
種類 店舗名 住所 電話番号
麺類店 扇庵 緑区篠の風1-907 895-1313
弁当店 宅配クック１・２・３ 緑区鳥澄3-1305 623-6230
寿司店 (株)寿司丸忠　滝の水店 緑区万場山1-1814 895-5785
寿司店 (株)寿司丸忠　ナフコ鳴海店 緑区六田一丁目175　ナフコ鳴海店内 623-7775
寿司店 (株)寿司丸忠　フィールもも山店 緑区桃山四丁目342番地 876-2339
寿司店 (株)寿司丸忠　森の里店 緑区森の里1丁目93番地 623-8761
寿司店 (株)寿司丸忠　ヤマダイ左京山店 緑区四本木515番地 621-6266
寿司店 (株)寿司丸忠　ヤマダイ店 緑区六田一丁目3番地 622-2676
寿司店 すしプラザ丸忠　平手店 緑区篭山三丁目201番地 878-6055
寿司店 すしプラザ丸忠　うみっ子　大高店 緑区鳴海町字下汐田68-1278-1 625-5800
寿司店 すしプラザ丸忠　うみっ子　滝の水店 緑区上旭二丁目201番地 892-6616
寿司店 かっぱ寿司　有松店 緑区桶狭間森前2869 629-5060
寿司店 かっぱ寿司　鳴海店 緑区鳴海町平手南2丁目207 878-7887
給食施設 中央発條株式会社 緑区鳴海町字上汐田68番地 624-8533
給食施設 アピタ緑店(職員食堂) 緑区徳重二丁目201番地 877-2611
給食施設 通所介護　一休 緑区西神の倉一丁目901番地 877-4587
給食施設 介護老人保健施設フジタ職員食堂 緑区鳴海町字尾崎山43-640 623-3914
給食施設 有松幼稚園 緑区有松212番地 621-1131
給食施設 名古屋市大高保育園 緑区大高町字向山16 621-2569
給食施設 名古屋市東丘保育園 緑区鳴海町字姥子山194の1 622-0502
給食施設 名古屋市鳴子保育園 緑区長根町92 892-5010
給食施設 汐見が丘保育園 緑区汐見が丘一丁目48 892-2729
給食施設 名古屋市片平保育園 緑区浦里32の1 892-3107
給食施設 名古屋市はざま保育園 緑区有松町大字桶狭間字平坪10 621-4300
給食施設 名古屋市黒石保育園 緑区桃山二丁目97 876-2488
給食施設 名古屋市松が根保育園 緑区松が根台221 891-5461
給食施設 名古屋市太子保育園 緑区太子一丁目235 623-1713
給食施設 名古屋市森の里保育園 緑区森の里一丁目106 621-8255
給食施設 名古屋市旭出保育園 緑区旭出一丁目517 896-3050
給食施設 名古屋市のりくら保育園 緑区乗鞍一丁目1812 876-1640
給食施設 神の倉清凉保育園 緑区東神の倉三丁目1803 878-7756
給食施設 さくらヶ丘保育園 緑区尾崎山一丁目609番地 623-5656
給食施設 あいかわ保育園 緑区相川1丁目133番地 891-1050
給食施設 めぐみ保育園 緑区有松町大字桶狭間愛宕西23番地の73 622-4520
給食施設 鳴海みその園 緑区鳴海町薬師山156 892-1107
給食施設 水広保育園 緑区鳴海町字大清水69-1060 879-5225



給食施設 マナ保育園 緑区大高町殿山1-1 629-6686
給食施設 ケアネットリゾン鳴海 緑区鳴海町字赤塚27 895-6116
給食施設 アピタ鳴海店(職員食堂) 緑区鳴海町字伝治山3番地9 892-2411
給食施設 特別養護老人ホーム　かきつばたの里 緑区鳴海町字大清水69-1990 876-8885
給食施設 医療法人なるみ会　第一なるみ病院 緑区細口一丁目210 876-8361
給食施設 学校法人聖英学園　風かおる丘幼稚園 緑区大高町丸根42-1 625-6667
給食施設 望デイサービス 緑区桶狭間神明1701番地 626-0067
給食施設 名古屋情報専門学校 緑区有松９１２番地 624-5658
給食施設 ヒューマンライフケアなるこの湯 緑区鳴子町4丁目６番地の１ 899-4844
給食施設 みよし保育園 緑区大高町字道円坊13-1 622-6665
喫茶店 アルベロ　CAFE-SHOP　緑黒石 緑区黒沢台四丁目1211番地 876-2955
喫茶店 どりっぷカフェ 緑区池上台2-87 895-1319
喫茶店 cafe lillian 緑区鶴が沢1丁目2409番地1 875-0057
喫茶店 喫茶チャット 緑区細口町1-210（第一なるみ病院内） 876-8361
ファーストフード店 スガキヤ　鳴海西友店 緑区黒沢台4-801　西友鳴海店1F 878-6450
ファーストフード店 スガキヤ　緑が丘店 緑区鳴海町鳥澄1-401　ドンキホーテ緑店別館1F 877-1840
ファーストフード店 スガキヤ　清水山ピアゴ 緑区有松町桶狭間清水山13-132　ピアゴ清水山店1F 623-7831
ファーストフード店 スガキヤ　鳴海イトーヨーカド鳴海店 緑区浦里3-232　イトーヨーカドー鳴海SC2F 891-4386
ファーストフード店 モスバーガー　鳴子店 緑区相川三丁目5 878-1051
ファーストフード店 スガキコシステムズ(株);スガキヤ緑アピタ店 緑区徳重二丁目201番地 878-9541
ファーストフード店 スガキコシステムズ(株);スガキヤ大高ジャスコ店 緑区大高町奥平子1-1イオン大高SC3F 629-2002
スーパーマーケット イオンリテール株式会社大高店 緑区大高町字奥平子1-1 626-2600
スーパーマーケット コープ大高インター 緑区浦里3の312 621-4147
スーパーマーケット スーパーヤマダイ　鳴海店 緑区六田1-3 623-5550
スーパーマーケット スーパーヤマダイ　左京山店 緑区四本木515 621-8801
スーパーマーケット スーパーヤマダイ　うばこ店 緑区姥子山2-1611 625-3591
その他 ラミ・ドゥ・バニーユ 緑区滝ノ水5丁目2110番地 895-8219
その他 アピタ緑店 緑区徳重二丁目201番地 877-2611
その他 アピタ鳴海店 緑区鳴海町字伝治山3番地9 892-2411
その他 ピアゴ　ラ　フーズコア滝ノ水店 緑区滝ノ水二丁目301番 892-7211
その他 ピアゴ桶狭間店 緑区桶狭間北二丁目1113番地 621-7081
その他 ピアゴ清水山店 緑区有松町大字桶狭間字清水山13番地132番地 629-0111
その他 ピアゴ鹿山店 緑区鹿山一丁目48番地 892-6311
その他 新鮮多菜　CAFE&RESTAURANT にんじん 緑区大高町字平子36 629-7275
その他 ショップなんでも　かんでも 緑区大高町字平子３６（南生協病院内） 629-7315
その他 なるみ作業所 緑区鳴海町字大清水69-1404 878-6921
その他 ゆたか希望の家 緑区鳴海町字大清水69-1404 878-6912
その他 緑区障害者地域生活支援センター 緑区鳴海町宿地37シャルル鳴海　1F西側 629-6303
その他 ひまわり歯科医院 緑区ほら貝二丁目109 878-5432


