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令和４年7月20日現在 （業種ごと登録順）

業種名 名　　　称 所在地

金融機関 岡崎信用金庫 本店営業部 菅生町

岡崎信用金庫 竜美丘支店 竜美西１丁目

岡崎信用金庫 美合支店 美合新町

岡崎信用金庫 六名支店 上六名4丁目

岡崎信用金庫 岡崎南支店 柱曙１丁目

岡崎信用金庫 岡崎駅西支店 柱３丁目

岡崎信用金庫 福岡支店 福岡町

岡崎信用金庫 緑丘支店 緑丘1丁目

岡崎信用金庫 本宿支店 本宿町

岡崎信用金庫 矢作支店 矢作町

岡崎信用金庫 大和支店 大和町

岡崎信用金庫 六ッ美支店 土井町

岡崎信用金庫 上地支店 上地1丁目

岡崎信用金庫 中島支店 中島町

岡崎信用金庫 井田支店 井田町

岡崎信用金庫 本町支店 本町通3丁目

岡崎信用金庫 伝馬支店 伝馬通4丁目

岡崎信用金庫 中央支店 康生通東2丁目

岡崎信用金庫 日名支店 井田西町

岡崎信用金庫 岩津支店 東蔵前町

岡崎信用金庫 細川支店 細川町

岡崎信用金庫 橋目支店 橋目町

岡崎信用金庫 根石支店 欠町

岡崎信用金庫 上里支店 上里2丁目

岡崎信用金庫 稲熊支店 稲熊町1丁目

東海労働金庫 岡崎支店 南明大寺町

碧海信用金庫 岡崎支店 康生通南一丁目

碧海信用金庫 中島支店 中島町

碧海信用金庫 岡崎北支店 大樹寺１丁目

碧海信用金庫 矢作支店 東大友町

碧海信用金庫 岡崎南支店 羽根東町３丁目

碧海信用金庫 上和田支店 上和田町

碧海信用金庫 竜美丘支店 竜美台２丁目

碧海信用金庫 岡崎東支店 欠町

碧海信用金庫 福岡支店 福岡町

碧海信用金庫 稲熊支店 稲熊町２丁目

碧海信用金庫 岩津支店 西蔵前町

碧海信用金庫 美合支店 蓑川新町

第三銀行 岡崎支店 能見通１丁目

三井住友信託銀行㈱ 岡崎支店 康生通西三丁目

豊田信用金庫 岡崎支店 錦町

豊田信用金庫 岡崎北支店 百々西町

中京銀行 岡崎支店 三崎町

㈱大垣共立銀行 岡崎支店 戸崎町

西尾信用金庫 岡崎支店 上六名４丁目

西尾信用金庫 岡崎南支店 上地３丁目

西尾信用金庫 美合支店 美合町

西尾信用金庫 宇頭支店 宇頭町

西尾信用金庫 中島支店 中島町

西尾信用金庫 岡崎駅西支店 柱２丁目

岡崎市高齢者見守り支援事業所一覧
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業種名 名　　　称 所在地

金融機関 西尾信用金庫 岡崎北支店 井ノ口新町

西尾信用金庫 六ッ美支店 法性寺町

西尾信用金庫 矢作支店 東大友町

西尾信用金庫 西岡崎支店 大和町

あいち三河農協 本店 坂左右町

あいち三河農協 井内支店 井内町

あいち三河農協 青野支店 下青野町

あいち三河農協 中島支店 中島町

あいち三河農協 福岡支店 上地町

あいち三河農協 三河南支店 柱２丁目

あいち三河農協 美合支店 岡町

あいち三河農協 男川支店 洞町

あいち三河農協 河合支店 茅原沢町

あいち三河農協 山中支店 舞木町

あいち三河農協 本宿支店 本宿町

あいち三河農協 竜谷支店 桑谷町

あいち三河農協 額田支店 樫山町

あいち三河農協 形埜支店 桜形町

あいち三河農協 竜城支店 伊賀町

あいち三河農協 常磐支店 滝町

あいち三河農協 岩津支店 西蔵前町

あいち三河農協 大樹寺支店 鴨田町

あいち三河農協 中部支店 明大寺町

あいち三河農協 矢作支店 北本郷町

あいち三河農協 長瀬支店 橋目町

あいち三河農協 牧内支店 大和町

十六銀行 岡崎支店 康生通南２丁目

十六銀行 岡崎羽根支店 羽根町

㈱名古屋銀行 岡崎支店 本町通３丁目

㈱名古屋銀行 岡崎南支店 針崎町

㈱名古屋銀行 大樹寺支店 鴨田町

愛知銀行 岡崎支店 明大寺本町２丁目

㈱三菱UFJ銀行　岡崎支店 本町通

ガ　　ス 東邦ガス㈱ 岡崎営業所 久後崎町

あいち三河農協ＬＰガス販売所 保母町

明石産業㈱ 西三河支店岡崎営業所 細川町

㈲稲嶋商店 元能見町

石井商店 伝馬通

㈲市川ガス住宅設備 魚町

岩谷産業㈱ 三河営業所 岡町

イワタニ東海㈱ 三河支店 岡町

㈱イナバ液化ガス 洞町

㈱エイチティーピー 三河営業所 稲熊町

㈱エンヤ 幸田町菱池

エネサンス中部㈱ 岡崎営業所 大門

㈲小野田商店 若宮町

㈱オーテック 大西町

㈲カトウ 真伝町

㈲カワスミ 秦梨町

ガステックサービス㈱ 岡崎営業所 朝日町

蟹江プロパン㈱ 三河営業所 稲熊町

栗田商店 美合町

近藤商会 中町

サイサン㈱ 岡崎営業所 緑丘

㈱新東 錦町

ジェイエイ・トービス㈱ 安城営業所 安城市村高町

㈲寿美屋商店 日名南町
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業種名 名　　　称 所在地

ガ　　ス 杉山燃料店 伊賀町

㈲杉浦清商店 矢作町

杉野屋燃料店 花崗町

鈴与商事㈱ＬＰガスセンター 大樹寺

㈲杉浦石油店 幸田町深溝

竜城燃料販売協業組合 広幡町

ダイイチガスコム㈱ 丸山町

土屋商店㈲ 宇頭町

東邦液化ガス㈱ 久後崎町

中部エア・ウォーター㈱ 岡崎事業所 筒針町

名古屋プロパン瓦斯㈱ 岡崎支店 美合町

㈲中山商店 西本郷町

㈱平松石油 幸田町坂崎

富士プロパン㈱ 柱町

福岡プロパン㈱ 福岡町

㈲本田屋商店 幸田町菱池

丸重商店 中島町

三河品川燃料㈱ 三宅営業所 東蔵前町

三河ガス㈱ 庄司田２丁目

三河商事㈱ 岡崎支店 井内町

三浦石油店 幸田町菱池

三河品川燃料㈱ 岡崎営業所 幸田町坂崎

山崎商店 西中町

㈱山本商店 材木町

㈲山本昇商店 舞木町

㈲山口鉄工所 宮崎町

電　　気 中部電力 岡崎営業所 戸崎町

新聞配達所 中日新聞 光ケ丘専売店 羽根町

中日新聞 岡崎戸崎専売店 戸崎町

中日新聞 岡崎南部専売店 六名３丁目

中日新聞 竜美ケ丘専売店 明大寺町

中日新聞 岡崎大平専売店 大平町

中日新聞 石垣専売店 花崗町

中日新聞 岡崎北部専売店 鴨田本町

中日新聞 岡崎常磐専売店 真伝町

中日新聞 岩津専売店 岩津町

中日新聞 岡崎西部専売店 末広町

中日新聞 矢作専売店 矢作町

中日新聞 羽根専売店 羽根町

中日新聞 岡崎上地台専売店 上地３丁目

中日新聞 岡崎針崎専売店 針崎町

中日新聞 六ツ美専売店 宮地町

中日新聞 六ツ美北専売店 中之郷町

中日新聞 岡崎青野専売店 下青野町

中日新聞 土呂専売店 福岡町

中日新聞 三江島専売店 西尾市小島町

中日新聞 河合販売店 小美町

中日新聞 本宿販売店 本宿町

中日新聞 美合南部販売店 緑丘３丁目

中日新聞 美合北部販売店 美合町

中日新聞 宮崎販売店 明見町

朝日新聞三河販売㈱ 広幡町
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業種名 名　　　称 所在地

郵便事業者 郵便局

医　　療 (一社)岡崎市医師会 竜美西１丁目

(一社)岡崎歯科医師会 中町

(一社)岡崎薬剤師会 欠町

いしぐろ在宅診療所　岡崎 筒針町

薬　　局 アモス神尾薬局 緑丘

調剤薬局アモス 緑丘店 緑丘

倉橋薬局 若宮町

テンマ調剤薬局 伝馬通

山崎薬局 中町

山田薬局（東蔵前） 東蔵前町

オリーブ薬局 岡崎店 下和田町

ゆうあい薬局 北野町

スギ薬局橋目店 橋目町

こうむら薬局 上六名

ききょう調剤薬局 明大寺町

ゆうあい薬局 大西店 大西１丁目

太田薬新堂薬局 洞町

大西屋薬局 矢作町

お〜ろら薬局 昭和町

調剤薬局アモス 矢作町

鈴木薬局 戸崎町

いくた薬局 柱町

こはく薬局 柱町

タケミ堂薬局 羽根町

小林薬局東店 柱曙２丁目

中岡崎調剤薬局 中岡崎町

みつい調剤薬局 中岡崎町

かりん薬局 岡崎康生店 唐沢町

竹本薬局 能見町

ひすい薬局 稲熊町

山田薬局（井田） 井田町

すみれ調剤薬局 松本町

真伝ケーアイ薬局 真伝町

岡崎第一薬局 大門店 大門３丁目

薬局サングリーン 薮田２丁目

スギ薬局 井田店 井田町

スギ薬局 上地店 上地２丁目

スギ薬局 細川店 細川町

スギ薬局 岡崎北店 百々町

スギ薬局 日名西店 日名西町

スギ薬局 大平店 大平町

スギ薬局 稲熊店 稲熊町

スギ薬局 中島店 中島町

スギ薬局 大和店 大和町

スギ薬局 大樹寺店 大樹寺町

スギ薬局 ウイングタウン羽根店 羽根町

スギ薬局 土井店 土井町

スギ薬局 岡崎コムタウン店 上六名町
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業種名 名　　　称 所在地

薬　　局 スギ薬局 岡崎欠町店 欠町

スギ薬局 本宿店 山綱町

スギ薬局 上地１丁目店 上地１丁目

スギ薬局 岩津店 岩津町

中北薬品株式会社岡崎支店 城北町

サニー薬局 羽根町

ウェルシア薬局　岡崎法性寺店 法性寺町

ウェルシア薬局　岡崎駅東口店 羽根町

ウェルシア薬局　岡崎医療センター前店 柱町

ウェルシア薬局　岡崎明大寺店 南明大寺町

ウェルシア薬局　岡崎上地店 上地３丁目

ウェルシア薬局　岡崎大樹寺店 大樹寺２丁目

ウェルシア薬局　イオンタウン岡崎美合店 美合町

イワシヤ調剤薬局 緑丘

その他医療 カラダメンテンスｒｅｂｏｄｙ 六名南２丁目

なべた接骨院 柱曙１丁目

安藤治療院 小美町

㈱花こころからだ元気治療院岡崎 井田町

訪問看護ステーション　ファミリー 中園町

在宅訪問マッサージ　あいらいふ 百々西町

食糧品店 イオンリテール㈱イオン 岡崎南店 戸崎町

(生協)コープあいち　岡崎センター 岡町

(生協)コープあいち　コープ岡崎 上地２丁目

(生協)コープあいち　コープ岡崎北 錦町

かりや愛知中央(生協) 刈谷市東陽町

スーパーやまのぶ　移動スーパーとくし丸 岡崎市内

梅村米穀店 柱町

株式会社エルエル 上和田町

ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ セブン-イレブン 岡崎稲熊町店 稲熊町

セブン-イレブン 岡崎美合町店 美合町

セブン-イレブン 岡崎錦町店 錦町

セブン-イレブン 岡崎井田南町店 井田南町

セブン-イレブン 岡崎北野町店 北野町

セブン-イレブン 岡崎御小屋西店 橋目町

セブン-イレブン 新東名NEOPASA岡崎店 宮石町

セブン-イレブン 岡崎竜美西店 竜美西１丁目

セブン-イレブン 岡崎小針町店 小針町

セブン-イレブン 岡崎滝町店 滝町

セブン-イレブン 岡崎矢作町店 矢作町

セブン-イレブン 岡崎地蔵野店 美合町

セブン-イレブン 岡崎岩津町店 岩津町

セブン-イレブン 岡崎蓑川新町店 美合新町

セブン-イレブン 岡崎寿町店 寿町

セブン-イレブン 岡崎大樹寺店 大樹寺３丁目

セブン-イレブン 岡崎上和田店 上和田町

セブン-イレブン 岡崎明大寺町店 明大寺町

セブン-イレブン 岡崎羽根町店 羽根町

セブン-イレブン 岡崎緑丘２丁目店 緑丘２丁目

セブン-イレブン 岡崎本宿町店 本宿西２丁目

セブン-イレブン 岡崎福岡町店 福岡町

セブン-イレブン 岡崎割塚店 橋目町

セブン-イレブン 岡崎緑ヶ丘店 上地３丁目

セブン-イレブン 岡崎井田町店 井田町

セブン-イレブン 岡崎八帖北町店 八帖北町

セブン-イレブン 岡崎西本郷町店 西本郷町

セブン-イレブン 岡崎牧御堂町店 牧御堂町
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業種名 名　　　称 所在地

宅配飲料 宅配とまと 岡崎店 赤渋町

ヤクルト 岡崎センター 薮田２丁目

ヤクルト みのかわセンター 蓑川新町

ヤクルト 大和センター 大和町

ヤクルト 岡崎南センター 羽根東町

宅配飲料 ヤクルト 六ッ美センター 土井町

デイリーメグ 額田店 樫山町

デイリーメグ 岡崎店 日名西町

布亀株式会社　マザーケア岡崎Ｄ．Ｃ． 六名南２丁目
配食サービス事業所 まごころ弁当 岡崎店 若宮町

ありがとうサービス㈱ 大和町

シニアプラス 上和田町

ワタミタクショク㈱ 若松東３丁目

株式会社ショクブン 根石町

公共施設 (一社)岡崎パブリックサービス　岡崎中央総合公園 高隆寺町

(一社)岡崎パブリックサービス　岡崎公園 康生町

(一社)岡崎パブリックサービス　南公園 若松町

(一社)岡崎パブリックサービス　奥殿陣屋 奥殿町

(一社)岡崎パブリックサービス　市民会館 六供町

(一社)岡崎パブリックサービス　竜美丘会館 東明大寺町

(一社)岡崎パブリックサービス　せきれいホール 朝日町

(一社)岡崎パブリックサービス　道の駅藤川宿 藤川町

証券会社 野村證券㈱ 岡崎支店 康生通西２丁目

大和証券㈱ 岡崎支店 明大寺本町

生命保険会社明治安田生命保険(相) 岡崎支社 康生通南

第一生命保険株式会社岡崎支社 唐沢町

三井住友海上あいおい生命保険株式会社愛知東生保支社 唐沢町

三井住友海上あいおい生命保険株式会社中部第二生保支社 明大寺町

日本生命保険相互会社　ライフプラザ愛知東 康生通南２丁目

その他 ㈱トラストメモリアルサービス事業部「トラストRB」 岡崎支部 東大友町

愛知県立岡崎商業高校 ＯＫＡＳＨＯＰ部 栄町

㈱アスコ 豊田営業所 豊田市竜神町

㈱フジケンハウジング 戸崎町

RE service 栄町

行政書士 志波法務事務所 明大寺本町

㈱ピュア・ハート 就労継続支援Ａ型ピュア・ハート 牧御堂町

ダスキンホームインステッド岡崎ステーション 薮田２丁目

アルフレッサ㈱ 岡崎第一支店 富永町

㈱スズケン岡崎支店 大樹寺１丁目

ヤマト運輸㈱ 岡崎大樹寺支店 大樹寺３丁目

ヤマト運輸㈱ 岡崎柱センター 牧御堂町

ヤマト運輸㈱ 岡崎美合支店 大西町

㈱しんこう 西大友町
トヨタ生活協同組合（宅配事業部） 豊田市豊栄町
岡崎市営住宅等指定管理者
東洋システム・日本管財グループ

岡崎市福岡町

中日本高速道路㈱名古屋支社豊田保全・サービスセンター 豊田市渡刈町

有限会社　N3 稲熊町

株式会社出雲殿互助会　岡崎事業所 明大寺町

岡崎製材株式会社 戸崎元町

コメダ珈琲店　岡崎上和田店 天白町

コメダ珈琲店　岡崎大樹寺店 大樹寺２丁目

ファッションヘアー　かわい 羽根町

おかざき　楽の湯 庄司田一丁目

綜合警備保障株式会社　岡崎支社 康生通西三丁目

愛知環状鉄道株式会社 北野町

タツキ興業株式会社 大門１丁目

株式会社ＨｅａｒｔＦｒｅｅ 八帖南２丁目

福車屋　岡崎店 上和田町


