
団体名 所在地 業種

株式会社ＡＴＲＳ 津市 学術研究、専門・技術サービス業

合名会社青木商店 伊勢市 卸売業、小売業

有限会社青山商店荷役 津市 運輸業、郵便業

株式会社アサケ不動産 四日市市 不動産業、物品賃貸業

株式会社東商店 伊勢市 不動産業、物品賃貸業

株式会社アドバンスコープ 名張市 情報通信業

株式会社アペックスコーポレーション 津市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社ＡＭＡＺＥ 伊勢市 建設業

有限会社アンドウセンイ 志摩市 卸売業、小売業

有限会社伊賀肉の駒井 伊賀市 卸売業、小売業

池内工業株式会社 鈴鹿市 製造業

石松園 四日市市 サービス業（他に分類されないもの）

伊鈴実業有限会社 亀山市 運輸業、郵便業

イセゴム工業株式会社 大台町 製造業

伊勢米穀企業組合 伊勢市 卸売業、小売業

株式会社イモトシステムズ 四日市市 建設業

株式会社岩戸屋 伊勢市 卸売業、小売業

上野キヤノンマテリアル株式会社 伊賀市 製造業

宇治園 伊勢市 卸売業、小売業

有限会社産屋敷商店 紀宝町 卸売業、小売業

梅田建設有限会社 伊勢市 建設業

株式会社永光自動車 玉城町 サービス業（他に分類されないもの）

エイベックス株式会社 桑名市 製造業

株式会社N.S.D 四日市市 建設業

株式会社MOメディカル　たまがき調剤薬局 鈴鹿市 医療、福祉

株式会社MOメディカル　三日市南薬局 鈴鹿市 医療、福祉

株式会社エルテックス 四日市市 建設業

医療法人　大木会　大木歯科医院 鈴鹿市 医療、福祉

株式会社大津屋 四日市市 卸売業、小売業

Ｏｄ株式会社 亀山市 運輸業、郵便業

株式会社大野工務店 鈴鹿市 建設業

有限会社大森電気工業所 亀山市 建設業

有限会社岡田組 松阪市 建設業

奥岡電気工事株式会社 いなべ市 建設業

奥山自動車工業株式会社 松阪市 サービス業（他に分類されないもの）

尾鷲印刷合資会社 尾鷲市 製造業

株式会社河北組 四日市市 建設業

株式会社ギコー 度会町 製造業

株式会社絆 いなべ市 農業、林業

株式会社キタデ 鈴鹿市 製造業

北三重技建株式会社 四日市市 建設業

株式会社ぎゅーとら 伊勢市 サービス業（スーパーマーケット）

有限会社クラフト 津市 建設業

有限会社グリーンつばき 鈴鹿市 農業、林業

劇団花さつき 鈴鹿市 生活関連サービス業、娯楽業

株式会社広益社 四日市市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社工房カズ 伊勢市 建設業

株式会社弘洋コンサルタンツ 松阪市 サービス業（他に分類されないもの）
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株式会社ゴ―トップ 松阪市 製造業

五光山彦株式会社 四日市市 卸売業、小売業

コスモ農産株式会社 亀山市 卸売業、小売業

齋藤木材有限会社 松阪市 製造業

株式会社坂井電機 亀山市 製造業

株式会社　幸組 紀北町 建設業

有限会社佐藤養殖場 志摩市 漁業

有限会社サンエンタープライズ 津市 医療、福祉

株式会社三秀 鈴鹿市 製造業

株式会社三水フーズ 伊勢市 製造業

株式会社サンヨー 津市 製造業

株式会社　三和工業 松阪市 建設業

株式会社三和工務店 津市 建設業

株式会社ジェイエイ津安芸 津市 建設業

塩浜運送株式会社 四日市市 建設業

有限会社下﨑建設 松阪市 建設業

株式会社松和産業 松阪市 製造業

城田鋳工株式会社 桑名市 製造業

株式会社新明和機工 四日市市 卸売業、小売業

スーパーサンシ株式会社 四日市市 卸売業、小売業

株式会社水貝製作所 いなべ市 製造業

鈴鹿市立清和小学校　４年生 鈴鹿市 教育、学習支援業

鈴鹿綜合工業株式会社 鈴鹿市 製造業

有限会社鈴鹿ポートリー 鈴鹿市 農業、林業

株式会社鈴鹿メディアパーク　/　鈴鹿ヴォイスＦＭ78.3Mhz 鈴鹿市 情報通信業

有限会社スタディー 四日市市 教育、学習支援業

スタンドロック 桑名市 生活関連サービス業、娯楽業

株式会社成上工業 川越町 建設業

株式会社世古高級金属工業 明和町 製造業

1010banchi 松阪市 宿泊業、飲食サービス業

株式会社そめや 伊勢市 サービス業（他に分類されないもの）

第一生命保険株式会社四日市営業オフィス 四日市市 保険業

株式会社第一ホンダ 津市 卸売業、小売業

株式会社ダイキマテリアル 亀山市 卸売業、小売業

大匠樋口建築 鈴鹿市 建設業

大達建設　株式会社 大紀町 建設業

株式会社大藤工務店 四日市市 建設業

株式会社高芝組 四日市市 建設業

株式会社タチオカ 松阪市 卸売業、小売業

株式会社谷口組 大紀町 建設業

中央自動車株式会社 桑名市 サービス業（他に分類されないもの）

中電クラビス株式会社三重支社 津市 サービス業（他に分類されないもの）

辻木材株式会社 菰野町 建設業

株式会社ツムキコーポレーション 大台町 卸売業、小売業

株式会社ＤＥＣＯＲＡ‘Ｓ 四日市市 建設業

株式会社デンソ－ソリュ－ション　三重支店 津市 卸売業、小売業

有限会社トーアエンジニアリング 四日市市 建設業

徳水株式会社 津市 卸売業、小売業

有限会社徳田組 紀宝町 建設業
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株式会社トムス 鈴鹿市 卸売業、小売業

株式会社ナガシマ 桑名市 建設業

有限会社中西タイヤ 玉城町 卸売業、小売業

西川建設株式会社 鈴鹿市 建設業

株式会社西組 大台町 建設業

株式会社ニシタニ 松阪市 製造業

西垂坂町自治会 四日市市 公務（他に分類されるものを除く）

西村建設株式会社 津市 宿泊業、飲食サービス業

日硝サービス株式会社 津市 運輸業、郵便業

株式会社庭康 鈴鹿市 建設業

株式会社パールファルコ 伊勢市 卸売業、小売業

バイオファクトジャパン株式会社 菰野町 製造業

ハッピーオート有限会社 伊勢市 複合サービス事業

ハマダ建設株式会社 紀北町 建設業

万協製薬株式会社 多気町 製造業

株式会社光機械製作所 津市 製造業

有限会社ピレネーエキスパート 津市 建設業

株式会社ヒロ・サービス 四日市市 運輸業、郵便業

福道建設株式会社 四日市市 建設業

藤川哲税理士事務所 伊勢市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社フジカワプランテック 四日市市 建設業

株式会社富士製作所 伊賀市 製造業

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社　三重支社 津市 卸売業、小売業

社会福祉法人フジ福祉会フジ保育園 四日市市 医療、福祉

株式会社プライムウェイ 菰野町 生活関連サービス業、娯楽業

プロギングみえ 鈴鹿市

北勢電気株式会社 四日市市 建設業

有限会社北正電設 尾鷲市 建設業

株式会社堀崎組 伊勢市 建設業

株式会社ホンダオート三重 津市 卸売業、小売業

株式会社マイプレジャー 四日市市 卸売業、小売業

前田商行株式会社 紀宝町 農業、林業

株式会社まるゑい 四日市市 卸売業、小売業

丸栄コンクリート工業株式会社　三重支店 松阪市 製造業

株式会社　マルゴ松村商店 尾鷲市朝日町 卸売業、小売業

有限会社丸武製作所 いなべ市 製造業

株式会社丸寿海産 紀北町 卸売業、小売業

一般社団三重県水門・水環境施設協会 四日市市 建設業

三重県労働者住宅生活協同組合 津市 不動産業、物品賃貸業

三重綜合警備保障株式会社 四日市市 サービス業（他に分類されないもの）

三重道路株式会社 明和町 建設業

一般社団法人みえのパラスポーツ 津市 サービス業（他に分類されないもの）

三厨建築合同会社 四日市市 建設業

株式会社宮長 亀山市 卸売業、小売業

有限会社雅工商 四日市市 建設業

雅トランスポート株式会社 四日市市 運輸業、郵便業

無限建設株式会社 鈴鹿市 建設業

明光電気株式会社 松阪市 建設業

明治安田生命保険相互会社　津支社 津市 金融業、保険業

株式会社明和工務店 明和町 建設業
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株式会社百木組 多気町 建設業

森川建設有限会社 いなべ市 建設業

森下製材所 松阪市 製造業

株式会社森永食品クック 伊賀市 卸売業、小売業

株式会社YASAKA 津市 建設業

やまおか行政書士事務所 伊賀市 学術研究、専門・技術サービス業

株式会社山口建設 紀宝町 建設業

ヤマ正水産株式会社 四日市市 卸売業、小売業

ユーテック 伊勢市 電気・ガス・熱供給・水道業

株式会社有隣会 四日市市 医療、福祉

ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン株式会社 桑名市 電気・ガス・熱供給・水道業

特定非営利活動法人　夢創エヌ・ピー・オー 亀山市 公務（他に分類されるものを除く）

ユリテックジャパン 鈴鹿市 サービス業（他に分類されないもの）

四日市印刷工業株式会社 四日市市 製造業

四日市碓永自動車有限会社 四日市市 運輸業、郵便業

四日市合成株式会社 四日市市 製造業

LUXAS株式会社　ワンラブ ペッツワン久居店、
ワンラブ バローミタス伊勢店、ワンラブ ホームセンターバロー明和

津市、伊勢市、
明和町

卸売業、小売業

菱工産業株式会社 津市 卸売業、小売業

株式会社　LINK 津市 製造業

有限会社ROGUE 玉城町 サービス業（他に分類されないもの）
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