業所 愛知県一宮市浅井町西海戸字東屋敷４２０－１　 タカケンサンシャイン株式会社 代表取締役   高木健志

50一保　第109-1号 S50.1.16 タカケンクリーニング木曽川北営業所 愛知県一宮市木曽川町黒田字井桁畔２８　 タカケンサンシャイン株式会社 代表取締役   高木健志

56一保　第52-43号 S56.11.28 タカケンクリーニング田所営業所 愛知県一宮市田所１６５　 タカケンサンシャイン株式会社 代表取締役   高木健志

58一保　第67-4号 S58.2.22 タカケンクリーニング浅野共栄店 愛知県一宮市浅野字野口５－１　 タカケンサンシャイン株式会社 代表取締役   高木健志

63一保　第76-5号 S63.4.20 タカケンクリーニング丸正商店共栄店 愛知県一宮市北方町北方狐塚８８　 タカケンサンシャイン株式会社 代表取締役   高木健志

63一保　第76-22号 S63.9.29 タカケンクリーニングじゃんけんぽん共栄店 愛知県一宮市北方町曽根３７５－１　 タカケンサンシャイン株式会社 代表取締役   高木健志

4一保　第76-25号 H4.11.27 タカケンクリーニングいまいせ共栄店 愛知県一宮市今伊勢町新神戸字乾５０　 タカケンサンシャイン株式会社 代表取締役   高木健志

5一保　第76-19号 H5.7.21 タカケンクリーニング末広共栄店 愛知県一宮市末広２－２－５　 タカケンサンシャイン株式会社 代表取締役   高木健志

7一保　第143-26号 H7.11.21 タカケンクリーニング加納馬場共栄店 愛知県一宮市千秋町加納馬場２２９３－１　 タカケンサンシャイン株式会社 代表取締役   高木健志

11一保　第153-4号 H11.4.7 タカケンクリーニング本神戸共栄店 愛知県一宮市今伊勢町本神戸字東出１３－１　 タカケンサンシャイン株式会社 代表取締役   高木健志

13一保　第156-13号 H13.10.24 タカケンクリーニング江森共栄店 愛知県一宮市浅井町江森字西之森４１－１　 タカケンサンシャイン株式会社 代表取締役   高木健志

47一保　第94-10号 S47.3.29 ポニー化学ドライセンター西一宮営業所 愛知県一宮市天王町１－６　 林孝子

57一保　第69-5号 S57.3.26 ポニー化学ドライセンター瀬部営業所 愛知県一宮市瀬部大馬場１８　 穂高株式会社 代表取締役   松岡龍雄

2一保　第76-7号 H2.4.26 ポニー化学ドライセンターおおてつ営業所 愛知県一宮市大和町於保字二ノ宮１８－１　 穂高株式会社 代表取締役   松岡龍雄

9一保　第143-4号 H9.3.6 ポニー化学ドライセンター若竹営業店 愛知県一宮市若竹２－３－９　 穂高株式会社 代表取締役   松岡龍雄
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10一保　第143-13号 H10.7.8 ポニー化学ドライセンター戸塚営業店 愛知県一宮市大和町戸塚字町長４２－３８　 穂高株式会社 代表取締役   松岡龍雄

51一保　第20-1号 S51.4.22 ポニー化学ドライセンター富田営業所 愛知県一宮市富田上町６６－５　 石垣ナル子

53一保　第21-3号 S53.3.23 ポニー化学ドライセンター尾西北営業所 愛知県一宮市開明字杁先２４－２　 山田小夜子

60一保　第47-10号 S60.12.17 ポニー化学ドライセンター開明営業所 愛知県一宮市開明名古羅８５－２　 穂高株式会社 代表取締役   松岡龍雄

6一保　第55-2号 H6.6.7 ポニー化学ドライセンター起営業店 愛知県一宮市起字西茜屋２４　 穂高株式会社 代表取締役   松岡龍雄

13一保　第156-9号 H13.9.20 ポニー化学ドライセンター丹陽店 愛知県一宮市丹陽町猿海道字保領４５８－１　 穂高株式会社 代表取締役   松岡龍雄

16一保　第165-2号 H16.6.16 ポニークリーニングキリオ店 愛知県一宮市木曽川町黒田字南八ッヶ池２５－１　 穂高株式会社 代表取締役   松岡龍雄

16一保　第165-3号 H16.6.16 ポニークリーニング伝法寺店 愛知県一宮市丹陽町伝法寺字上東畑１９４３　 穂高株式会社 代表取締役   松岡龍雄

51一保　第119-56号 S51.12.23 栄ドライ大山営業所 愛知県一宮市柚木颪池ノ内４　 合資会社玉栄社 理事長   鈴木道子

48一保　第125-31号 S48.11.24 ＮＥＷカトレヤ浅井団地営業所 愛知県一宮市浅井町尾関字高見７　 神谷照男

52一保　第137-56号 S52.12.1 ホームドライ東浅井店 愛知県一宮市浅井町東浅井字桜木３９　 神谷照男 神谷照男

56一保　第52-23号 S56.5.29 ホームドライ浅井店西 愛知県一宮市浅井町字東浅井１０－１　 神谷照男

52一保　第137-20号 S52.3.19 ホームドライ小日比野店 愛知県一宮市浅井町小日比野４７６－３　 神谷照男

51一保　第119-31号 S51.9.25 ホームドライ高田店 愛知県一宮市高田字南屋敷９０　 神谷照男

61一保　第76-15号 S61.7.30 ホームドライ瀬部店 愛知県一宮市瀬部巡見３０－３　 神谷照男

58一保　第67-16号 S58.4.5 ホームドライ小山店 愛知県一宮市千秋町小山１３６４　小山ストアー内 神谷照男

58一保　第67-42号 S58.12.21 ホームドライ浅井店 愛知県一宮市浅井町大日比野字東出３８　 神谷照男

59一保　第76-58号 S59.12.13 ホームドライ黒田店 愛知県一宮市木曽川町黒田勘治西２７　 神谷照男

1一保　第76-7号 H1.4.25 ホームドライ今伊勢店 愛知県一宮市今伊勢町本神戸字山王１０８９－１　 神谷照男

3一保　第76-7号 H3.3.20 ホームドライ富塚店 愛知県一宮市島村字老光寺１２６　 有限会社ホームドライ 代表取締役   神谷照男

5一保　第76-2号 H5.2.5 ホームドライサービスショップ玉ノ井店 愛知県一宮市木曽川町玉ノ井字吉原西１０８　 有限会社ホームドライ 代表取締役   神谷照男

5一保　第76-28号 H5.10.29 ホームドライクリーニングショップ時之島店 愛知県一宮市時之島字毛勝野４３　 有限会社ホームドライ 代表取締役   神谷照男

5一保　第76-31号 H5.11.10 ホームドライクリーニングショップアオキスーパー前店 愛知県一宮市浅井町字尾関上川田２２－１　 有限会社ホームドライ 代表取締役   神谷照男

6一保　第76-25号 H6.10.19 ホームドライ松降店 愛知県一宮市松降２－８－３　 有限会社ホームドライ 代表取締役   神谷照男

6一保　第76-28号 H6.11.16 ホームドライ島村サービスショップ 愛知県一宮市島村字南裏山２５－１　 有限会社ホームドライ 代表取締役   神谷照男

7一保　第143-29号 H7.12.8 ホームドライ島村店 愛知県一宮市島村字岩畑６２　 有限会社ホームドライ 代表取締役   神谷照男

10一保　第143-18号 H10.7.8 クリーンランド青山小山店 愛知県一宮市千秋町小山字新屋敷４８　 株式会社青山 代表取締役   青山初博

15一保　第158-11号 H15.2.4 クリーンランド青山福本店 愛知県一宮市定水寺字山ヶ作６６－３　 株式会社青山 代表取締役   青山初博

15一保　第158-7号 H15.12.8 クリーンランド青山本町店 愛知県一宮市大江３－１３－１６　 株式会社青山 代表取締役   青山初博

61一保　第76-7号 S61.3.22 クリーニングのホワイト大宮店 愛知県一宮市大宮３－２－１８　 疋田博史

41不明一保　第25号 S41.1.13 株式会社スター商会 愛知県一宮市本町４－５－４　 新谷智

41不明一保　第不明9号 中部クリーニング新町営業所 愛知県一宮市桜１－１３－１４　 株式会社せのみ 代表取締役   武市敏雄

55一保　第45-7号 S55.3.24 中日クリーニング泉営業所 愛知県一宮市泉２－６－２２　 吉村なみ子

55一保　第45-10号 S55.3.24 中日クリーニング宮山営業所 愛知県一宮市今伊勢町本神戸字筋替８　 吉村なみ子

59一保　第76-16号 S59.7.19 中日クリーニング古金営業所 愛知県一宮市古金町２－２４　 吉村なみ子

60一保　第76-6号 S60.3.18 中日クリーニング木曽川営業所 愛知県一宮市木曽川町黒田字往還東１－１　 吉村なみ子

12一保　第153-11号 H12.7.3 中日クリーニング 愛知県一宮市長島町３－１５－１　 吉村なみ子

48一保　第125-23号 S48.9.11 ダスキンドラゴン 愛知県一宮市奥町薬師７５　 平岩株式会社 平岩俊夫

48一保　第125-21号 S48.8.28 ダスキンヨシヤ 愛知県一宮市今伊勢町馬寄字山之小路８　 今枝義也

5一保　第76-9号 H5.4.27 有限会社ダスキン名岐 愛知県一宮市若竹４－２－１　 有限会社ダスキン名岐 代表取締役   浅野武士

60一保　第76-4号 S60.3.7 ダスキン花池 愛知県一宮市花池４－１８－９　 園武志

5一保　第76-22号 H5.9.3 ダスキン萩原 愛知県一宮市萩原町東宮重３７３　 ナカノメディアサービス株式会社 代表取締役   中野國雄

44一保　第66-26号 S44.11.29 第七スター商会 愛知県一宮市末広１－１９－２９　 上野和雄

46一保　第74-8号 S46.4.10 横井クリーニング店 愛知県一宮市大和町北高井１４９１　 横井訓至

1一保　第76-19号 H1.11.28 ダイエークリーニング 愛知県一宮市大和町苅安賀字下西ノ杁４３　 近藤國守

45一保　第74-14号 S45.4.9 太陽舎クリーニング店一宮ドライクリーニング工場 愛知県一宮市末広３－９－２７　 有限会社太陽舎クリーニング店 吉田礼子

62一保　第76-45号 S62.11.6 クリーニングのホワイト 愛知県一宮市神山１－８－３　 疋田博史

58一保　第67-21号 S58.5.17 株式会社丹陽商会 愛知県一宮市浅野字前林７　 株式会社丹陽商会 代表取締役   植田康之

63一保　第76-1号 S63.2.2 アイセイ舎クリーニング店 愛知県一宮市森本２－４－１　 竹内孝二

59一保　第76-6号 S59.4.20 ホープ富塚店 愛知県一宮市富塚１７８５－１．　 田中義久

59一保　第76-57号 S59.12.12 ホープ北方店 愛知県一宮市北方町北方字中屋敷郷２９０－１　 田中義久

60一保　第76-10号 S60.4.20 ホープ常願店 愛知県一宮市常願通６－１－１　 田中義久

60一保　第76-19号 S60.9.12 ホープ木曽川店 愛知県一宮市木曽川町黒田一ノ通り３　 田中義久
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5一保　第76-21号 H5.7.30 ホープ小日比野店 愛知県一宮市浅井町小日比野１７１０－２　 田中義久

6一保　第76-6号 H6.2.23 ホープ佐野南店 愛知県一宮市千秋町佐野字郷西６４　 田中義久

5一保　第55-3号 H5.4.9 ホープ小信店 愛知県一宮市小信中島字郷東６５　 田中義久

51一保　第119-60号 S51.12.24 ドライヤマジン新生営業所 愛知県一宮市新生３－３－１３　 有限会社山甚クリーニング商会 代表取締役   橋本豊

51一保　第119-53号 S51.12.23 ドライのヤマジン今伊勢中道営業所 愛知県一宮市今伊勢町本神戸字中道１３　 有限会社山甚クリーニング商会 代表取締役   橋本豊

53一保　第130-10号 S53.4.14 ドライヤマジン野口営業所 愛知県一宮市野口１－１６－１４　 有限会社山甚クリーニング商会 代表取締役   橋本豊

2一保　第76-11号 H2.9.26 ヤマジン黒田営業所 愛知県一宮市木曽川町黒田字東町北６９　 有限会社山甚クリーニング商会 代表取締役   橋本豊

10一保　第143-4号 H10.4.1 山甚クリーニングカネスエ開明店 愛知県一宮市奥町字田畑１８　 有限会社山甚クリーニング商会 代表取締役   橋本豊

10一保　第143-25号 H10.10.2 ヤマジンクリーニングヤマナカ一宮西店 愛知県一宮市大和町毛受字辻畑５－１　 有限会社山甚クリーニング商会 代表取締役   橋本豊

45一保　第18-3号 S45.8.3 山甚クリーニング商会畑中取次店 愛知県一宮市起字川田揚２１　 有限会社山甚クリーニング商会 代表取締役   橋本豊

12一保　第153-14号 H12.10.4 山甚クリーニングカネスエ瀬部店 愛知県一宮市瀬部字流３６－２０　 有限会社山甚クリーニング商会 代表取締役   橋本豊

16一保　第165-1号 H16.4.8 山甚クリーニング本町店 愛知県一宮市本町４－４－１　 有限会社山甚クリーニング商会 代表取締役   橋本豊

6一保　第76-20号 H6.9.2 中部白竜社本町営業所 愛知県一宮市本町４－１７－１１　 葛谷道子

12一保　第153-10号 H12.6.23 白竜社コートマン営業所 愛知県一宮市白旗通２－１７　 犬飼惠美

58一保　第30-1号 S58.1.21 シンエー上祖父江営業所 愛知県一宮市上祖父江北川原９２　 富田進

6一保　第55-4号 H6.7.18 シンエー三条営業所 愛知県一宮市三条郷東藤２５　 有限会社シンエードライ 代表取締役   富田進

12一保　第153-4号 H12.3.14 シンエー高木営業所 愛知県一宮市萩原町高木字中道５８　 有限会社シンエードライ 代表取締役   富田進

7一保　第143-3号 H7.1.31 ホワイト急便加茂営業所 愛知県一宮市千秋町加茂北石田８６　 豊場明子

57一保　第69-29号 S57.10.28 ペンギンクリーニング栄町営業所 愛知県一宮市奥町字下口西２０　 日比正幸

58一保　第67-33号 S58.10.7 ペンギンクリーニング桜営業所 愛知県一宮市桜１－５－２　 日比正幸

60一保　第76-22号 S60.10.9 三條ドライクリーニング商会ペンギン音羽営業所 愛知県一宮市音羽２－２－２２　 日比正幸

1一保　第76-15号 H1.10.4 三條ドライクリーニング商会ペンギン神山店 愛知県一宮市神山１－１０－２６　メゾンイトウ 株式会社三條ドライクリーニング商会 代表取締役   日比正幸

3一保　第76-23号 H3.12.7 ペンギンクリーニング白旗営業所 愛知県一宮市白旗１－５０　ロイヤルビル１Ｆ 株式会社三條ドライクリーニング商会 代表取締役   日比正幸

5一保　第76-12号 H5.6.14 ペンギンクリーニング奥町営業所 愛知県一宮市奥町三出３７－１　 株式会社三條ドライクリーニング商会 代表取締役   日比正幸

4一保　第76-12号 H4.6.9 ペンギンクリーニングイタキチ営業所 愛知県一宮市真清田２－１－３　 富板保夫

6一保　第76-2号 H6.2.10 ペンギンクリーニング新生営業所 愛知県一宮市新生４－４－７　サンシャイン光輝ビル 株式会社三條ドライクリーニング商会 代表取締役   日比正幸

6一保　第76-17号 H6.8.23 ペンギンクリーニング尾関営業所 愛知県一宮市浅井町尾関４７－１　 株式会社三條ドライクリーニング商会 代表取締役   日比正幸

10一保　第143-2号 H10.2.26 ペンギンクリーニング柴田営業店 愛知県一宮市泉２－１－２２　 株式会社三條ドライクリーニング商会 代表取締役   日比正幸

57一保　第22-5号 S57.10.12 三條ドライクリーニング商会北今営業所 愛知県一宮市北今下渡２０　 日比正幸

58一保　第30-4号 S58.4.23 三條ドライクリーニング商会ペンギン上祖父江営業所 愛知県一宮市上祖父江北川原８７　 日比正幸

5一保　第55-1号 H5.3.25 ペンギンクリーニング三条営業所 愛知県一宮市三条字田畑３３－４　 株式会社三條ドライクリーニング商会 代表取締役   日比正幸

9一保　第142-22号 H9.10.1 ペンギンクリーニングヤマナカ店 愛知県一宮市開明南井保里２．　 株式会社三條ドライクリーニング商会 代表取締役   日比正幸

14一保　第158-8号 H14.12.6 ペンギン木曽川店 愛知県一宮市木曽川町内割田字祭勝３３０　 株式会社三條ドライクリーニング商会 代表取締役   日比正幸

14一保　第158-7号 H14.12.6 ペンギン松山店 愛知県一宮市木曽川町黒田字松山往還東８８　 株式会社三條ドライクリーニング商会 代表取締役   日比正幸

10一保　第143-19号 H10.7.8 クリーンランド青山本店 愛知県一宮市千秋町穂積塚本字段の上４８－１　 株式会社青山 代表取締役   青山初博

10一保　第143-15号 H10.7.8 クリーンランド青山宮西店 愛知県一宮市宮西通８－１０　 株式会社青山 代表取締役   青山初博

16一保　第165-8号 H16.10.29 有限会社タイコーリネンサービス 愛知県一宮市下川田町５－１７　 有限会社タイコーリネンサービス 代表取締役   嶋田英喜

56一保　第52-6号 S56.2.26 有限会社伊藤クリーニング店 愛知県一宮市大江３－１－１　 0586-24-2823 有限会社伊藤クリーニング店 代表取締役   伊藤高之

5一保　第76-18号 H5.7.15 株式会社アーバンライン 愛知県一宮市森本１－１－２０　 株式会社アーバンライン 代表取締役   鳴川精二

9一保　第143-25号 H9.11.26 中原クリーニング 愛知県一宮市萩原町林野字ツヅラ７３－２　 中原基美夫

41一保　第13-36号 S41.4.24 旭商会 愛知県一宮市大江２－２－３　 0586-72-6907 畑田寿範

6一保　第76-32号 H6.12.26 八幡屋クリーニング工場 愛知県一宮市松降１－２－８　 斉藤由紀夫

52一保　第137-4号 S52.1.14 愛中クリーニング店 愛知県一宮市栄２－３－１１　 田中　ひろ子

7一保　第143-18号 H7.8.23 東海クリーニング 愛知県一宮市瀬部字西山１５　 野倉隆良

62一保　第76-21号 S62.5.21 東屋クリーニング店 愛知県一宮市桜２－１１－４　 堀江良一

35不明一保　第109号 S35.4.11 丸万クリーニング店 愛知県一宮市音羽３－８－１０　 田嶋　幸子

54一保　第119-37号 S51.10.30 新光舎クリーニング店 愛知県一宮市今伊勢町馬寄字上町屋３－２　 神薗三夫

47一保　第94-30号 S47.9.29 マキノ・クリーニング店 愛知県一宮市今伊勢町馬寄字大聖３３　 牧野秀雄

6一保　第76-19号 H6.8.29 岡田クリーニング 愛知県一宮市萩原町萩原１４０１　 岡田武道

1一保　第76-13号 H1.9.20 谷クリーニング 愛知県一宮市浅井町尾関字流２９　 谷孝幸

41不明一保　第不明4号 S41.3.7 第二スター商会 愛知県一宮市島村字郷裏２３－１　 阪東直樹

52一保　第137-10号 S52.2.17 クリーニングヒロ 愛知県一宮市大毛字御申塚５７　 高原蔀

55一保　第45-32号 S55.8.4 株式会社浅井商会 愛知県一宮市浅井町大野字杁先３２．　 株式会社浅井商会 代表取締役   吉田日人
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52一保　第137-13号 S52.2.22 美里屋 愛知県一宮市木曽川町黒田字往還西南の切１１　 野々垣静雄

34不明一保　第94号 S34.3.19 合資会社臼井ドライクリーニング 愛知県一宮市木曽川町玉ノ井字寺西９－２　 合資会社臼井ドライクリーニング 理事長   臼井幸夫

54一保　第188-31号 S54.10.8 日比野ドライクリーニング店 愛知県一宮市奥町字川並東４－５　 日比野武司

55一保　第45-47号 S55.11.28 クリーニングショップサンフラワー 愛知県一宮市奥町字七丁２８－１　 髙木克己

52一保　第137-16号 S52.3.5 第六スター商会 愛知県一宮市丹陽町外崎７３　 前田勇二

39一保　第250-5号 S39.3.13 伊勢屋クリーニング店 愛知県一宮市木曽川町玉ノ井字大縄場６の切８０　 稲垣治雄

50一保　第119-18号 S50.10.2 馬渕クリーニング店 愛知県一宮市木曽川町黒田字酉新田西ノ切８－３　 馬渕登志英

34不明一保　第100号 S34.12.26 クリーニングのピッコロ 愛知県一宮市北園通３－６　 合資会社中京商会 理事長   岩井伸矢

52一保　第137-3号 S52.1.14 竹内クリーニング商会 愛知県一宮市木曽川町玉ノ井字高畑５２　 竹内謹吾

5一保　第76-35号 H5.12.28 ヤマジンクリーニング一宮 愛知県一宮市多加木４－２－２１　 橋本喜司

7一保　第143-1号 H7.1.18 大洋舎クリーニング 愛知県一宮市昭和１－２－２５　 浅井哲郞

7一保　第143-7号 H7.3.10 株式会社ソフト・ピア一宮工場 愛知県一宮市常願通６－１－１　 株式会社ソフト・ピア 代表取締役   田中義久

7一保　第143-11号 H7.5.15 マーティ花池店 愛知県一宮市花池４－８－４　 株式会社ソフト・ピア 代表取締役   田中義久

9一保　第143-11号 H9.6.6 クリーニングのはやしＮｏｂｏ一宮店 愛知県一宮市北園通４－１０　 株式会社はやし 代表取締役   林伸恭

9一保　第143-18号 H9.8.20 クリーンランド青山 愛知県一宮市千秋町勝栗字下垂１７　 株式会社青山 代表取締役   青山初博

13一保　第156-15号 H13.12.28 川浦クリーニング店 愛知県一宮市瀬部字宮西１１　 川浦憲司

13一保　第156-18号 H14.3.12 株式会社渡友 愛知県一宮市奥町字剱光寺４８　 株式会社渡友 代表取締役   渡邉淳

14一保　第158-13号 H15.3.7 有限会社山甚クリーニング商会宮西店 愛知県一宮市宮西通７－２１　 有限会社山甚クリーニング商会 代表取締役   橋本豊

15一保　第158-2号 H15.7.4 クリーニング専門店エクセレント 愛知県一宮市浅井町西浅井字桜北１１－１　 有限会社エクセレント 代表取締役   柴山芳子

15一保　第158-4号 H15.9.29 株式会社 愛知クリーニングセンター　一宮工場 愛知県一宮市奥町字南目草４６－１　 株式会社　愛知クリーニングセンター 代表取締役   加藤　雅彦

44一保　第70-5号 S44.3.24 尾西クリーニング合資会社 愛知県一宮市玉野上新田３２－６３　 尾西クリーニング合資会社 槁本吟利

33不明一保　第66号 S33.2.13 クリーニングのユタカ 愛知県一宮市三条字小辰己２１　 太田義久

47一保　第20-6号 S47.5.17 東和クリーニング店 愛知県一宮市北今字再鳥３－１０－５　 吉田和夫

48一保　第21-4号 S48.8.18 太陽舎クリーニング 愛知県一宮市富田字若宮前１４－１　 宇野利明

48一保　第21-8号 S48.12.5 ドライショップマルミ 愛知県一宮市開明字北新田２１－２　 黒田三雄

52一保　第20-7号 S52.9.1 松井クリーニング店 愛知県一宮市開明字杁東郭３３－１　 松井好伸

59一保　第53-1号 S59.2.6 クリーナー穂高 愛知県一宮市冨田字南新田１８　 不破務

60一保　第47-2号 S60.3.25 有限会社山甚クリーニング商会 愛知県一宮市西萩原字東浦１２－４　 有限会社山甚クリーニング商会 代表取締役   橋本豊

62一保　第51-3号 S62.3.10 三条クリーニング上祖父江店 愛知県一宮市上祖父江字新田４　 日比健雄

3一保　第55-2号 H3.5.1 佐藤クリーニング店 愛知県一宮市西萩原字祐久東２２　 佐藤清

5一保　第55-2号 H5.3.30 大橋クリーニング店 愛知県一宮市北今林字四ノ切２０４８－１　 大橋己義

7一保　第55-5号 H7.11.2 マーティ尾西店 愛知県一宮市篭屋２－８－１２　 0586-43-8820 株式会社ソフト・ピア 代表取締役   田中義久

63一保　第50-2号 S63.6.22 日進舎クリーニング店 愛知県一宮市篭屋２－５－２１　 河出廣一

2一保　第53-2号 H2.3.8 株式会社三條ドライクリーニング商会 愛知県一宮市三条字道東２６　 株式会社三條クリーニング商会 代表取締役   日比正幸

54一保　第188-6号 S54.2.8 クリーニングのベル 愛知県一宮市大和町南高字幾路７７　 則竹弘敬

17一保　第172-3号 H17.6.24 常富屋クリーニング　平和堂木曽川店 愛知県一宮市木曽川町里小牧字清水５２　 常富屋クリーニング株式会社 代表取締役   小出　常雄

17一保　第172-8号 H17.12.22 マーティ　末広店 愛知県一宮市末広町３－１８－１　 株式会社　ソフト・ピア 代表取締役   田中　義久

17一保　第172-9号 H18.1.18 有限会社　日光舎 愛知県一宮市西大海道字新田前１２番地　 有限会社　日光舎 代表社員   柴田　幸太郎

17一保　第172-10号 H18.3.31 ピュアレディ 愛知県一宮市浅井町大日比野如来堂１７６　 柴山　芳子

18一保　第172-1号 H18.6.27 おしゃれ応援倶楽部ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ平和堂尾西店 愛知県一宮市小信中島字郷東２４２０　 0586-64-2820 タカケンサンシャイン株式会社 代表取締役   髙木　健志

18一保　第172-2号 H18.7.18 いずもやクリーニング　ユーストア大和店
愛知県一宮市大和町毛受一本松１９
ユーストア大和店１階 43-7125 有限会社いずもや 代表社員   河村　功三

18一保　第172-3号 H18.7.24 ソフト・ピア浅井店 愛知県一宮市浅井町大日比野字清郷１０５　 株式会社ソフト・ピア 代表取締役   田中義久

18一保　第172-4号 H18.10.25 おしゃれ洗科今伊勢店 愛知県一宮市今伊勢町本神戸立切１－３　 0586-24-5522 アルファーシステム販売株式会社 代表取締役   金田満豊

18一保　第172-5号 H19.2.9 ソフト・ピア緑店 愛知県一宮市緑二丁目１５－４　 株式会社ソフト・ピア 代表取締役   田中　義久

18一保　第172-6号 H19.2.21 (有)ヤマジンクリーニング市役所北店 愛知県一宮市小信中島仁井西４４－４　 0586-61-3238 有限会社　山甚クリーニング商会 代表取締役   橋本　豊

18一保　第172-7号 H19.3.30 クリーンランド青山　新生店 愛知県一宮市新生三丁目１４－１　カネスエ新生店 45-0805 株式会社　青山 代表取締役   青山　初博

19一保　第172-2号 H19.6.21 手仕上げ本舗（株）　アオキスーパー一宮店
愛知県一宮市印田通２丁目２番
アオキスーパー一宮店内 0586-23-5666 手仕上げ本舗株式会社 代表取締役   二ノ宮道彦

19一保　第172-5号 H19.10.15 有限会社　日光舎　浅野工場 愛知県一宮市浅野字大曲り９９　 0586-76-7975 有限会社　日光舎 代表社員   柴田　幸太郎

19一保　第172-6号 H19.10.12 大阪屋クリーニング 愛知県一宮市篭屋一丁目１０番２０号　 0586-45-9743 瀧　幸雄

20一保　第172-1号 H20.6.10 ホワイト急便名西　島村店 愛知県一宮市島村字郷裏１４　 0586-51-4170 株式会社　丹羽商事 代表取締役   丹羽　鉞夫

20一保　第172-2号 H20.6.10 ホワイト急便名西　加茂店 愛知県一宮市千秋町加茂北石田８６　 0586-76-2061 株式会社　丹羽商事 代表取締役   丹羽　鉞夫

20一保　第172-3号 H20.6.10 ホワイト急便名西　カドカシ店 愛知県一宮市千秋町佐野３１５０　 0586-76-1452 株式会社　丹羽商事 代表取締役   丹羽　鉞夫
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20一保　第172-9号 H20.6.13 ホワイト急便名西　音羽店 愛知県一宮市音羽２丁目１番８号　 0586-73-8273 株式会社　丹羽商事 代表取締役   丹羽　鉞夫

20一保　第172-10号 H20.6.13 ホワイト急便名西　西島店 愛知県一宮市西島町１－１０　 0586-73-0585 株式会社　丹羽商事 代表取締役   丹羽　鉞夫

20一保　第172-16号 H20.6.13 ホワイト急便名西　小信店 愛知県一宮市小信中島南九反９番地　 0586-62-2845 株式会社　丹羽商事 代表取締役   丹羽　鉞夫

20一保　第172-18号 H20.7.3 ホワイト急便名西　一宮工場 愛知県一宮市赤見１丁目２の５　 0586-23-2752 株式会社丹羽商事 代表取締役   丹羽　鉞夫

20一保　第172-19号 H20.8.26 ペンギンクリーニング三条アオキ店 愛知県一宮市三条字賀７４－１　 0586-62-2450 株式会社 三條ドライクリーニング商会 代表取締役   日比　正幸

20一保　第172-20号 H20.9.12 山甚クリーニング商会　昭和店 愛知県一宮市昭和１丁目１－１　 0586-46-7820 有限会社　山甚クリーニング商会 代表取締役   橋本　豊

20一保　第172-22号 H20.10.10 わいわいクリーニング妙興寺店 愛知県一宮市大和町伊勢田２３－１　 0586-82-7008 有限会社　エクセレント 代表社員   柴山　良一

20一保　第172-23号 H20.10.16 ヤマジンクリーニング木曽川工場黒田店 愛知県一宮市木曽川町黒田一ノ通り４０　 0586-84-2460 有限会社山甚クリーニング商会 代表取締役   橋本　豊

20一保　第172-25号 H20.11.14 ソフト・ピア　常願店 愛知県一宮市常願通８丁目１４　 株式会社　ソフト・ピア 代表取締役   田中　義久

20一保　第172-26号 H21.2.20 株式会社　向陽 愛知県一宮市浅野字寺西８０番地の３　 0586-82-5885 株式会社　向陽 代表取締役   植田彩矢佳

21一保　第203-1号 H21.10.27 株式会社石井商事　ダスキン一宮 愛知県一宮市天王１丁目４番３５号　 0586-45-3911 株式会社　石井商事 代表取締役   石井　一希

22一保　第203-2号 H22.2.5 クリーニングのはじめ 愛知県一宮市牛野通１－１１－１　 73-2200 橋本　喜司

22一保　第203-3号 H22.3.8 ココストアー戸塚店 愛知県一宮市大和町戸塚字町長７６－１　 43-2217 有限会社山甚クリーニング商会 代表取締役   橋本　豊

22一保　第203-4号 H22.3.10 てしあげほんぽ　花池店 愛知県一宮市花池３－２５－２　 43-5151 手仕上げ本舗株式会社 代表取締役   二ノ宮　道彦

22一保　第203-5号 H22.3.10 てしあげほんぽ　篭屋店 愛知県一宮市篭屋１－１２－１６　 手仕上げ本舗株式会社 代表取締役   二ノ宮　道彦

22一保　第203-1号 H22.4.16 新洗館猿海道店 愛知県一宮市猿海道３丁目１－４４　 株式会社ソフト・ピア 代表取締役   田中　義久

22一保　第203－2号 H22.8.12 新洗館　宮西店 愛知県一宮市宮西通８－２５－１　 株式会社ソフト・ピア 代表取締役   田中　義久

16一保　第165-17号 H17.4.1 手仕上げ本舗株式会社本社工場店 愛知県一宮市北方町曽根字村裏西９７８番地　 0586-86-3400 手仕上げ本舗株式会社 代表取締役   二ノ宮道彦

16一保　第165-29号 H17.4.1 手仕上げ本舗株式会社高田営業所 愛知県一宮市大字高田字向畑７１　 手仕上げ本舗株式会社 代表取締役   二ノ宮道彦

16一保　第165-18号 H17.4.1 手仕上げ本舗株式会社アオキスーパー今伊勢店 愛知県一宮市今伊勢町本神戸南新町１－１　 手仕上げ本舗株式会社 代表取締役   二ノ宮道彦

16一保　第165-28号 H17.4.1 手仕上げ本舗株式会社　丹陽営業所 愛知県一宮市丹陽町九日市場６６１番地　 0586-77-1440 手仕上げ本舗株式会社 代表取締役   二ノ宮　道彦

16一保　第165-19号 H17.4.1 手仕上げ本舗株式会社ナフコ木曽川店 愛知県一宮市木曽川町黒田二ノ通り４４－１　 手仕上げ本舗株式会社 代表取締役   二ノ宮道彦

16一保　第165-20号 H17.4.1 手仕上げ本舗株式会社中屋敷営業所 愛知県一宮市北方町北方中屋敷郷２９２　 二ノ宮道彦 代表取締役   

16一保　第165-22号 H17.4.1 手仕上げ本舗株式会社アミー営業所 愛知県一宮市今伊勢町馬寄字志水３８番地１　 手仕上げ本舗株式会社 代表取締役   二ノ宮道彦

16一保　第165-27号 H17.4.1 手仕上げ本舗株式会社　浅井営業所 愛知県一宮市浅井町東浅井８８番地１　 0586-77-1440 手仕上げ本舗株式会社 代表取締役   二ノ宮　道彦

16一保　第165-26号 H17.4.1 手仕上げ本舗株式会社　富士営業所 愛知県一宮市富士２丁目１３番８号　 0586-73-8049 手仕上げ本舗株式会社 代表取締役   二ノ宮　道彦

16一保　第165-25号 H17.4.1 手仕上げ本舗株式会社　石刀営業所 愛知県一宮市今伊勢町馬寄字西切戸４２－１　 0586-45-6326 手仕上げ本舗株式会社 代表取締役   二ノ宮　道彦

16一保　第165-24号 H17.4.1 手仕上げ本舗株式会社　小山営業所 愛知県一宮市千秋町小山字一町畑２８番地２　 0586-76-2740 手仕上げ本舗株式会社 代表取締役   二ノ宮　道彦

16一保　第165-23号 H17.4.1 手仕上げ本舗株式会社多加木営業所 愛知県一宮市多加木３丁目１１－８　 手仕上げ本舗株式会社 代表取締役   二ノ宮道彦

22一保　第203-5号 H23.3.10 クリーンランド青山　名鉄一宮St店
愛知県一宮市新生１－１－１
名鉄百貨店一宮店１Ｆ　東玄関横 0586-46-8440 株式会社青山 代表取締役   青山　初博

23一保　第207－2号 H24.3.16 クリーニングのはじめ　多加木店 愛知県一宮市多加木４－２－２１　 0586-23-4727 橋本　喜司

23一保　第207－3号 H23.12.19 クリーニングのはじめ 愛知県一宮市あずら２丁目２４－１５　 0586-23-4724 橋本　喜司

23一保　第207－4号 H24.3.27 おしゃれ洗濯じゃぶじゃぶ　マックスバリュ木曽川店 愛知県一宮市木曽川町玉ノ井字吉原西１－１　 0586-87-4338 タカケンサンシャイン株式会社 代表取締役   髙木　健志

23一保　第207 －5号 H24.3.29 株式会社クリーニングファイン　一宮工場 愛知県一宮市平島三丁目２番２７　 0586-81-3977 株式会社クリーニングファイン 代表取締役   水元　博嗣

24一保　第207-1号 H24.4.20 スパークル　ピアタウン一宮店
愛知県一宮市今伊勢町本神戸字立切１－３
ピアタウン１Ｆ 0586-24-7224 株式会社スパークル 代表取締役   小木曽　勝

24一保　第207-2号 H24.6.20 ふとん丸洗い「ふわふわ工房」 愛知県一宮市浅井町西浅井字郷裏１１９３　 有限会社エクセレント 取締役   柴山　良一

24一保　第207-3号 H24.7.11 新洗館小信店 愛知県一宮市中島字郷東５７　 株式会社ソフト・ピア 代表取締役   田中　義久

24一保　第207-4号 H24.7.31 タカケンクリーニング富士２丁目店 愛知県一宮市富士２丁目１５－６　 0586-71-4556 タカケンサンシャイン株式会社 代表取締役   高木　健志

25一保　第207-8号 H25.5.1 (株)フォレスト　八千代店 愛知県一宮市丹陽町九日市場２７７２－３　 0586-77-0283 株式会社フォレスト 代表取締役   大坪　満正

25一保　第207-11号 H25.9.17 森ふとん店 愛知県一宮市木曽川町玉ノ井字池田１８７番地１　 0586-86-3752 森　洋二

25一保　第207-12号 H25.11.29 おしゃれ洗濯じゃぶじゃぶ　テラスウォーク一宮店 愛知県一宮市両郷町一丁目２番地　 0586-23-3900 タカケンサンシャイン株式会社 代表取締役   髙木　健志

25一保　第207-13号 H26.3.17 特定非営利活動法人愛知自立支援センター 愛知県一宮市三ツ井二丁目４－１８　 0586-77-6577 特定非営利活動法人愛知自立支援センター 理事長   山口　高広

26一保　第207-1号 H26.4.9 クリーンランド青山　バロー伝法寺店
愛知県一宮市一宮伝法寺土地区画整理事業７１街区１画地
バロー伝法寺店内 0586-81-6611 株式会社青山 代表取締役   青山　初博

26一保　第207-3号 H26.11.27 タカケンクリーニング　ピアゴ尾西店 愛知県一宮市小信中島東鵯平５９番地　 0586-61-6005 タカケンサンシャイン株式会社 代表取締役   髙木　健志

29一保　第207-1号 H29.4.28 株式会社　愛知クリーニングセンター　一宮工場第2 愛知県一宮市三ツ井二丁目４番２０号　 0586-63-3220 株式会社　愛知クリーニングセンター 代表取締役   加藤　雅彦

29一保　第207-2号 H29.5.16 誠光舎 愛知県一宮市公園通３丁目３０　 0586-72-4464 杁山　昇一

29一保　第207-3号 H29.6.21 ソフト・ピア　玉ノ井店 愛知県一宮市木曽川町玉ノ井稲荷前２８７　 株式会社ソフト・ピア 代表取締役   田中　義久

29一保　第207-4号 H29.9.12 ソフト・ピア　東五城店Ｂ 愛知県一宮市西萩原字大池３６　 株式会社ソフト・ピア 代表取締役   田中　義久

29一保　第207-5号 H29.9.21 ソフト・ピア平島店 愛知県一宮市平島１丁目５－８　 株式会社ソフト・ピア 代表取締役   田中　義久

29一保　第207-7号 H30.2.9 クリーンランド青山　森本店 愛知県一宮市森本３－２５－４　ハイツパークサイドⅡ　１階 株式会社青山 代表取締役   青山直生

29一保　第207-8号 H30.2.23 ホワイト急便名西　大志サービスショップ 愛知県一宮市大志１丁目２－１　田中ビル１Ｆ 0586-24-1300 株式会社丹羽商事 代表取締役   丹羽　清治
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29一保　第207-9号 H30.4.25 株式会社アトラスジャパン　一宮工場 愛知県一宮市多加木２丁目９番地５　 0586-85-7247 株式会社アトラスジャパン 代表取締役   山口　高広

30一保　第207-1号 H30.5.2 株式会社まるはちハピネス　一宮FC店 愛知県一宮市多加木５丁目２９－１７　 0586-27-8046 株式会社まるはちハピネス 代表取締役   日野原　和夫

30一保　第207-2号 H30.7.20 リヴ　ピア・タウン店 愛知県一宮市今伊勢町本神戸字立切１－３　 株式会社ソフト・ピア 代表取締役   田中　義久

30一保　第207-3号 H30.8.2 株式会社アトラスジャパン　一宮工場 愛知県一宮市多加木２丁目９番地５　 0586-85-7247 株式会社アトラスジャパン 代表取締役   山口　高広

31一保　第207-1号 R2.3.19 ホワイト急便名西　三条サービスショップ 愛知県一宮市三条字田１７番地　 0586-62-3038 株式会社丹羽商事 代表取締役   丹羽清治

2一保　第207-1号 R2.6.19 ポニークリーニングピアゴ妙興寺店 愛知県一宮市大和町妙興寺白山西３－２　 0586431010 穂高株式会社 代表取締役   松岡　永髙

2一保　第207-3号 R2.9.1 ソフト・ピア牛野店 愛知県一宮市下川田町４丁目１８番地　 株式会社ソフト・ピア 代表取締役   田中　義久

2一保　第207-2号 R2.9.1 フトン巻きのジロー　一宮富士バイパス店 愛知県一宮市富士三丁目４番地１号　 0586-23-7630 株式会社永田屋 代表取締役   永田　正也

31瀬保　第57-3号 R1.11.6 ミナワ愛知　クリーニング車１号
愛知県豊明市豊明市阿野町西ノ海戸３５移動施設
車両番号　静岡８００さ９２１５ 0562-57-6651 池田　大輔

ダスキンサーヴ　佐藤敦子 　 佐藤敦子

ダスキンサーヴ100宮森宏美 　 宮森宏美 宮森宏美

ダスキンサーヴ100杉山京子 　 杉山京子 杉山京子

ダスキンサーヴ　鳴海真由美 　 鳴海真由美

ダスキンサーヴ　田中洋子 　 田中洋子

ダスキンサーヴ　寺田　幸二 　 寺田　幸二 寺田　幸二

ダスキンサーヴ100二瓶たつ枝 　 二瓶たつ枝 二瓶たつ枝

ダスキンサーヴ100黒崎明男 　 黒崎明男 黒崎明男

ラッキーデリバリー名古屋 　 ラッキーデリバリー名古屋 熊倉有児

ダスキンサーヴ　福田正規 　 福田正規

ダスキンサーヴ加藤保廣 　 加藤保廣 加藤保廣

ダスキンサーヴ古田清高 　 古田清高 古田清高

ダスキンサーヴ　石渕　澄 　 石渕　澄 石渕　澄

ダスキンサーヴ　中山文男 　 中山文男

ダスキンサーブ豊泉修 　 豊泉修

ダスキンサーヴ100本田克也 　 本田克也 本田克也

ダスキンサーヴ角谷英夫 　 角谷英夫 角谷英夫

ダスキンサーヴ　藤原　亮 　 藤原　亮 藤原　亮

ダスキンサーヴ　田中愛子 　 田中愛子

ダスキンサーヴ　荒谷勝己 　 荒谷勝己

ダスキンサーヴ　安田　和夫 　 安田　和夫 安田　和夫

ダスキンサーヴ小林栄子 　 小林栄子 小林栄子

ダスキンサーブ岡野励 　 岡野励

ダスキンサーヴ　高木則美 　 高木則美

ダスキンサーヴ　渡邉　時康 　 渡邉　時康 渡邉　時康

ダスキンサーヴ杉本剛 　 杉本剛 杉本剛

ダスキンサーヴ竹田雅美 　 竹田雅美 竹田雅美

ダスキンサーヴ　小林　深志 　 小林　深志 小林　深志

ダスキンサーヴ　小磯建治 　 小磯建治

ダスキンサーブ洞口正幸 　 洞口正幸

ダスキンサーヴ100田舎片健二 　 田舎片健二 田舎片健二

ダスキンサーヴ松井満雄 　 松井満雄 松井満雄

ダスキンサーヴ　河合　一夫 　 河合　一夫 河合　一夫

ダスキンサーヴ　山田珠紀 　 山田珠紀

ダスキンサーヴ 新実政子 　 新実政子

ダスキンサーヴ　楚　泰子 　 楚　泰子 楚　泰子

ダスキンサーヴ穂浪枝美 　 穂浪枝美 穂浪枝美

ダスキンサーヴ100大野勝己 　 大野勝己 大野勝己

ダスキンサーブ小池輝彦 　 小池輝彦

ダスキンサーヴ　森英章 　 森英章

ダスキンサーヴ　西岡　修 　 西岡　修 西岡　修

ダスキンサーヴ胡桃沢広人 　 胡桃沢広人 胡桃沢広人

ダスキンサーヴ中村睦男 　 中村睦男 中村睦男

ダスキンサーヴ　中嶋正 　 中嶋正



確認番号 確認日 施設名称 施設住所 施設ＴＥＬ 申請者氏名 法人にあっては代表者氏名
ダスキンサーブ田口光郎 　 田口光郎

クリーニングナイト 　 河野司 河野司

ダスキンサーヴ　岡　正志 　 岡　正志 岡　正志

ダスキンサーヴ　小島一子 　 小島一子

ダスキンサーヴ　市川敏仁 　 市川敏仁

ダスキンサーヴ　安田　聖一 　 安田　聖一 安田　聖一

ダスキンサーブ廣出晶久 　 廣出晶久

ダスキンサーヴ　米津嘉三 　 米津嘉三

ダスキンサーヴ榊原幸則 　 榊原幸則 榊原幸則

ダスキンサーヴ後藤春雄 　 後藤春雄 後藤春雄

ダスキンサーヴ内藤芳和 　 内藤芳和 内藤芳和

ダスキンサーヴ岡本勝 　 岡本勝 岡本勝

ダスキンサーヴ　津﨑仁美 　 津﨑仁美

ダスキンサーブ荒木隆旨 　 荒木隆旨

ダスキンサーヴ　工藤　美香子 　 工藤　美香子 工藤　美香子

ダスキンサーヴ　新美健二 　 新美健二

ダスキンサーヴ　間瀬晶雄 　 間瀬晶雄

ダスキンサーヴ　伊藤　敏次 　 伊藤　敏次 伊藤　敏次

ダスキンサーブ加納真佐美 　 加納真佐美

ダスキンサーヴ　久野修久 　 久野修久

ダスキンサーヴ成戸計介 　 成戸計介 成戸計介

ダスキンサーヴ牧野力夫 　 牧野力夫 牧野力夫

ダスキンサーヴ近藤邦夫 　 近藤邦夫 近藤邦夫

ダスキンサーヴ渡邊一央 　 渡邊一央 渡邊一央

ダスキンサーヴ　坪井利之 　 坪井利之

ダスキンサーブ中島義晴 　 中島義晴

ダスキンサーヴ　平野　福視 　 平野　福視 平野　福視

ダスキンサーヴ　浜島玲子 　 浜島玲子

ダスキンサーヴ　甲斐伸一 　 甲斐伸一

ダスキンサーヴ　野﨑　とみ 　 野﨑　とみ 野﨑　とみ

ダスキンサーブ伊藤裕志 　 伊藤裕志

ダスキンサーヴ　西脇政春 　 西脇政春

ダスキンサーヴ佐藤仁是 　 佐藤仁是 佐藤仁是

ダスキンサーヴ森直彦 　 森直彦 森直彦

ダスキンサーヴ赤坂時枝 　 赤坂時枝 赤坂時枝

ダスキンサーヴ　後藤珠水 　 後藤珠水

ダスキンサーブ長谷川英利 　 長谷川英利

ダスキンサーヴ　鈴木　國夫 　 鈴木　國夫 鈴木　國夫

ダスキンサーヴ　野田友和 　 野田友和

ダスキンSサーヴ100　矢野明 　 矢野明

ダスキンサーヴ　水野　信治 　 水野　信治 水野　信治

ダスキンサーヴ　水野さとみ 　 水野さとみ

ダスキンサーヴ稲垣秀夫 　 稲垣秀夫 稲垣秀夫

ダスキンサーヴ　小栗健 　 小栗健

ダスキンサーヴ　川瀬　保典 　 川瀬　保典 川瀬　保典

ダスキンSサーヴ100　三輪優士 　 三輪優士

ダスキンサーヴ　亀井　史登 　 亀井　史登 亀井　史登

ダスキンサーヴ　加藤伸也 　 加藤伸也

ダスキンサーヴ　朝隈亮 　 朝隈亮

ダスキンサーヴ　山川　勉 　 山川　勉 山川　勉

ダスキンサーヴ　寺部　良介 　 寺部　良介 寺部　良介

ダスキンサーヴ高瀬浩二 　 高瀬浩二

ダスキンサーヴ松浦和恵 　 松浦和恵



確認番号 確認日 施設名称 施設住所 施設ＴＥＬ 申請者氏名 法人にあっては代表者氏名
ダスキンサーヴ　川口　明彦 　 川口　明彦 川口　明彦

ダスキンサーヴ　松岡　收 　 松岡　收 松岡　收

ダスキンサーヴ横井武男 　 横井武男

ダスキンサーヴ河合藤義 　 河合藤義

ダスキンサーヴ　中村　義男 　 中村　義男 中村　義男

ダスキンサーヴ　林　繁雄 　 林　繁雄 林　繁雄

ダスキンサーヴ　西尾幸□ 　 西尾幸□

ダスキンサーヴ　加藤浩美 　 加藤浩美

ダスキンサーヴ　水谷　康成 　 水谷　康成 水谷　康成

ダスキンサーヴ　安井　英紀 　 安井　英紀 安井　英紀

ダスキンサーヴ　近藤浩 　 近藤浩

ダスキンサーヴ　榊原正雄 　 榊原正雄

ダスキンサーヴ　粟田　太 　 粟田　太 粟田　太

ダスキンサーヴ　渡邉　正浩 　 渡邉　正浩 渡邉　正浩

ダスキンサーヴ　吉橋政浩 　 吉橋政浩

ダスキンサーヴ　平山紗奈愛 　 平山紗奈愛

ダスキン名岐　稲沢店 　 浅野　孝治 浅野　孝治

ダスキンサーヴ　長谷川千鈴 　 長谷川千鈴

ダスキンサーヴ　北谷仁 　 北谷仁

ダスキンサーヴ　杉山和子 　 杉山和子

ダスキンサーヴ　近藤喜代美 　 近藤喜代美

ダスキンサーヴ　加藤正司 　 加藤正司

3一宮保予第8221-1号 R3.4.16 マーティ　リヴ石刀店 愛知県一宮市今伊勢町馬寄字呑光寺西８番２　 株式会社マーティ 代表取締役   柳生　勝彦


