
高齢者見守り協力登録事業者一覧（緑区） 平成27年10月13日現在

種別 公開可否 法人（団体）名 電話番号 FAX番号 住所

1 新聞 ○ 中日新聞　天白相生販売店 876-0588 876-0344 名古屋市緑区相川三丁目１９番地 サンモール井田１Ｆ

2 新聞 ○ 中日新聞　黒石販売店 876-6655 876-8175 名古屋市緑区黒沢台一丁目６１７番地

3 新聞 ○ 中日新聞　鳴海上ノ山販売店 892-8182 891-4776 名古屋市緑区鳴海町字上ノ山６６番地１５

4 新聞 ○ 中日新聞　伝治山販売店 892-9567 892-9597 名古屋市緑区古鳴海二丁目１４４番地

5 新聞 ○ 中日新聞　鳴子販売店 895-2380 895-1605 名古屋市緑区鳴子町４丁目３番地２

6 新聞 ○ 中日新聞　みどり台販売店 876-3207 876-9162 名古屋市緑区篠の風二丁目１９１番地

7 新聞 ○ 中日新聞　みどり桃山販売店 877-2889 877-2164 名古屋市緑区桃山二丁目１３６番地１

8 新聞 ○ 中日新聞　みどり徳重販売店 876-9587 876-9547 名古屋市緑区乗鞍一丁目１２０１番地９

9 新聞 ○ 中日新聞　神ノ倉販売店 876-6444 877-5456 名古屋市緑区亀が洞一丁目６０９番地

10 新聞 ○ 中日新聞　神ノ倉東部販売店 879-3213 879-3215 名古屋市緑区東神の倉三丁目３６０９番地

11 新聞 ○ 中日新聞　滝の水販売店 896-6225 896-6229 名古屋市緑区滝ノ水三丁目１１０番地

12 新聞 ○ 中日新聞　なるみ砦販売店 622-8787 622-7556 名古屋市緑区鳴海町砦１９番地

13 新聞 ○ 中日新聞　みどり篭山販売店 878-4539 878-4540 名古屋市緑区小坂二丁目８０５番地

14 新聞 ○ 中日新聞　平手販売店 876-5860 876-2545 名古屋市緑区平手北一丁目１１１０番地

15 新聞 ○ 中日新聞　鳴海大清水販売店 877-0850 877-0876 名古屋市緑区鳴海町字大清水２１４番地

16 新聞 ○ 中日新聞　鳴海住宅販売店 624-2446 624-7712 名古屋市緑区姥子山一丁目１７３７番地

17 新聞 ○ 中日新聞　競馬場前販売店 622-0406 622-0430 名古屋市緑区太子二丁目２４９番地１

18 新聞 ○ 中日新聞　鳴海販売店 621-0326 621-3253 名古屋市緑区浦里五丁目１４１番地

19 新聞 ○ 中日新聞　左京山販売店 621-2955 621-2937 名古屋市緑区左京山３０６２番地

20 新聞 ○ 中日新聞　鳴海南部販売店 621-3737 621-8189 名古屋市緑区鳴海町字山腰８番地１

21 新聞 ○ 中日新聞　大高販売店販売店 621-2015 622-3996 名古屋市緑区大高町字江明１０番地

22 新聞 ○ 中日新聞　大高南販売店 625-1414 624-5135 名古屋市緑区森の里一丁目７６番地

23 新聞 ○ 中日新聞　有松販売店 621-1848 621-4853 名古屋市緑区有松１５１２番地

24 新聞 ○ 中日新聞　有松南販売店 624-1854 624-2129 名古屋市緑区有松町桶狭間北２丁目２０５番地

25 新聞 ○ 中日新聞　桶狭間販売店 622-3343 622-3375 名古屋市緑区桶狭間森前２１１３番地

26 新聞 ○ 朝日新聞　有松販売店 052-621-4376 052-624-7083 名古屋市緑区太子3丁目131番地

27 新聞 ○ 朝日新聞　緑南部販売店 052-626-3003 052-626-3004 名古屋市緑区大高町伊賀殿3番地4

28 新聞 ○ 朝日新聞　鳴子みどりヶ丘販売店 052-895-2381 052-895-2468 名古屋市緑区鳴子町4丁目32番地1

29 新聞 ○ 朝日新聞　神の倉販売店 052-876-8250 052-877-7340 名古屋市緑区神の倉四丁目180番地

30 新聞 ○ 朝日新聞　緑中央販売店 052-876-7611 052-878-0507 名古屋市緑区鳥澄一丁目101番地

31 新聞 ○ 読売新聞　緑中央販売店 （052）623-1320 052）623-1920 名古屋市緑区若田三丁目1302番地 宮城ビル1F

32 新聞 ○ 読売新聞　鳴子販売店 （052）895-1803 （052）892-2915 名古屋市緑区池上台二丁目41番地5

33 新聞 ○ 読売新聞　緑大高販売店 （052）624-4816 （052）625-1197 名古屋市緑区鳴海町大字丸内17番地

34 新聞 ○ 毎日新聞　鳴海販売店 052-891-3962 052-891-3962 名古屋市緑区浦里二丁目１９４番地

35 新聞 ○ 毎日新聞　有松販売店 052-621-6891 052-621-6891 名古屋市緑区有松町大字桶狭間字高根３９番地１２３

36 新聞 ○ 毎日新聞　鳴子販売店 052-895-2385 052-895-2385 名古屋市緑区鳴子町５丁目７４番地

37 新聞 ○ 毎日新聞　大高販売店 052-622-0980 052-622-0980 名古屋市緑区大高町　鳥戸３番地１

38 介護・福祉関係 ○ 特定非営利活動法人　大高福祉支援センター 052-622-0185 名古屋市緑区大高町三番割１８－７

39 介護・福祉関係 ○ NPO法人　権利擁護支援・ぷらっとほーむ　本部 052-899-3220 名古屋市緑区鳴子町４丁目２番地

40 商店街・組合 ○ 愛知県牛乳商業組合　株式会社コジマ 052-623-4188 名古屋市緑区鳴海町向田180



41 商店街・組合 ○ 愛知県牛乳商業組合　鳴海センター 052-623-9374 名古屋市緑区六田1-317

42 商店街・組合 ○ 愛知県牛乳商業組合　有松販売店　 052-621-3928 名古屋市緑区有松町桶狭間高根38-4

43 商店街・組合 ○ 愛知県牛乳商業組合　緑ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰｾﾝﾀｰ　 052-626-2611 名古屋市緑区桶狭間北3-1306

44 商店街・組合 ○ 愛知県牛乳商業組合　鈴木販売店 052-621-2004 名古屋市緑区大高町鶴田3

45 商店街・組合 ○ 愛知県牛乳商業組合　有限会社サカモト乳販みどり 052-624-3610 052-624-3604 名古屋市緑区鳥澄3-1306

46 介護・福祉関係 ○ 合同会社　たけうち　桃の花　居宅介護支援事業所 052-893-7065 名古屋市緑区桃山三丁目６１８番

47 その他 ○ ワタミタクショク株式会社　名古屋緑営業所 080-3372-9436 名古屋市緑区鳴海町字山腰６５番地１

48 その他 ○ ワタミタクショク株式会社　名古屋大清水営業所 080-3714-5942 名古屋市緑区大清水二丁目１４１５番地

49 商店街・組合 ○ 鳴海温泉 052-621-0831 名古屋市緑区鳴海町字向田179番地

50 銀行・保険 ○ 愛知信用金庫　大高支店 052-623-7781 名古屋市緑区大高町鶴田61番地

51 介護・福祉関係 ○ 株式会社　すまいる　くろーばー 052-622-0018 名古屋市緑区砂田一丁目308番地

52 商店街・組合 ○ 生活共同組合　コープあいち　大高インター店 052-621-4147 052-621-1255 名古屋市緑区定納山2-106

53 介護・福祉関係 ○ ケアパートナー大高 052-626-3120 名古屋市緑区清水山二丁目402番地

54 銀行・保険 ○ 株式会社　中京銀行　鳴子支店 052-892-3151 名古屋市緑区鳴子町一丁目５５番地

55 銀行・保険 ○ 株式会社　中京銀行　鳴海支店 052-624-5121 名古屋市緑区六田一丁目１９５番地の２

56 銀行・保険 ○ 株式会社　中京銀行　桶狭間支店 052-624-0552 名古屋市緑区桶狭間北三丁目１３０１番地

57 銀行・保険 ○ 株式会社　中京銀行　徳重支店 052-877-3011 名古屋市緑区鳴海町字徳重１８番地の４１　　　(ユメリア徳重１階）

58 介護・福祉関係 ○ 訪問看護ステーション　リハス　名古屋緑 052-893-7870 名古屋市緑区平手北二丁目１７０１番地協英ビル３F

59 介護・福祉関係 ○ 医療法人　フジタ　　居宅介護支援事業所「やまゆり」 052-622-6280 名古屋市緑区鳴海町字尾崎山４３番地６４０

60 介護・福祉関係 ○ 医療法人　フジタ　　介護老人保健施設　フジタ 052-622-6280 名古屋市緑区鳴海町字尾崎山４３番地６４０

61 銀行・保険 ○ 愛知銀行　大高支店 052-624-3711 名古屋市緑区大高町字鶴田８８番地

62 銀行・保険 ○ 愛知銀行　鳴海支店 052-621-1211 名古屋市緑区鳴海町字花井町１０番地４

63 銀行・保険 ○ 名古屋銀行　鳴海支店　 052-891-3311 名古屋市緑区潮見が丘二丁目247番地

64 銀行・保険 ○ 名古屋銀行　鳴海東支店　 052-877-1111 名古屋市緑区黒沢台四丁目1515番地

65 銀行・保険 ○ 名古屋銀行　鴻仏目支店　 052-877-6151 名古屋市緑区砂田二丁目120番地

66 銀行・保険 ○ 名古屋銀行　大高支店　 052-626-0758 名古屋市緑区大高町字平子21番地


