
No 申 請 企 業 名 市町

1 株式会社前田水産 津市

2 有限会社ミフジ印刷 津市

3 伊勢地製茶 津市

4 エビスヤ三重食品有限会社 津市

5 株式会社MARUKAN 津市

6 マルカン（丸観丸） 津市

7 株式会社トラベルラボ 津市

8 有限会社田中ビル 津市

9 トヨダ鈑金 津市

10 Chou Chou 津市

11 株式会社まるは茶業 四日市市

12 株式会社大裕工業 四日市市

13 株式会社EIGHT ONE 四日市市

14 株式会社坂上工業所 四日市市

15 株式会社ミッドランド経営 四日市市

16 日本そば 蕎乃道 四日市市

17 児玉鉄工株式会社 四日市市

18 有限会社4th-market 四日市市

19 cafe quark 伊勢市

20 伊勢苺園 伊勢市

21 有限会社田岡建設 伊勢市

22 株式会社アイエスイー 伊勢市

23 株式会社ウィズ・ベンチャー 伊勢市

24 稲穂株式会社 伊勢市

25 株式会社A-LINE 伊勢市

26 Climbing Gym Clover 伊勢市

27 三洋テクノ株式会社 伊勢市

28 中勝造船所 伊勢市

29 葛西電設 松阪市

30 ANTE 松阪市

31 株式会社ウッドベル 松阪市

32 株式会社HoloimuaNami 松阪市

33 岡田自動車 松阪市

34 CYS.Hair 松阪市

35 横井商店 桑名市

36 源株式会社 桑名市

37 株式会社アイカン 桑名市

38 福井屋新太郎仏壇株式会社 桑名市

39 韓国料理 美味 桑名市

40 株式会社大藤商会 桑名市

41 中部研磨株式会社 鈴鹿市

42 城南自動車 鈴鹿市

43 株式会社BELLAGE 鈴鹿市

44 西川建設株式会社 鈴鹿市

45 株式会社やまもとヘルスリンク 鈴鹿市

46 株式会社VIALL 鈴鹿市

47 ＫＩ開発株式会社 名張市

48 株式会社メイハン 名張市

49 株式会社WONDER 名張市

50 えびすや 尾鷲市

51 すし処 一重 尾鷲市

52 株式会社永都 亀山市

53 三栄林産株式会社 亀山市

54 株式会社ハイテック 亀山市

55 潮騒の宿 うえ久 鳥羽市

56 株式会社戸田家 鳥羽市

57 JIN WOOD 鳥羽市

58 村瀬建設株式会社 鳥羽市

59 奥岡電気工事株式会社 いなべ市

60 有限会社丸慶 いなべ市

61 DesignK いなべ市
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62 株式会社PinePit いなべ市

63 株式会社伊丹興業 いなべ市

64 ＴＫ商事 いなべ市

65 株式会社サンライト いなべ市

66 森崎モータース 志摩市

67 有限会社コクボ・オート 志摩市

68 ファッション ニシザキ 志摩市

69 Cafe Jasmine 志摩市

70 有限会社海宝 志摩市

71 心勢水産有限会社 志摩市

72 丸栄水産 志摩市

73 株式会社マツザキ 伊賀市

74 株式会社カットハンズ 伊賀市

75 株式会社エム・シー・カンパニー 伊賀市

76 株式会社まちづくり伊賀上野 伊賀市

77 Nature 東員町

78 有限会社カワベ電子 菰野町

79 株式会社ミッド八光 菰野町

80 有限会社伊村自動車商会 菰野町

81 菰野製作所 菰野町

82 ごっちゃんまんま 菰野町

83 Second be Cruise 菰野町

84 Creative Mind Lab 朝日町

85 有限会社内田鐵工所 川越町

86 銀河電機工業株式会社 川越町

87 株式会社川原製茶 多気町

88 仲野いちご園 多気町

89 伊勢翁 多気町

90 株式会社うおすけ 多気町

91 焼肉 出芽金 明和町

92 北村音響 明和町

93 有限会社大山 明和町

94 浜江田航電株式会社 明和町

95 車友堂モータリング 大台町

96 株式会社石正組 大台町

97 ソフトママ有限会社 大台町

98 株式会社ニシコー 大台町

99 合同会社サイクロス 大台町

100 time and space Nakasu 大台町

101 有限会社岡野自動車商会 玉城町

102 株式会社牛追い道中 玉城町

103 玉城鈑金 玉城町

104 田中屋 度会町

105 株式会社釣りエサ市場 大紀町

106 大下水産 南伊勢町

107 渡船屋たにぐち 南伊勢町

108 明栄丸 紀北町

109 ふるさと水産 紀北町

110 太杉うどん店 紀北町

111 株式会社ディーグリーン 紀北町

112 中良水産有限会社 紀北町

113 株式会社かきうち農園 御浜町

114 株式会社e-スマイル 紀宝町


