
経営革新計画承認企業一覧（た行）

企業名 株式会社第一楽器

所在地 四日市市日永４－１－５５

業種 小売業

電話番号 ０５９３－４６－３３６６

ＵＲＬ http://www.daiichi‒gakki.com/

計画テーマ 新しい教育サービス提供方式の開発と提供

承認番号/計画期間 ２１４ / 平成１５年１０月～平成２０年６月の５年間 

企業名 株式会社大光電子研究所

所在地 四日市市三ツ谷東町２０４８－２

業種 電気機械器具製造業

電話番号 ０５９３－３３－１２１１

ＵＲＬ  

計画テーマ カーセキュリティシステムの開発と生産・販売

承認番号/計画期間 ２８０ / 平成１６年５月～平成１９年４月の３年間 

企業名 株式会社大勢シェル

所在地 三重郡川越町大字亀崎新田字里中１５－１０

業種 鋳造用中子製造

電話番号 ０５９－３６４－８０１４

ＵＲＬ  

計画テーマ
独自考案のマシン導入とレイアウト変更によってシェル中子造型機の多台持ちによる生産
の効率化、及びマシン連動２次焼成炉の設置による品質の安定化

承認番号/計画期間 ３３７ / 平成１８年３月～平成２１年２月の３年間 

企業名 株式会社大地開発 22.6.10追加

所在地 伊勢市小木町５６５番地１

業種 不動産代理業・仲介業

電話番号 ０５９６－３６－３２２３

ＵＲＬ http://www.daichi‒earth.co.jp/

計画テーマ お酢の販売と健康管理サービス

承認番号/計画期間 ６１６ / 平成２２年１月～平成２５年１２月の４年間

企業名 株式会社タイヘイ産商 23.8.22追加（691）25.6.7追加（779）

所在地 桑名市江場字寺前６１０番地

業種 無機化学工業製品製造業

電話番号 ０５９４－２３－２３１１

ＵＲＬ http://www.hiya.co.jp

計画テーマ

426）吸水式保冷剤技術を用いた止水、防災用水嚢の開発

592）保冷剤を収納したケーキ箱の開発と拡販事業展開

691）（仮称）「サニタリーヒエコン流通システム」の開発と拡販事業展開

779）知的財産経営を生かした遺体用保護剤及び感染防止キット剤の開発と生産

426 / 平成19年4月～平成24年3月の5年間



承認番号/計画期間
592 / 平成21年4月～平成26年3月の5年間

691 / 平成23年4月～平成26年3月の3年間 

779   / 平成24年4月～平成29年3月の5年間

企業名 大丸サッシ販売有限会社 24.8.14追加

所在地 桑名市大字小貝須字二番割９９４

業種 その他の職種工事業

電話番号 0594‒23‒2221

ＵＲＬ  

計画テーマ 中規模太陽光発電システムの構築～電気の地産地消～

承認番号/計画期間 737 / 平成24年4月～平成29年3月の5年間

企業名 大洋産業株式会社

所在地 桑名市安永６－１８３３－１

業種 金属製品製造業

電話番号 ０５９４－２２－６７９２

ＵＲＬ  

計画テーマ 鋳物製品製造業が行うカチオン電着塗装による商品力の向上

承認番号/計画期間 １０９ / 平成１４年４月～平成１７年３月の３年間

企業名 株式会社平産業  21.10.20 追加

所在地 度会郡南伊勢町大江１０８１

業種 通信機械器具製造業

電話番号 ０５９６－７２－１１００

ＵＲＬ  

計画テーマ 地域資源を活用した健康満足型高齢者介護サービス

承認番号/計画期間 ５７０ / 平成２２年１月～平成２６年１月の５年間

企業名 高野興業株式会社 24.10.26追加

所在地 四日市市桜町５４７５番地の１

業種 産業廃棄物処理業

電話番号 059‒346‒6043

ＵＲＬ http://www.takano‒group.jp/

計画テーマ 産業廃棄物リサイクル関連事業の推進

承認番号/計画期間 746 / 平成23年10月～平成28年9月の5年間

企業名 髙橋建設株式会社 22.2.18追加

所在地 名張市夏見１４０８番地の１３

業種 土木建設

電話番号 ０５９５－６３－１１５５

ＵＲＬ

計画テーマ 地域のバイオマス未利用資源を再資源化する循環型企業へ

承認番号/計画期間 ５９６ / 平成２１年１月～平成２５年１２月の５年間

企業名 タカミ薬品 23.4.18追加

所在地 員弁郡東員町南大社1474‒1



業種 健康食品・薬品販売

電話番号 059‒339‒1226

ＵＲＬ  

計画テーマ 薬種店から地域オンリーワンカウンセリングサプリメント専門店への転換

承認番号/計画期間 671 / 平成23年1月～平成25年12月の3年間

企業名 株式会社田上材木店

所在地 松阪市上川町２７３９－１４

業種 木材木製品製造業

電話番号  

ＵＲＬ  

計画テーマ 国産桧を使った角ログハウスの生産・販売

承認番号/計画期間 １５６ / 平成１５年１月～平成１８年３月の３年間

企業名 株式会社ＴＡＫＵＭＩ 23.10.13追加

所在地 熊野市有馬町4740‒28

業種 建築リフォーム工事業

電話番号 0597‒85‒2242

ＵＲＬ http://www.takumi‒mie.com

計画テーマ
光触媒技術と強力抗菌・消臭液を活用し有害化学物質の見える化でリニューアル市場に参
入

承認番号/計画期間 697 / 平成23年4月～平成26年3月の3年間

企業名 有限会社タクミスタジオ

所在地 桑名市長島町中川６８３－１

業種 屋外広告業

電話番号 ０５９４－４２－５１５６.

ＵＲＬ http://www.takumistudio.jp/

計画テーマ
看板の中古市場の新規創造、新品既製品アイテムの拡充による商圏拡大及び全国同業者の
ネットワーク化

承認番号/計画期間 ５０８ / 平成２０年６月～平成２３年５月の３年間

企業名 有限会社タケウチ

所在地 四日市市小古曽東３－４－１５

業種 設備工事

電話番号 ０５９３－４６－３４７６

ＵＲＬ  

計画テーマ 各企業及び各種学校・訓練機関等より即戦力型養成教育の受託

承認番号/計画期間 ２０７ / 平成１５年１１月～平成２０年１１月の５年間

企業名 有限会社竹川工業

所在地 多気郡明和町大字明星２７６４－２

業種 建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金業を含む）

電話番号 .

ＵＲＬ http://www.takegawa‒kougyou.co.jp/

ホームドア事業進出に伴う一貫生産体制の確立（４２９）



計画テーマ 乾燥式生ごみ処理機の開発によるクリーン社会への貢献（５３４）

承認番号/計画期間
４２９ / 平成１９年８月～平成２２年７月の３年間

５３４ / 平成２０年８月～平成２４年７月の４年間

企業名 有限会社竹炭工房竹物語

所在地 度会郡南伊勢町伊勢路１４９５－１

業種 竹炭製造・販売業

電話番号 ０５９９－６５－３１００

ＵＲＬ  

計画テーマ 製法特許に基づく食用精製微粉炭の供給

承認番号/計画期間 ３９１ / 平成１９年１月～平成２１年１２月の３年間

企業名 株式会社竹中製作所

所在地 桑名市大字江場１６５７

業種 輸送用機械器具製造業

電話番号 ０５９４－２２－０１９６

ＵＲＬ  

計画テーマ 自動車部品生産自動化のための設備導入

承認番号/計画期間 ０３０ / 平成１２年２月～平成１５年１月の３年間 

企業名 有限会社竹ヤ装建

所在地 伊勢市常磐２－３－１８

業種 内装工事業

電話番号 ０５９６－２４－１３８７

ＵＲＬ http://www.t‒takeya.co.jp/

計画テーマ 健康増進住宅の販売

承認番号/計画期間 ４３１ /

企業名 株式会社助来 25.11.8追加

所在地 桑名市芳ヶ崎１２８７

業種 各種商品卸売業

電話番号 0594‒87‒5307

ＵＲＬ  

計画テーマ 桑名もち小麦を使った”もちもち小麦スイーツ”の開発と市場創造

承認番号/計画期間 787 / 平成24年9月～平成29年8月の5年間

企業名 田中養鯉場

所在地 松阪市嬉野町薬王寺１４６

業種 ペット、ペット用品小売業

電話番号 ０５９８－４２－１５１８

ＵＲＬ  

計画テーマ 鯉の専門販売店からタナゴ販売事業への進出による販路拡大戦略

承認番号/計画期間 ４２５ / 平成１９年１０月～平成２２年１２月の４年間

企業名 株式会社谷石材 22.1.22更新



所在地 伊賀市山神３１番地の１

業種 他に分類されない小売業

電話番号 ０５９５－２１－２１４８

ＵＲＬ  http://www.tanisekizai.com/

計画テーマ 耐震・免震墓石、ユニバーサルデザイン、永代供養墓の開発施工

承認番号/計画期間 ５８７ / 平成２１年１０月～平成２４年９月の３年間

企業名 株式会社ちなみ 25.1.22追加（第753号）

所在地 いなべ市大安町大井田７４３番地

業種 電気めっき業

電話番号 059‒391‒0082

ＵＲＬ http://www.tinamiin.com

計画テーマ
272）金属加工製品の一括受注を可能とする新たな流通及び販売システムの構築

753）研磨（バリ取り）業務への進出と最新鋭メッキ設備の導入による受注の増大

承認番号/計画期間
272、272‒2、272‒3 / 平成16年7月から20年10月の5年間

753 / 平成23年11月から平成28年10月の5年間

企業名 中外医薬生産株式会社  24.9.27追加（第743号）

所在地 伊賀市ゆめが丘７－５－５

業種 医薬品製造業

電話番号 ０５９５－２１－０１２０

ＵＲＬ http://www.chugai‒iyaku.co.jp

計画テーマ
７４３）内服液剤に配合する生薬そのものを超微細（粉）化し、液体に懸濁化（浮遊させ
て沈殿しにくい）状態で配合するという全く新しいタイプの医薬品の開発・製造 

承認番号/計画期間
００１ /

７４３ / 平成２４年５月～平成２７年４月の３年間

企業名 中外医薬生産株式会社      H27.10.7追

所在地 伊賀市ゆめが丘７－５－５

業種 医薬品製造業

電話番号 ０５９５－２１－０１２０

ＵＲＬ http://www.chugai‒iyaku.co.jp

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ８４４

企業名 株式会社中間ＴＲＣ（旧（株）三重中間処理センター）

所在地 松阪市嬉野井之上町４１３－２

業種 産業廃棄物処理業

電話番号 ０５９８－４３－２８２１

ＵＲＬ http://www.takano‒group.jp

計画テーマ 産業廃棄物リサイクル関連事業の推進

承認番号/計画期間 ４０９ / 平成１８年７月～平成２２年６月の４年間 

企業名 中勢林業株式会社

所在地 津市雲津本郷町１７６６



業種 製材業

電話番号 ０５９－２３４－２１２１

ＵＲＬ  

計画テーマ 「２×４工法」導入による売上拡大と現有経営資源のフル活用

承認番号/計画期間 ４９３ / 平成２０年７月～平成２３年６月の３年間 

企業名 株式会社中部安全施設

所在地 桑名市大字和泉４８９－１

業種 道路標識設置工事業

電話番号 ０５９４－２１－４５０４

ＵＲＬ http://www.chuan.jp/

計画テーマ 重曹を用いた環境事業への参入

承認番号/計画期間 ３７４ / 平成１８年１２月～平成２２年１１月の４年間

企業名 中部サポート開発株式会社

所在地 鈴鹿市国府町２８８２－８

業種 建設業

電話番号 ０５９－３７０－３４１９

ＵＲＬ  

計画テーマ 自然エネルギーを活用した飲料水化事業

承認番号/計画期間 ４７７ / 平成２０年４月～平成２３年３月の３年間

企業名 中部産商株式会社 H26.10.27追加

所在地 四日市市東日野町４３－１

業種 他に分類されないその他の卸売業

電話番号 059‒321‒5120

ＵＲＬ http://www.chubu‒sunsho.co.jp

計画テーマ
３Ｄプリンターを用いた高性能鋳造用フィルターの開発と、多様な顧客ニーズに対応でき
る生産体制・管理体制への取組

承認番号/計画期間 829 / 平成26年8月～平成31年7月の5年間

企業名 中部ドラム罐工業株式会社

所在地 四日市市末広町１７－１４

業種 金属製品製造業

電話番号 ０５９３－５１－２３０１

ＵＲＬ http://www.chubudrum.co.jp/

計画テーマ 自動残渣回収装置の開発による生産能率の向上と回収残油の再利用等

承認番号/計画期間 １００ / 平成１４年５月～平成１８年９月の５年間

企業名 中部燃料販売株式会社 24.7.30追加

所在地 四日市市白須賀３丁目５番１０号

業種 燃料小売業

電話番号 059‒361‒5525

ＵＲＬ  

計画テーマ 木材の不燃・難燃化、防腐、防蟻対策（減災活動・地域防災対策）

承認番号/計画期間 732 / 平成24年4月～平成29年3月の5年間



企業名 株式会社中部メディカル

所在地 四日市市松原町３３－５

業種 医療用機械器具・医療用品製造業

電話番号 ０５９－３６５－７２４８

ＵＲＬ http://www.chubumedical.com

計画テーマ
26）Ｘ線異物自動検査装置及びＸ線微細測定・検査装置の開発

478）デジタル制御Ｘ線発生装置の開発

承認番号/計画期間
26 / 平成12年4月～平成17年3月の5年間

478 / 平成20年4月～平成24年3月の4年間

企業名 株式会社長福丸水産

所在地 志摩市志摩町和具１９１０番地

業種 生鮮魚介卸売業

電話番号 ０５９９－８５－０１４７

ＵＲＬ  

計画テーマ 海鮮茶漬けの開発

承認番号/計画期間 ３２８ / 平成１７年４月～平成２２年３月の５年間

企業名 株式会社塚本無線

所在地 鈴鹿市磯山１－１６－２１

業種 電気機械器具製造

電話番号 ０５９３－８７－８０００

ＵＲＬ http://www.wtw.jp

計画テーマ  

承認番号/計画期間 １０３ /

企業名 有限会社ツジ

所在地 伊勢市小俣町元町４０８

業種 小売業

電話番号 ０５９６－２２－２３０２

ＵＲＬ  

計画テーマ 婦人専門店が行う専門性の高い技術・知識を用いたエステ等新たな販売手法の導入

承認番号/計画期間 １５９ / 平成１４年１２月～平成１８年２月の４年間

企業名 株式会社辻岡醸造

所在地 津市戸木町２０２２

業種 味噌醤油製造販売

電話番号 ０５９－２５５－２２０１

ＵＲＬ  

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ４８３ /

企業名 有限会社辻丈蔵商店  21.8.20追加

所在地 多気郡明和町大字大淀甲１８４



業種 海藻加工業

電話番号 ０５９６－５５－２７０１

ＵＲＬ  

計画テーマ ひじき離れ・消費向上計画

承認番号/計画期間 ５５６ / 平成２１年１月～平成２５年５月の５年間

企業名 辻長作商店 23.4.18追加

所在地 多気郡明和町大淀甲192

業種 海藻類加工業

電話番号 0596‒55‒2102

ＵＲＬ  

計画テーマ
地域特産品“伊勢ひじき”を活かした新食感・新味覚・新視覚の創作和スイーツづくりと販
売事業。

承認番号/計画期間 668 / 平成23年4月～平成27年12月の5年間

企業名 辻村石油 21.9.15追加

所在地 鳥羽市船津町字市場５１０－２

業種 燃料小売業

電話番号 ０５９９－２５－３８３７

ＵＲＬ  

計画テーマ 独自色のある車売買とレンタカー事業の組入による安定的な経営への事業転換

承認番号/計画期間 ５６２ / 平成２０年１月～平成２５年１２月の５年間

企業名 株式会社辻本ウッドワーク

所在地 名張市結馬１６

業種 木材・木製品製造

電話番号 ０５９５－６３－３１２１

ＵＲＬ  

計画テーマ 社有林（杉材）を使用した住宅の建設及び販売

承認番号/計画期間 ２１０ / 平成１５年１１月～平成１８年１０月の３年間

企業名 株式会社ツツイ

所在地 四日市市小古曽東２丁目９番５３号

業種 管継手製造業

電話番号 ０５９－３４５－４１３５

ＵＲＬ http://www.tsutsui.co.jp

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ２４２ /

企業名 株式会社ディ・アンド・ディ

所在地 四日市市桜町７８７０番地２０

業種 無機化学工業製品製造業

電話番号 ０５９－３２９－８６８０

ＵＲＬ http://www.ddcorp.co.jp

計画テーマ 無機系封孔剤パーミエイトの木材保存およびコンクリート保護等への用途展開

承認番号/計画期間 ４４７ / 平成１９年１０月～平成２４年９月の５年間



企業名 株式会社TNGM    24.8.14追加

所在地 四日市市三滝台四丁目１－２２

業種 老人福祉・介護事業

電話番号 059‒320‒0802

ＵＲＬ  

計画テーマ 介護安心サポートシステムを取り入れた住宅型有料老人ホームの建設と運営

承認番号/計画期間 735 / 平成23年10月～平成26年9月の3年間

 

企業名 帝産大鐘ダイカスト工業株式会社    24.3.5追加

所在地 四日市市大鐘町字安田1245

業種 アルミニウム・同合金ダイカスト製造業

電話番号 059‒337‒0152

ＵＲＬ http://www.oganedc.com/

計画テーマ 生産工程の見直しによる高品質製品の受注増と原価低減

承認番号/計画期間 721 / 平成23年6月～平成28年5月の5年間

企業名 有限会社ディスプリュースラ・ヴォーテ H26.3.14追加

所在地 松阪市下村町１９６５－２０

業種 エステティック業

電話番号 0598‒29‒4957

ＵＲＬ http://www.labeaute.co.jp

計画テーマ 特定施設内のお客様への出張型エステサービスの実施

承認番号/計画期間 799 / 平成25年2月～平成29年1月の4年間

企業名 テクノアート株式会社

所在地 松阪市嬉野小村町６－１

業種 プラスチックリサイクル業

電話番号 ０５９８－４８－２１００

ＵＲＬ  

計画テーマ 廃プラスチック国際循環型リサイクルシステムの構築

承認番号/計画期間 ４５２ /

企業名 デザインプリントタニ

所在地 津市庄田町１３２７－１６

業種 印刷業

電話番号 ０５９－２５４－４３３４

ＵＲＬ http://www.metapri.com/

計画テーマ 高付加価値のノベルティー商品の制作・販売

承認番号/計画期間 ４８４ / 平成２０年１月～平成２２年１２月の３年間

企業名 てら小屋遊学舎  25.3.18追加

所在地  

業種 学習塾



電話番号  

ＵＲＬ  

計画テーマ 子どもから大人まで、表現ゲーム＆デコ文等独自の学習法で文章作成の達人に！

承認番号/計画期間 759 / 平成24年1月～平成26年12月の3年間

企業名 有限会社寺澤金型

所在地 桑名郡木曽岬町大字栄２６１

業種 非鉄金属製造業

電話番号 ０５６７－６８－１５０７

ＵＲＬ  

計画テーマ
シェービング機能で加工する金型製作及び注入ポットのバリを無くしたウエイトレス
（W/L）ポット機構の改良販売・開発

承認番号/計画期間 １８０ / 平成１５年６月～平成１８年５月の３年間

企業名 有限会社田園 23.3.24追加

所在地 松阪市八重田町792番地2

業種 米卸売業

電話番号 0598‒58‒0987

ＵＲＬ  

計画テーマ
安心・安全な地元食材を用いた 仮名『松阪餃子』（「変わり種野菜手作り水餃子・変わ
り種手作り水餃子・変わり種野菜焼き餃子。変わり種焼き餃子」）の生産・製造・販売

承認番号/計画期間 660 / 平成22年9月～平成26年8月の4年間

企業名 天元工業株式会社 H28.6.21追加

所在地 桑名市長島町松蔭１１０番地

業種 一般土木建築工事業

電話番号 0594‒45‒0306

ＵＲＬ  http://www.ten‒gen.com

計画テーマ  

承認番号/計画期間 865 / 平成27年9月～平成31年8月の4年間

 

企業名 株式会社天然樹ホーム 23.4.27追加

所在地 津市栄町2丁目312

業種 一般建築工事業

電話番号 059‒225‒7227

ＵＲＬ  

計画テーマ 低価格かつ超頑強耐震住宅販売の事業化による経営革新

承認番号/計画期間 677 / 平成22年5月～平成26年4月の4年間

企業名 株式会社東亜鍛工所

所在地 三重郡川越町大字豊田６８８－１

業種 鉄素形材製造業

電話番号 ０５９－３６５－３２３１

ＵＲＬ http://www.toa‒arai.com

計画テーマ 研究開発型企業及び量産型企業への特化（グループ２社）



承認番号/計画期間 ４６２ /

企業名 有限会社東海クリーニング   23.12.22追加

所在地 志摩市阿児町立神１９１２－９

業種 クリーニング業

電話番号 ０５９９－４５－４１２３

ＵＲＬ http://toukai‒naru.com/

計画テーマ
①保管小間を持つクリーニング店の展開

②ルート式生産システム導入による生産効率と顧客満足度の向上

承認番号/計画期間
①385 / 平成18年4月～平成21年12月の4年間

②709  /    平成23年1月～平成27年12月の5年間

企業名 東海石油株式会社 22.2.10追加

所在地 三重郡川越町大字豊田一色３９６番地１

業種 石油類販売業

電話番号 ０５９－３６４－２１２１

ＵＲＬ  

計画テーマ エマルジョン燃料「TERA」の開発とその連続式製造装置の開発及び対応燃料の多様化

承認番号/計画期間 595 / 平成２２年１月～平成２４年１２月の３年間

企業名 東海ランド株式会社

所在地 鈴鹿市南江島町１７－３２

業種 遊戯場

電話番号 ０５９－３８７－９３７７

ＵＲＬ http://www.tokai‒land.co.jp

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ３８９ /

企業名 株式会社東進 H26.8.26追加

所在地 松阪市五月町１５０１－１

業種 電気工事業

電話番号 0598‒21‒1273

ＵＲＬ http://elet.jp/

計画テーマ 地域発の電気修理事業“電気のトラブルはエレットにお任せ下さい”の開始

承認番号/計画期間 822 / 平成26年6月～平成30年5月の4年間

企業名 東邦エンジニアリング株式会社

所在地 四日市市山分町字川ノ下４４３

業種 一般機械器具製造業

電話番号 ０５９３－６４－３８１１

ＵＲＬ http://www.tohokoki.jp/e‒top.html

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ０５２ / 平成１３年４月～平成１６年６月の４年間

企業名 有限会社ドーモ 23.10.13追加

所在地 多気郡明和町行部328‒9



業種 各種商品卸売業

電話番号 0597‒25‒2282

ＵＲＬ  http://dohmo.jp/

計画テーマ 海、山をテーマにした体験型事業の確立による新分野への進出

承認番号/計画期間 698 / 平成23年7月～平成26年6月の3年間

企業名 東洋医療株式会社 23.10.26追加

所在地 三重郡菰野町福村94‒1

業種 鍼灸院

電話番号 059‒393‒2018

ＵＲＬ http://www.toyoiryo.com/index.html

計画テーマ 東洋医学発想のオリジナル化粧品を使用した美顔マッサージのライセンス展開

承認番号/計画期間 703 / 平成22年10月～平成25年9月の3年間

企業名 株式会社藤和

所在地 三重郡川越町大字亀須新田４８－１

業種 長期滞在旅館（下宿）業、給食業務請負、会社寮管理並びに運営

電話番号 ０５９－３６４－９６７１

ＵＲＬ  

計画テーマ 単身赴任者及び独身者向け寮経営による事業拡大

承認番号/計画期間 ４２７ / 平成１９年７月～平成２２年６月の３年間

企業名 トーコーパッケージ株式会社

所在地 名張市瀬古口６８５

業種 ダンボール製造業

電話番号 ０５９５－６３－５３１５

ＵＲＬ  

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ３０９ / 平成１７年４月～平成２０年３月の３年間

企業名 株式会社トータル建築確認評価センター

所在地 鈴鹿市西条３－２－８

業種 サービス業

電話番号 ０５９３－８１－２０５７

ＵＲＬ  

計画テーマ 「指定住宅性能評価機関」設立による新しいサービスの提供

承認番号/計画期間 １１５ / 平成１４年４月～平成１８年３月の４年間

企業名 株式会社トーチ 23.3.31追加

所在地 津市柳山津興326‒1

業種 システム開発業及び雑貨販売業

電話番号 059‒223‒7339

ＵＲＬ http://www.torch‒co.com/

計画テーマ 安心・安全にこだわったサプリメント商品（粉末状にんにく卵黄）の製造販売

承認番号/計画期間 665 / 平成22年3月～平成25年2月の3年間



企業名 十紀和屋 横谷 21.8.21追加

所在地 南牟婁郡紀宝町鵜殿１３１６－３２

業種 和菓子製造小売業

電話番号 ０７３５－３２－０８３６

ＵＲＬ  

計画テーマ 生産性の向上と和菓子ブランド強化による販路拡大

承認番号/計画期間 ５５７ / 平成２１年１月～平成２３年１２月の３年間

企業名 徳栄海運株式会社

所在地 度会郡南伊勢町奈屋浦１４－１

業種 水運業

電話番号 ０５９６－２８－６０７１

ＵＲＬ  

計画テーマ 全バース（全荷主）対応の大型船による油槽効率の推進及び船主経営の安定化

承認番号/計画期間 １９０ / 平成１５年４月～平成１８年３月の３年間

企業名 株式会社トップ電子

所在地 松阪市駅部田町１６５

業種 電気機械器具製造業

電話番号 ０５９８－２１－７７８８

ＵＲＬ  

計画テーマ
外国人（合法的な研修生、技術・技能者）の日本での生活を支援・育成・活用する新規ビ
ジネスの取組み

承認番号/計画期間 ３４９ / 平成１８年４月～平成２３年３月の５年間

企業名 株式会社トピア

所在地 鈴鹿市一ノ宮町１４７７－１

業種 化学工業

電話番号 ０５９－３８３－７３２２

ＵＲＬ http://www.u‒topia.co.jp/

計画テーマ
１）
２）ハイテン材による自動車部品の新製品開発

承認番号/計画期間
１）０１４ / 平成１１年８月～平成１４年７月の３年間
２）２４０ / 平成１５年１１月～平成１８年１０月の３年間

企業名 飛びねこ H25.12.20追加

所在地  

業種 映像・音響機械器具製造業

電話番号  

ＵＲＬ http://www.nexyzbb.ne.jp/∼mazdaspeedaxela/

計画テーマ
三重県産ヒノキの集成材を使った上質な音と香りを出すハンドメイドスピーカー及びスマ
ートフォン向けアンプ内蔵小型スピーカーの開発

承認番号/計画期間 788   /   平成25年1月～平成27年12月の3年間

企業名 富山工業株式会社

所在地 四日市市小古曽東２－５－３６



業種 金属製品製造業

電話番号 ０５９－３４６－１６１８

ＵＲＬ http://www.tomiyama.net/

計画テーマ 新商品開発による収納効率向上、エネルギーの節約

承認番号/計画期間 ３５５ / 平成１７年１０月～平成２１年９月の４年間

企業名 株式会社トモエ商店

所在地 桑名市中央町１－２４

業種 非金属鉱業

電話番号 ０５９４－２２－２７５５

ＵＲＬ http://www.kk‒tomoe.jp

計画テーマ 細骨材生産システム

承認番号/計画期間 ０４１ / 平成１２年６月～平成１７年５月の５年間

企業名 有限会社トヤオ工務店 23.2.17追加

所在地 いなべ市大安町大井田1331‒1

業種 木造建築工事業

電話番号 0594‒77‒3363

ＵＲＬ  

計画テーマ 施主参加型の家づくり「木ままプラン」の商品化と販売・施工による経営革新

承認番号/計画期間 656 / 平成22年10月～平成27年9月の5年間

企業名 有限会社とり安精肉店    H26.8.19追加

所在地 志摩市浜島町浜島１７８７－９５

業種 農畜産物・水産物卸売業

電話番号 0599‒53‒0278

ＵＲＬ http://toriyasu278.com/

計画テーマ 地域素材であるあかもくを活用した新商品開発と事業化による経営革新の推進

承認番号/計画期間 818 / 平成25年6月～平成28年5月の3年間

企業名 ドンナベラ 23.8.3追加

所在地 多気郡明和町有爾中1155‒310

業種 女性服販売及びデザイン業

電話番号 0596‒52‒3134

ＵＲＬ  

計画テーマ 松阪木綿御絲織りから洋服を

承認番号/計画期間 687 / 平成23年1月～平成27年12月の5年間


