
氏名 事業所名 郵便番号 住所 電話

青山 勝哉 青山塗装 489-0986 愛知県瀬戸市南山町2-134-3 090-1625-2113

安藤 克俊 株式会社古瀬戸陶土 489-0037 愛知県瀬戸市東古瀬戸町23 0561-82-2557

安藤 卓也 プラス介護タクシー 489-0874 愛知県瀬戸市幡野町524 0561-87-2320

安藤 雅伸 光月堂 489-0827 愛知県瀬戸市陶生町15 0561-82-4468

石川 さち江 ひねもすデザインルーム 489-0918 愛知県瀬戸市北脇町96-1 090-6589-0032

石谷 正則 Café de BROTHER　SHIP 489-0928 愛知県瀬戸市東寺山町15 0561-85-5524

伊勢谷 智起 聖新陶芸株式会社 489-0068 愛知県瀬戸市上松山町1‐71 0561-82‐7517

板津 博 有限会社板津美建 489-0943 愛知県瀬戸市西米泉町48 0561-89‐7731

伊藤 亜有夢 イトウ経営支援事務所 487-0025 愛知県春日井市出川町5-18-31 090-4793-7406

伊藤 和裕 鰻の田代 489-0076 愛知県瀬戸市深川町13 0561-82-3036

伊藤 公一 有限会社フジヤカシモノ 489-0062 愛知県瀬戸市上水野町437 0561-48-1467

伊藤 正和 株式会社イフジホーム 489-0883 愛知県瀬戸市東権現町54-69 0561-76-1396

岩瀬 英之 有限会社小川保険事務所 489-0976 愛知県瀬戸市井戸金町422-1 0561-83-8111

魚住 直樹 有限会社ひまわり介護サービス 489-0915 愛知県瀬戸市北浦町1-23-12 0561-82-0225

臼井 徹成 臼井建築株式会社 489-0976 愛知県瀬戸市西本地町1丁目175番地 0561-85-8305

梅野 唯史 株式会社クローバー 489-0061 愛知県瀬戸市上本町818 0561-57-9848

大澤 健一 瀬戸チップ工業株式会社 489-0966 愛知県瀬戸市掛下町2-69 0561-84-4328

大島 裕也 有限会社大島業務所 489-0918 愛知県瀬戸市北脇町27 0561-85-3171

大橋 延真 株式会社大橋自動車 489-0809 愛知県瀬戸市共栄通6丁目6番地 0561-82-2541

大橋 裕介 有限会社マルニ運輸 489-0912 愛知県瀬戸市西松山町3-52 0561-82-3547

小崎 晃 有限会社オザキ 489-0875 愛知県瀬戸市緑町1-12 0561-84-3528

小澤 慎太郎 小澤修税理士事務所 489-0809 愛知県瀬戸市共栄通5-2 0561-84-5020

加藤 淳一 株式会社一建プロジェクト 489-0979 愛知県瀬戸市坊金町129番地1 0561-88-0017

加藤 淳一郎 瀬戸総合卸売市場株式会社 489-0965 愛知県瀬戸市南山口町640 0561-84-9871

加藤 真治 株式会社スピード 489-0043 愛知県瀬戸市朝日町28-2 0561-76-0989

加藤 真也 株式会社順風不動産 489-0809 愛知県瀬戸市共栄通5-9-1 0561-89-5501

加藤 哲治 合資会社アイギ 489-0881 愛知県瀬戸市熊野町38 0561-82-2215

加藤 哲弥 合資会社アイギ 489-0881 愛知県瀬戸市熊野町38 0561-82-2215

加藤 元康 有限会社米祐商店 489-0816 愛知県瀬戸市東本町1-43 0561-82-3225

加藤 弓子 Amour Merci 結婚相談所 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-17-29 丸の内iaビル5F

加藤 陽一郎 アクアノート 489-0907 愛知県瀬戸市ふじの台2-19 0561-48-7031

加藤 陽太郎 ヤマキ電器株式会社 489-0074 愛知県瀬戸市宮脇町4 0561-82-2187

加藤 好弘 株式会社丸大木工所 480-1217 愛知県瀬戸市井山町2-2 0561-41-1328

川本 真也 株式会社ケイテック 489-0884 愛知県瀬戸市西茨町81-1 0561-21-5161

川本 充恵 矢舞茶 489-0809 愛知県瀬戸市共栄通5-38-2C 0561-21-1535

久野 将臣 株式会社久野製作所 489-0879 愛知県瀬戸市瘤木町39 0561-82-2235

小林 啓介 有限会社小林石油 489-0987 愛知県瀬戸市西山町1-46-16 0561-82-9409

駒田 延之 株式会社エスピー 489-0953 愛知県瀬戸市柳ヶ坪町78-7 0561-78-0727
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颯田 季央 合同会社ＴＲＹ＆ＴＲＩ 489-0952 愛知県瀬戸市池田町125-4 0561-65-5183

柴田 賢一 株式会社緑公園柴田造園 489-0971 愛知県瀬戸市西本地町1-145 0561-82-0310

柴田 幸正 柴田幸正法律事務所 489-0805 愛知県瀬戸市陶原町4丁目31番地の８ 0561-89-7771

白木 誠太郎 瀬戸信用金庫 489-8650 愛知県瀬戸市東横山町119-1 0561-82-5188

菅原 学 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ＺＩＮ 489-0951 愛知県瀬戸市石田町143-1 0561-84-6007

杉本 友夏 株式会社SScompany　居酒屋喜笑 489-0044 愛知県瀬戸市栄町24 0561-21-1625

鈴木 清章 赤津産業株式会社 489-0979 愛知県瀬戸市坊金町131-3 0561-76-3302

鈴木 貞彦 丸ス釉薬合資会社 489-0032 愛知県瀬戸市古瀬戸町9 0561-82-2444

鈴木 悠介 炭火焼き居酒屋 鈴音 489-0065 愛知県瀬戸市西追分町161-1 コーポ追分106 0561-83-8503

瀬田 なお子 ハートローズフルート教室 489-0981 愛知県瀬戸市ひまわり台4-37 090-7917-6218

髙橋 洋介 合同会社タカハシフーズ 489-0878 愛知県瀬戸市赤重町117-1 0561-89-7550

辻井 学 プルデンシャル・ジブラルタエージェンシー（株） 507-0014 岐阜県多治見市虎渓山町2-66-7 0572-24-7757

富永 大輔 大和電機株式会社 489-0931 愛知県瀬戸市高根町3-20 0561-85-5464

長江 忍 株式会社NPC長江舗設 480-1219 愛知県瀬戸市窯町148 0561-41-2799

長江 忠 Brave Courage 488-0024 愛知県尾張旭市井田町4-32 0561-53-0070

中島 新伍 株式会社テイク 489-0889 愛知県瀬戸市原山町246-1ピュアスト11-202 090-2834-4626

長縄 英夫 株式会社真英建築 480-1207 愛知県瀬戸市品野町2-288 0561-42-0619

成田 芳一 成田芳一税理士事務所 480-1137 愛知県長久手市下川原1-122 0561-62-2181

成瀬 幸彦 株式会社大成モータース 480-0929 愛知県瀬戸市西長根町14番地 0561-21-2654

西尾 綾香 つくし不動産鑑定 489-0933 愛知県瀬戸市神川町22-3 0561-78-9807

丹羽 昭仁 塚本不動産有限会社 489-0809 愛知県瀬戸市共栄通1丁目6番地ツカモトビル5F 0561-82-8144

野間 正明 株式会社エーゼット 489-0809 愛知県瀬戸市共栄通6-21-22 0561-76-0450

林 久雄 林税理士事務所 489-0877 愛知県瀬戸市東赤重町1-160-1 0561-89-5901

藤原 規行 ３ＭＳ株式会社 489-0066 愛知県瀬戸市東横山町92バロー新瀬戸店2F 0561-89-7288

御陵 正人 Performance　Ａｃｔ　ＯＵＴSIDER 489-0806 愛知県瀬戸市東吉田町42-9 0561-84-9193

水野 雄 有限会社東邦製陶所 489-0879 愛知県瀬戸市瘤木町26 0561-82-3991

三岡 俊介 有限会社ミツバ電陶製作所 489-0921 愛知県瀬戸市田端町2丁目37番地 0561-82-5566

森 紀保 お墓の森 489-0873 愛知県瀬戸市新郷町71-１ 0561-84-1483

杜 正志 ネクサ株式会社 489-0986 愛知県瀬戸市南山町1-26 0561-89-5225

湯浅 直樹 talo-K 489-0805 愛知県瀬戸市陶原町6-19 0561-76-1650

余語 大輔 株式会社ＦＥＡ 489-0983 愛知県瀬戸市山手町323-15 090-7611-1986

横井 寿史 横井寿史社会保険労務士事務所 463-0025 愛知県名古屋市守山区元郷2‐315‐103 052‐768‐3552

吉田 竜成 株式会社ミツボシ商会 489-0817 愛知県瀬戸市銀杏木町52-5 0561-82-3081

吉屋　翼 株式会社開発屋 489-0062 愛知県瀬戸市上水野町100-2 080-3404-0145

若原 芳治 若原会計事務所 489-0980 愛知県瀬戸市やまて坂1-123 050-3627-9643

脇野 秀隆 司法書士 行政書士 プロフェッション法務事務所 488-0830 愛知県尾張旭市東印場町2-7-3メルヴェーユ12B-2 0561-54-6832
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