
認定企業名 所在地 業種 HPアドレス

株式会社愛安住 伊賀市 医療、福祉 https://www.aianju.co.jp/

株式会社アイフク・テック 伊勢市 建設業 https://aifukutec.jp/

株式会社アオキエンジニア 津市 製造業 http://www.aeng-acre.jp/

阿倉川運送株式会社 四日市市 運輸業、郵便業 https://akuragawa.co.jp/

阿倉川物流株式会社 四日市市 運輸業、郵便業 ―

朝日土木株式会社 四日市市 建設業 http://www.asahidoboku.co.jp/

株式会社アサプリ 桑名市 製造業 http://www.asapri.co.jp/

社会福祉法人アパティア福祉会 桑名市 医療、福祉 https://www.apatheia.jp/

株式会社アルファ 津市 建設業 http://www.alpha-mie.co.jp/

イケダアクト株式会社 鈴鹿市 建設業 http://ikeda-act.co.jp/

株式会社石吉組 志摩市 建設業、医療、福祉 https://www.ishikichi.com/

株式会社イシザキ いなべ市 鉱業、採石業、砂利採取業 https://co-ishizaki.jp/

社会福祉法人伊勢市社会福祉協議会 伊勢市 医療、福祉 https://ise-shakyo.jp/

磯部建設工業株式会社 志摩市 建設業 http://www.suncraft.com/~isoken/

株式会社伊藤工作所 尾鷲市 製造業 http://www.pure.cc/~ito/kaishagaiyou.html

井村屋グループ株式会社 津市 製造業 https://www.imuraya-group.com/

岩崎産業株式会社 木曽岬町 運輸業、郵便業 http://www.iwasakisangyou.co.jp/

株式会社院南組 菰野町 建設業 https://innamigumi.com/

株式会社上村組 南伊勢町 建設業 http://uemuragumi.com/

社会福祉法人ウェルハート厚生会 明和町 医療、福祉 http://www.wellheart.jp/

株式会社ウェルフェア 伊勢市 医療、福祉 http://www.welfare-mie.jp/

有限会社ウェルフェア三重 伊勢市 医療、福祉 http://www.welfare-mie.jp/

宇野重工株式会社 松阪市 建設業 http://www.uno-g.co.jp/juko/index.html

株式会社SMHD 伊勢市 建設業 https://smhd-co.com/

SWS西日本株式会社 松阪市 製造業 http://www.sws-w.co.jp/

株式会社NTN多度製作所 桑名市 製造業 https://ntn-tado.com/

有限会社エムアイトランスポ－トサ－ビス 菰野町 運輸業、郵便業 https://mi-tp.com/

エムシーパートナーズ株式会社四日市支社 四日市市 その他サービス業 https://www.mcpartners.co.jp/

株式会社宴 名張市 医療、福祉 http://www.kaigoen.org

株式会社大島水道 桑名市 電気･ガス･熱供給･水道業 ―

有限会社太田コンクリート 亀山市 製造業 http://ota-concrete.co.jp/

鍛冶清水道株式会社 津市 建設業 https://ja-jp.facebook.com/kajiseiww/

キオクシア株式会社四日市工場 四日市市 製造業 https://about.kioxia.com/ja-jp/about-us/yokkaichi.html/

協同海運株式会社 四日市市 その他（内航海運業） https://kyodokaiun.jp/

九鬼肥料工業株式会社 四日市市 製造業 http://www.kuki-hiryou.co.jp/

株式会社久志本組 四日市市 建設業 http://www.kusimoto.co.jp/

株式会社クスノキケミコ 四日市市 その他（倉庫業） https://www.j-materials.jp/company/group/kusunoki_chemico/

株式会社クスハラ自動車 鈴鹿市 小売業 http://www.kmg-kusuhara.com/

株式会社グットキャリーミエ 四日市市 運輸業、郵便業 ―

株式会社グリーンズ 四日市市 宿泊業 https://www.kk-greens.jp/

県印三重中央青果株式会社 松阪市 卸売業 http://www.kenjirushi-mie.co.jp/

光洋メタルテック株式会社 伊賀市 製造業 https://koyo-mt.com/

株式会社ゴーリキ 伊勢市 製造業 http://www.goriki.jp/

小西運送株式会社 四日市市 運輸業、郵便業 ―

有限会社小林組 津市 建設業 http://kobayashigumi.sakura.ne.jp/
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株式会社坂谷自動車工業 伊勢市 その他サービス業 https://sakatani.jp/

株式会社三エスゴム 四日市市 卸売業 http://www.sanesugomu.co.jp

サンコーロジテック株式会社 鈴鹿市 運輸業、郵便業 http://sltq.co.jp/

三泗ホンダ販売株式会社 四日市市 小売業 https://sanshihonda.com/

三生運輸株式会社 津市 運輸業、郵便業 https://www.sansei-logi.com/

株式会社ジェントリー 松阪市 その他サービス業 https://www.gently.co.jp

システム物流株式会社 四日市市 運輸業、郵便業 http://www.system-log.co.jp/

杉野工業株式会社 鈴鹿市 製造業 http://sgn.co.jp/

杉山設備株式会社 伊勢市 電気･ガス･熱供給･水道業 http://www.sugiyamasetsubi.com/

株式会社鈴鹿 鈴鹿市 建設業 https://www.suzuka-group.co.jp/

株式会社スズカキャリーサービス 鈴鹿市 運輸業、郵便業 http://www.s-carry.co.jp/

鈴秀工業株式会社三重工場 菰野町 製造業 https://www.suzuhide.co.jp/

株式会社ストーリア 鈴鹿市 宿泊業 https://storia.co.jp/

住友電装株式会社 四日市市 製造業 https://www.sws.co.jp/

株式会社世古工務店 鈴鹿市 建設業 https://www.seko-c.co.jp/

社会保険労務士法人綜合経営労務センター 津市 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.jinji-roumu-consul.com/

SOMPOひまわり生命保険株式会社三重支社 津市 金融業、保険業 https://www.himawari-life.co.jp/

株式会社第三銀行 松阪市 金融業、保険業 https://www.daisanbank.co.jp/

大宗建設株式会社 四日市市 建設業 http://www.daiso-c.co.jp/

株式会社ダイワコーポレーション 鈴鹿市 小売業 http://suzuka-pharmacy.com/

高砂建設株式会社 四日市市 建設業 http://www.takasago-const.jp/

株式会社中部メディカル 四日市市 卸売業 http://www.chubumedical.com/

株式会社津市環境公社 津市 その他サービス業 ―

津商工会議所 津市 その他（経済団体） http://www.tsucci.or.jp/

株式会社デンソー大安製作所 いなべ市 製造業 https://www.denso.com/jp/ja/

株式会社デンソートリム 菰野町 製造業 http://www.densotrim.co.jp/

東洋電機株式会社 四日市市 卸売業 https://www.e-toyo.co.jp/

有限会社トータル保険サービス 四日市市 金融業、保険業 https://www.totalhoken.com/

徳積有限会社 鈴鹿市 運輸業、郵便業 https://www.tokuzumi.co.jp/

ドリームホールディングス株式会社 松阪市 運輸業、郵便業 https://www.dream-hd.jp/

株式会社中建 松阪市 建設業 ―

株式会社中村組 四日市市 建設業 http://www.nakamuragumi.co.jp/

中村土建株式会社 松阪市 建設業 https://nakamuradoken.jp/

株式会社ナヤデン 桑名市 小売業 https://www.nayaden.co.jp/

有限会社南勢建築設計 伊勢市 学術研究、専門・技術サービス業 http://nks.parallel.jp/

株式会社日本陸送 鈴鹿市 運輸業、郵便業 http://www.nippon-rikuso.co.jp/

野町どい眼科 鈴鹿市 医療、福祉 https://www.doiganka.jp/

株式会社白清舎 伊勢市 生活関連サービス業、娯楽業 http://www.hakuseisya.co.jp/

有限会社八王子屋 四日市市 製造業 ―

株式会社光機械製作所 津市 製造業 https://www.hikarikikai.co.jp/

株式会社日舘建設 鈴鹿市 建設業 http://www.hitachi-mie.co.jp

株式会社百五銀行 津市 金融業、保険業 https://www.hyakugo.co.jp/

株式会社富士製作所 伊賀市 製造業 http://www.fuji-bearing.com/japanese/

藤原工業株式会社 四日市市 建設業 https://www.fujiwara-kk.jp/

扶桑工機株式会社 桑名市 製造業 http://www.fusokoki.co.jp/
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株式会社ブランチェ 四日市市 卸売業 http://www.blanche.co.jp/

株式会社フリーダム 津市 情報通信業 http://free-dam.jp/

株式会社豊栄モータース 鈴鹿市 その他（自動車整備業） ―

ホームズ株式会社 四日市市 金融業、保険業 https://www.mie-homes.co.jp/

株式会社細合染紙芸 鈴鹿市 その他（製造販売） ―

株式会社ホンダオート三重 津市 小売業 http://www.hondacars-mienaka.co.jp/

株式会社マイプレジャー 四日市市 情報通信業、小売業 http://www.my-pleasure.co.jp/

松岡建設株式会社 川越町 建設業 https://www.matsuokakensetsu.com/

松阪ケーブルテレビ・ステーション株式会社 松阪市 情報通信業 https://www.mctv.jp/

株式会社松阪電子計算センター 松阪市 情報通信業 https://www.matsusaka.co.jp/

丸加運輸株式会社 鈴鹿市 運輸業、郵便業 http://www.inetmie.or.jp/~maruka/

丸亀産業株式会社 松阪市 建設業 http://www.marukame.jp/

株式会社丸中商店 伊勢市 卸売業 http://ise-marunaka.com/

マルヒロ産業株式会社 伊勢市 建設業 ―

一般財団法人三重県産業衛生協会 桑名市 医療、福祉 https://www.kenkoshindan.or.jp/

有限会社三重電機商会 四日市市 建設業 ―

株式会社三重電子計算センター 津市 情報通信業 https://www.mieden.co.jp/

株式会社ミエデンシステムソリューション 津市 情報通信業 https://www.msysol.co.jp/

三重電設株式会社 四日市市 建設業 https://miedensetsu.co.jp/

三重リコピー株式会社 津市 卸売業 https://www.miericopy.co.jp/

水谷モデル株式会社 菰野町 製造業 http://www.mizutani-model.co.jp/

株式会社ミズノ 四日市市 その他サービス業 https://www.e-mizuno.co.jp/

株式会社ミツイバウ・マテリアル 松阪市 卸売業 https://mitsuibau.com/

株式会社宮忠 伊勢市 製造業 https://www.ise-miyachu.co.jp/

明治安田生命保険相互会社津支社 津市 金融業、保険業 https://www.meijiyasuda.co.jp/

明治安田生命保険相互会社四日市支社 四日市市 金融業、保険業 https://www.meijiyasuda.co.jp/

株式会社山下組 志摩市 建設業 http://www.ymstg.co.jp/

株式会社山野建設 伊勢市 建設業 https://yamanokensetu.net/

𠮷川建設株式会社 伊勢市 建設業 https://yoshikawakensetsu.jp/

株式会社ヨシザワ 鈴鹿市 製造業 http://www.yoshipack.co.jp/

四日市合成株式会社 四日市市 製造業 https://yg-chem.co.jp/

株式会社四日市事務機センター 四日市市 小売業 https://www.yj-c.co.jp/

独立行政法人地域医療機能推進機構
四日市羽津医療センター

四日市市 医療、福祉 https://yokkaichi.jcho.go.jp/

株式会社ライフロジサポート 四日市市 その他（物流加工） https://www.llsup.co.jp/

リコージャパン株式会社三重支社 四日市市 卸売業 https://www.ricoh.co.jp/

株式会社鈴友 鈴鹿市 その他サービス業 http://cleanmente.co.jp/

有限会社ワンダーコーポレーション 鈴鹿市 小売業 ―
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