
種類 店舗名 住所 電話番号
麺類店 角千本店　守山店 守山区町北1902 794-5777
麺類店 手打ち　かどふく 守山区鳥神町287 794-7055
弁当店 うりずん 守山区小六町１７－１２ 794-1236
弁当店 宅配クック123　守山店 守山区小幡五丁目14番46号 794-9933
弁当店 ニコニコキッチン　小幡店 守山区守山3丁目１０－１７ 796-2126
寿司店 寿司丸忠　守山店 守山区森宮町258　ナフコ守山店内 792-7077
寿司店 かっぱ寿司　名古屋守山店 守山区平池東８０８ 739-2501
給食施設 アピタ　新守山店　職員食堂 守山区新守山2830番地 792-9011
給食施設 アサヒビール株式会社　名古屋工場　社員食堂 守山区　西川原町　318番地 793-3381
給食施設 特別養護老人ホーム　ユートピア第二つくも　職員食堂 守山区鼓が丘115番地 739-1677
給食施設 社会福祉会　桔梗福祉会　ききょう保育園 守山区大字下志段味字北荒田2344番2 737-0415
給食施設 社会福祉会法人　白山福祉会　白山保育園 守山区小幡中一丁目13番8号 791-3365
給食施設 社会福祉法人　育成会　ふたば保育園 守山区小幡二丁目10番18号 793-0535
給食施設 社会福祉法人　守西朝陽会　守西保育園 守山区瀬古三丁目1148 792-0322
給食施設 社会福祉法人　和進奉仕会　和進館保育園 守山区長栄20番10号 791-2808
給食施設 社会福祉法人　白山福祉会　もみじ保育園 守山区笹が根一丁目1003 736-6670
給食施設 社会福祉法人　中日会　スカイ保育園 守山区桔梗平一丁目408番の1 739-1112
給食施設 名古屋市守山保育園 守山区守山三丁目2-3 794-7477
給食施設 名古屋市瀬古保育園 守山区瀬古東一丁目125 793-4525
給食施設 名古屋市大森保育園 守山区大森三丁目504 798-0082
給食施設 名古屋市山下保育園 守山区森宮町125 791-6934
給食施設 名古屋市中志段味保育園 守山区大字中志段味字宮前1174 736-0467
給食施設 名古屋市鳥羽見保育園 守山区鳥羽見二丁目15の28 791-2279
給食施設 名古屋市小幡保育園　 守山区緑が丘902 792-0959
給食施設 名古屋市本地第一保育園 守山区本地が丘1601 772-4121
給食施設 名古屋市本地第二保育園 守山区本地が丘1108 772-7896
給食施設 名古屋市天子田保育園 守山区天子田二丁目1404 773-3660
給食施設 名古屋市大永寺保育園 守山区大永寺町192 794-0388
給食施設 名古屋市森考保育園 守山区森考一丁目1144 771-3100
給食施設 なえしろ保育園 守山区野萩町2番60号 793-7546
給食施設 名古屋市緑寿荘 守山区小幡北1902番地 793-6151
給食施設 社会福祉法人　慈尊会　若草保育園 守山区東山町1番6号 791-2622
給食施設 発達センター　ちよだ 守山区小幡千代田24-17 792-7277
給食施設 特別養護老人ホーム　ユートピア第2つくも 守山区鼓が丘一丁目115番地 739-1679
給食施設 特別養護老人ホーム　ユートピア第2つくも　ユニット 守山区鼓が丘一丁目115番地 739-1679
給食施設 八誠会　守山荘病院 守山区町北11-50 791-2133
給食施設 介護老人保健施設　ウェルネスきっこ 守山区花咲台二丁目101番地の1 739-1200
給食施設 学校法人　大昌学園　第2若竹幼稚園 守山区森孝三丁目1803番地 771-0102



給食施設 有料老人ホーム　新生館 守山区竜泉寺一丁目1303番地 794-8888
給食施設 社会福祉法人　ゲマインダハウス　青空の家 守山区上志段味字東谷2098-2 736-2255
給食施設 第二富士幼稚園 守山区小幡中三丁目28番30号 791-8361
給食施設 学校法人　荻須学園　ひまわり幼稚園 守山区白山1-807 771-8623
給食施設 社会福祉法人　オールフェアリー　フェアリー保育園 守山区竜泉寺二丁目301番地 797-8587
給食施設 社会福祉法人　オールフェアリー　フェアリーイースト保育園 守山区下志段味吉田2235番地 739-0901
給食施設 株式会社　清水屋藤ヶ丘店 守山区森孝東一丁目509番地 773-1515
給食施設 医療法人　和光会　川島病院 守山区白山三丁目501番地 773-1155
給食施設 ザ･サンシャイン守山 守山区小幡南3-4-10 758-5520
給食施設 介護老人保健施設 　ウェルネス守山 守山区中新4番31号 793-7066
給食施設 あずま福祉会　ほほえみ作業所 守山区新守山3215番地 792-3163
給食施設 守山ケアコミュニティ　そよ風 守山区西城二丁目13－26 792-9255
給食施設 医療法人　有仁会　守山友愛病院 守山区瀬古東二丁目411番地 792-9255
給食施設 富安病院 守山区中新20番14号 793-1161
給食施設 デイサービスセンターいーま天子田・いーまFamillia天子田 守山区森孝3丁目1503番1 739-5092
給食施設 Ｆｉｔ　天子田 守山区天子田2丁目１６２１番地 760-8321
給食施設 Fit　第2いーま天子田 守山区向台３－１８０１－２ 726-9750
給食施設 社会福祉法人桔梗福祉会しだみ保育園 守山区上志段味字上島669 739-0415
給食施設 愛松学園 守山区中志段味字長根２８３０の２ 736-0775
喫茶店 喫茶軽食　聖里奈 守山区下志段味生下り2287 736-3935
喫茶店 gallery　cafe　nuno 守山区百合ヶ丘１03 798-6226
ファーストフード店 スガキコシステムズ(株)　スガキヤ　清水屋藤ヶ丘2F店 守山区森孝東1-509　清水屋藤ヶ丘店　2F 775-3516
ファーストフード店 スガキコシステムズ(株)　スガキヤ　守山ジャスコ店 守山区大字吉根字笹ヶ根三丁目1228番地　ジャスコ守山店1F 739-0147
ファーストフード店 スガキコシステムズ(株)　スガキヤ　西城ピアゴ店 守山区村合町175　西城ピアゴ店　1F 795-3246
ファーストフード店 モスバーガー守山中央店 守山区森宮町176 795-5711
ファーストフード店 スガキヤ　志段味バロー店 守山区上志段味土地区画整備事業地内83街区 736-6288
スーパーマーケット イオンリテール株式会社　守山店 守山区笹が根3-1228 739-0111
スーパーマーケット コープ小幡 守山区小幡宮ノ腰5-40 794-2521
スーパーマーケット ザ・ビッグ エクスプレス　花ノ木店 守山区小幡南3-2-8 795-4147
コンビニエンスストア 金城学院大学食堂　コンビ二 守山区大森二丁目1723番地 798-4475
その他 （社）恵泉会 親愛館 守山区大字下志段味字穴ヶ洞2266-250 736-0044
その他 名進研小学校 守山区緑ヶ丘853-1 758-5558
その他 金城学院大学短大食堂 守山区大森二丁目1723番地 798-4475
その他 守山区役所　職員食堂 守山区小幡一丁目3番1号 793-3434
その他 アピタ新守山店 守山区新守山2830番地 792-9011
その他 ピアゴ守山店 守山区東山町12番26号 791-2181
その他 金城学院大学生活協同組合　LiLy　East 守山区大森二丁目1723 799-1253
その他 金城学院大学生活協同組合　LiLy　Petit 守山区大森二丁目1723 768-1016
その他 ピアゴ西城店 守山区村合町175番地 791-9011
その他 株式会社　清水屋藤ヶ丘店 守山区森孝東一丁目509番地 773-1515


