
No. 申 請 事 業 所 名 市 町 名

1 有限会社公輝 津市

2 西山商會合同会社 津市

3 和院 津市

4 らーめん 也 津市

5 マーフィ幼児教室 津市

6 有限会社盛功社印刷 津市

7 中勢製氷冷蔵株式会社 津市

8 カネ政商店 津市

9 株式会社Island-Wellness 津市

10 コトノハ 津市

11 らぁ麺 丸山商店 津市

12 株式会社マイシン 津市

13 エイ・シー工業株式会社 津市

14 平和製粉株式会社 津市

15 松島酒造株式会社 津市

16 株式会社一志精工電機 津市

17 Sion808 津市

18 株式会社HagyLifeEnt 津市

19 株式会社シンコー 四日市市

20 株式会社アガタ製作所 四日市市

21 株式会社NIKURU 四日市市

22 有限会社伸和工業所 四日市市

23 タカオカ株式会社 四日市市

24 株式会社杉本組 四日市市

25 竹政製陶有限会社 四日市市

26 株式会社ＣＬＣ 四日市市

27 株式会社NCRAFT 四日市市

28 銀峯陶器株式会社 四日市市

29 有限会社八王子屋 四日市市

30 たなかヘルスケアサービス株式会社 四日市市

31 株式会社宮﨑本店 四日市市

32 エムテクノ 四日市市

33 サカエゴム株式会社 四日市市

34 蒼築舎株式会社 四日市市

35 阿竹印刷工業株式会社 四日市市

36 株式会社丸中商店 伊勢市

37 宇治園 伊勢市

38 株式会社アスライト 伊勢市

39 株式会社ハッピープロデュース 伊勢市
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40 合同会社焼き鳥なぽり 伊勢市

41 米田土地家屋調査士事務所 伊勢市

42 株式会社ホーペック 伊勢市

43 有限会社北尾印刷 伊勢市

44 南シーリング有限会社 伊勢市

45 レストラン ルサンク 伊勢市

46 東海化学工業有限会社 伊勢市

47 有限会社伊勢地摂 伊勢市

48 株式会社アクト 伊勢市

49 小泉自動車工業有限会社 伊勢市

50 有限会社ふじむら園芸 伊勢市

51 株式会社ユニオン真珠 伊勢市

52 株式会社三重軸装 伊勢市

53 Rism MOTOR SERVICE 伊勢市

148 有限会社わらしべ 伊勢市

54 おいらのらーめん ピノキオ 松阪市

55 有限会社谷岡畜産 松阪市

56 西飯 仁德 松阪市

57 株式会社ビューティーライズ 松阪市

58 AVANCE 松阪市

59 石上モータース 松阪市

60 株式会社やまぶん 松阪市

61 YOURSむとう 松阪市

62 丸塗 松阪市

63 有限会社牧野商店 松阪市

64 株式会社伊松 松阪市

65 株式会社ダイソウ 桑名市

66 有限会社中村鉄工所 桑名市

67 株式会社未来食品 桑名市

68 株式会社ヤスダ工業 桑名市

69 EDEN 桑名市

70 株式会社アベックス 桑名市

71 有限会社服部製菓舗 桑名市

72 有限会社かねき商店 桑名市

73 株式会社アサプリホールディングス 桑名市

74 串の砦 桑名市

75 TOTALMASTERS株式会社 桑名市

76 JUN株式会社 鈴鹿市

77 有限会社ココワークス 鈴鹿市

78 はちみつ美容室 鈴鹿市

79 ユリテックジャパン 鈴鹿市



80 株式会社夢工場麦 鈴鹿市

81 アイテック・アイ 鈴鹿市

82 株式会社川北商店 鈴鹿市

83 みて株式会社 鈴鹿市

84 猿田彦ファーム株式会社 鈴鹿市

85 IMUA 鈴鹿市

86 有限会社CROSS FOR 鈴鹿市

87 Adii ezu 鈴鹿市

88 エムツー 鈴鹿市

89 有限会社大とら製菓 鈴鹿市

90 株式会社カナダ 鈴鹿市

91 株式会社ファインデンタル 名張市

92 ビックセブン クリーニング 名張市

93 yuno工房 名張市

94 ヘアー・ドゥー・カノン 尾鷲市

95 株式会社OCK  Ba-mi 尾鷲市

96 株式会社ミヤイ 尾鷲市

97 有限会社太田コンクリート 亀山市

98 株式会社清水製作所 亀山市

99 有限会社リベラル工業 亀山市

100 三重ローソク株式会社 亀山市

101 ウィングオート株式会社 亀山市

102 若林工業株式会社 亀山市

103 Ｏｄ株式会社 亀山市

104 有限会社かねき伊藤彦市商店 亀山市

105 株式会社ナベカ 亀山市

106 鳥羽観光会館ビル株式会社 鳥羽市

107 楽天 熊野市

108 糸川屋製菓株式会社 熊野市

109 株式会社日成工業所 いなべ市

110 CROSS ROAD いなべ市

111 粒粒 いなべ市

112 マルカメリヤス有限会社 いなべ市

113 パラ・ディ いなべ市

114 有限会社小林モータース いなべ市

115 株式会社多湖農園 いなべ市

116 カトウ自動車 志摩市

117 カフェ・くろねこ 志摩市

118 天ぷら とばり 志摩市

119 有限会社サンコウ 志摩市

120 有限会社はたき 志摩市



121 丸八もち店 志摩市

122 有限会社磯部モータース 志摩市

123 株式会社菊野商店 伊賀市

124 又エ門茶屋 伊賀市

125 やまりん株式会社 伊賀市

126 株式会社アイシス 伊賀市

127 株式会社寿被服 伊賀市

128 水谷総合事務所 東員町

129 エクレール月の屋 菰野町

130 増田園芸 菰野町

131 有限会社ラハイナ 菰野町

132 フラウヘンインターナショナル合同会社 菰野町

133 Sign Board LIKE 菰野町

134 坂年精肉店 菰野町

135 観光守帰 菰野町

136 株式会社ふくた 川越町

137 株式会社BFL 川越町

138 Zucker 川越町

139 有限会社せいわの里 多気町

140 牛場鈑金塗装 多気町

141 株式会社TAMONDESIGN 多気町

142 立花自動車 明和町

143 株式会社中山塗装 明和町

144 ウラテック 明和町

145 株式会社ツムキコーポレーション 大台町

146 有限会社小掠設備 大台町

147 伊勢舗装工業株式会社 玉城町

149 hair salon Cozy 玉城町

150 有限会社レイルロード 玉城町

151 有限会社城西自動車 玉城町

152 恒和工業 玉城町

153 有限会社ジーファーム 大紀町

154 丸エ冷蔵株式会社 大紀町

155 滝原西村ハイヤー有限会社 大紀町

156 有限会社南勢地区保安センター 大紀町

157 有限会社中西商店 大紀町

158 有限会社大建 大紀町

159 株式会社西工務店 大紀町

160 正丸 南伊勢町

161 株式会社ＡＭＡOＴＯ 紀北町

162 らーめんいろは 紀北町



163 株式会社西村商店 紀北町

164 株式会社釣り堀正德丸 紀北町

165 株式会社紀伊長島 紀北町

166 文恵丸水産 御浜町

167 あやこ 御浜町

168 とうげミュージアム 御浜町

169 小西モータース 紀宝町

170 株式会社シオヤ 紀宝町


