
経営革新計画承認企業一覧（あ行）

企業名 株式会社アース

所在地 松阪市下村町８２５番地

業種 不動産管理業

電話番号 ０５９８－６０－１８１８

ＵＲＬ  

計画テーマ
安価でお年寄りが住みやすい部屋への改造による、アパート・マンションオーナー向け空
室解消提案

承認番号/計画期間 ５５９ / 平成２１年７月～平成２５年６月の４年間

企業名 株式会社アーステック

所在地 伊賀市西之澤１５９８番地９８

業種 石工・れんが・タイル・ブロック工事業

電話番号 ０５９５－４５－８００８

ＵＲＬ http://www.earthtec.net/

計画テーマ  アラミド長繊維による立体補強構造体を組み込んだＡＬＣパネルの研究・開発・製造

承認番号/計画期間 ５１２ / 平成２１年１月～平成２４年１２月の４年間

企業名 アートファクトリー 25.4.3追加

所在地 四日市市あかつき台２丁目２－４３

業種 他に分類されないプラスチック製品加工業

電話番号 059‒336‒0571

ＵＲＬ  

計画テーマ 速く、安く、強くリメイクする「マジック・コーティング」による技術革新

承認番号/計画期間 771 / 平成24年1月～平成28年12月の5年間

企業名 アール・エフ・ヤマカワ株式会社

所在地 津市久居戸木町５１４１－１８

業種 家具・装備品製造

電話番号 ０５９－２５５－２１２４

ＵＲＬ http://www.rf‒yamakawa.co.jp/

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ０８２ /

企業名 有限会社アイジィエー 22.12.9追加

所在地 伊賀市緑ヶ丘東町1047‒7

業種 厨房機器製造業

電話番号 0595‒24‒4305

ＵＲＬ http://www.iga‒japan.com/

計画テーマ
 厨房機器専業メーカーが取り組むファーストフード向け業界初の多用途ユニット店舗（テ
イクアウト専門店）の製造販売

承認番号/計画期間 646 / 平成22年9月から平成25年8月の3年間

企業名 株式会社アイス 23.5.16追加

所在地 津市大門1番27号



業種 家具製造業

電話番号 0595‒229‒1895

ＵＲＬ  

計画テーマ 防災体制の充実・災害時、災害後の軽量型水供給システムの開発・販売

承認番号/計画期間 679 / 平成23年5月から平成27年4月の4年間

企業名 株式会社アイ・スィンク 23.9.21追加

所在地 鈴鹿市西条8丁目82

業種 情報処理・提供サービス業

電話番号 059‒384‒8714

ＵＲＬ http://www.i‒think21.co.jp

計画テーマ
健康志向型のハナビラタケ（種苗登録品種KS‒H2号）生産プラント誘致・販売と生産品販
売への転換

承認番号/計画期間 694 / 平成23年7月～平成28年6月の3年間

企業名 株式会社アイテクノス

所在地 いなべ市員弁町東一色２１４０番地１

業種 セメント・同製品製造業

電話番号 ０５９４－７４－４０１１

ＵＲＬ http://www.aitechnos.com

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ４７９ /

企業名 アイドゥ株式会社 25.5.1追加

所在地 四日市市西日野町２５６

業種 食料・飲料卸売業

電話番号 059‒358‒0092

ＵＲＬ http://www.ai‒do.jp 

計画テーマ ベッドサイド食品等新製品の開発及び販売

承認番号/計画期間 778 / 平成24年4月～平成29年3月の5年間

企業名 株式会社アイブレーン 21.11.12追加

所在地 伊勢市神久３丁目５番６７号

業種 印刷業

電話番号 ０５９６－２７－１１１１

ＵＲＬ  http://ibrain.mie‒net.ne.jp/

計画テーマ  新商品による売上拡大及び販路の開拓

承認番号/計画期間  ５７５ / 平成２１年１０月～平成２４年１２月の３年間

企業名 青山商事株式会社

所在地 四日市市八王子町２４７５－４

業種 ガソリンスタンド

電話番号 ０５９－３２２－８７００

ＵＲＬ  

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ４０８ /



企業名 株式会社青山食品サービス

所在地 伊賀市北山１１８９－１

業種 食品加工業

電話番号 ０５９５－５２－１３６９

ＵＲＬ http://www.aoyamafoods.co.jp

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ２６０ /

企業名 株式会社青山製作所 23.6.16追加（684号）

所在地 桑名市大字東汰上1010‒1

業種 金属加工機械製造業

電話番号 0594‒22‒5531

ＵＲＬ http://www.kkaoyama.co.jp/

計画テーマ  マクロプログラム技術を生かした高精度中量産品の自動加工化

承認番号/計画期間
228 /

684 / 平成23年1月～平成25年12月の3年間

企業名 あけぼの鮨   23.1.25追加

所在地 尾鷲市中央町9‒55

業種 寿司・日本料理店

電話番号 0597‒22‒0376

ＵＲＬ  

計画テーマ 秘伝の「三杯酢」と「ポン酢」の商品化と新しい事業領域（食品製造業）への進出

承認番号/計画期間 654 / 平成22年1月～平成26年12月の5年間

企業名 アクア・インテリア三重

所在地 津市北丸之内１６０－１

業種 観賞魚水槽リース・メンテナンス業

電話番号 ０５９－２２１－６１７７

ＵＲＬ  

計画テーマ フランチャイズ・チェーン（ＦＣ）展開

承認番号/計画期間 ３４１ / 平成１８年１月～平成２０年１２月の３年間

企業名 あこう印刷

所在地 津市新東町塔世１３１

業種 印刷業

電話番号 ０５９－２２８－７３２８

ＵＲＬ  

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ４３３ /

企業名 浅野鉄工所 24.10.26追加

所在地 津市一身田大古曽３９２

業種 鉄骨・鉄筋工事業

電話番号 059‒232‒2518



ＵＲＬ  

計画テーマ 折タタミ式ゴミ集積装置「タタメール」の開発及び販売

承認番号/計画期間 744 / 平成24年1月～平成28年12月の5年間

企業名 アサヒ化工株式会社

所在地 鈴鹿市国府町７６７９－１

業種 プラスチック製品製造業

電話番号 ０５９－３７０－００３８

ＵＲＬ http://www.asahikakou.com

計画テーマ プラスチック成形のコア技術を元にした多品種中ロット生産システムの構築

承認番号/計画期間 ４６４ / 平成１９年７月～平成２４年６月の５年間

企業名 朝日精機株式会社 24.9.27追加

所在地 松阪市松崎浦町１７６－１

業種 機械工具製造業

電話番号 0598‒51‒2609

ＵＲＬ  

計画テーマ 多機能型ポンチドライバーの開発と販売

承認番号/計画期間 741 / 平成23年10月～平成27年9月の4年間

企業名 旭鍍金株式会社

所在地 津市雲出長常町１２０１－８

業種 金属製品製造業

電話番号 ０５９－２３４－９５５５

ＵＲＬ http://www.asahimekki.co.jp

計画テーマ 新たなめっき加工方法の導入によるコストダウンと新規市場の開拓

承認番号/計画期間 １４８ / 平成１４年１２月～平成１７年３月の３年間

企業名 旭電気株式会社

所在地 四日市市上海老町東大沢１６４８－９０

業種 電気機械器具製造業

電話番号 ０５９－３２６－８１８１

ＵＲＬ http://www.asahi‒mie.co.jp

計画テーマ ３６４ / リニア・IHコイルの開発（容量拡大）

承認番号/計画期間
０１５ / 平成１１年１２月～平成１６年１２月の５年間
３６４ / 平成１７年１２月～平成２２年１２月の５年間

企業名 旭電器工業株式会社    H28.6.2８追加

所在地 津市白塚町２８５６番地

業種 発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業

電話番号 059‒233‒2000

ＵＲＬ http://www.asahidenki.biz

計画テーマ  

承認番号/計画期間 863 /

 



企業名 朝日ファスナー株式会社    27.3.31追加

所在地 名張市朝日町１３６４－２

業種 装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業

電話番号 0595‒63‒3939

ＵＲＬ http://www.waldes.co.jp/index.html

計画テーマ
新市場開拓（ヨーロピアン・ヴィンテージ志向）に向けた品質向上と新製品開発プロジェ
クト

承認番号/計画期間 834 / 平成26年4月～平成29年3月の3年間

企業名 株式会社あじっこ 26.9.22追加

所在地 松阪市御麻生薗町８９番地

業種 酒場，ビヤホール

電話番号 0598‒29‒2626

ＵＲＬ  

計画テーマ 居酒屋に衛生管理の概念を取り入れた完全個室ダイニングへの転換

承認番号/計画期間 826 / 平成26年5月～平成29年4月の3年間

企業名 株式会社アソシエード第一

所在地 四日市市西日野町５０２８－１

業種 建設・サービス・不動産業

電話番号 ０５９－３２３－１２３３

ＵＲＬ http://www.asociade.com/

計画テーマ
１８１ / 品質向上と４つの業務改革・革新
３９４ / 人を中心とした新規ビジネスによる業務改革・革新

承認番号/計画期間
１８１ / 平成１５年４月～平成１９年５月の４年間
３９４ / 平成１８年６月～平成２２年５月の４年間

企業名 株式会社アットホーム

所在地 鈴鹿市中箕田１－２７－１６

業種 建築リフォーム工事業

電話番号 ０５９－３８５－７０５１

ＵＲＬ http://www.athome‒sgs‒mie.com

計画テーマ ４６６ /新技術ＳＧＳを使用した転倒事故防止対策事業の普及および確立

承認番号/計画期間 ４６６ / 平成１９年９月～平成２２年８月の３年間

企業名 有限会社アバウト

所在地 四日市市浜田町１２－１１－３０３

業種 映像ソフト制作業

電話番号 ０５９－３５１－８４３４

ＵＲＬ  

計画テーマ 作業マニュアル（手順書）チェックシステムの提供

承認番号/計画期間 ４５６ / 平成２０年４月～平成２４年６月の５年間

企業名 株式会社アベックス

所在地 桑名市大福市ノ坪６８０－１

業種 木造建築工事業



電話番号 ０５９４－２３－１１３４

ＵＲＬ  

計画テーマ 自社の建築廃材による再商品化及び廃材処理コストの削減

承認番号/計画期間 ３９２ /

企業名 株式会社 アポア 22.8.4追加

所在地 津市藤方1704‒2

業種 一般土木建築工事業

電話番号 059‒222‒7776

ＵＲＬ http://apoa.jp/

計画テーマ
エクステリア、インテリアに活用するエコ商品（ナチュラルFRP、ワンパックフラワー）
の開発

承認番号/計画期間 627 / 平成21年8月～平成26年7月の5年間

企業名 新木屋菓子舗 22.12.1追加

所在地 津市久居本町1387

業種 菓子・パン小売業

電話番号 059‒255‒2527

ＵＲＬ  

計画テーマ 地域資源等を使った新商品の開発

承認番号/計画期間 644 /  平成22年1月～平成26年12月の5年間

企業名 株式会社アリエス

所在地 桑名市大字西別所字駒広２１３８番地１４９

業種 一般建設業

電話番号 ０５９４－２５－８６６６

ＵＲＬ http://www.aries‒rf.com

計画テーマ
独居高齢者住宅のリフォームによる耐震・バリアフリー化と資産の活用による市場の活性
化

承認番号/計画期間 ４３９ / 平成１９年１２月～平成２２年１１月の３年間

企業名 アルコ株式会社 25.3.19追加

所在地 津市半田１６０番地

業種 土木工事業

電話番号 059‒213‒8811

ＵＲＬ http://www.alcoinc.co.jp

計画テーマ トイレ汚水等を上水レベルまで浄化する高度処理装置の開発・販売

承認番号/計画期間 763 / 平成24年6月～平成28年5月の4年間

企業名 株式会社アルコエコ

所在地 伊勢市馬瀬町１２０３－３

業種 飼料製造業

電話番号 ０５９６－３６－３６１１

ＵＲＬ  

計画テーマ 新開発飼料の量産化

承認番号/計画期間 ３５８ / 平成１８年９月～平成２３年８月の５年間 



企業名 株式会社アルテトラ

所在地 松阪市上川町３６２０－１２

業種 アートパネル製造業

電話番号 ０５９８－２８－６３６３

ＵＲＬ  

計画テーマ 新商品 吸音パネルによる市場拡大

承認番号/計画期間 ４６７ / 平成１９年９月～平成２２年８月の３年間 

企業名 アントニオ  21.12.25追加

所在地 員弁郡東員町城山１－２－２

業種 菓子・パン小売業

電話番号 ０５９４－７６－６５６６

ＵＲＬ  

計画テーマ 食の安心・安全にこだわった洋菓子の開発と店づくり

承認番号/計画期間 ５８１ / 平成２１年１０月～平成２５年１２月の５年間

企業名 伊賀国友産業株式会社

所在地 伊賀市小田町１１３０

業種 油類卸売業

電話番号 ０５９５－４５－９０３９

ＵＲＬ  

計画テーマ 加水分解装置「クニスター」の開発製造

承認番号/計画期間 ４２４ / 平成１８年１２月～平成２１年１１月の３年間 

企業名
イシズム株式会社 22.3.26追加（603） 24.6.8追加（728）  25.10.10追加
（785）

所在地 四日市市高角町２６０５番地

業種 建設・不動産・介護福祉

電話番号 ０５９－３２５－２３５１

ＵＲＬ http://www.isism.jp/

計画テーマ

１）高齢者の健康管理事業
２）ISORAST,PASSIVHAUSを導入した長期耐用住宅の提案

３）医療介護付き高齢者賃貸住宅等住宅事業

４）無農薬菌床椎茸栽培システムの確立と販売

５）現場から生まれた介護業務支援システムの開発と販売

承認番号/計画期間

１）３４７ / 平成１８年３月～平成２１年２月の３年間
２）４５１ / 平成２０年１月～平成２３年２月の４年間

３）６０３ / 平成２１年３月～平成２５年２月の４年間

４）７２８ /   平成２３年３月～平成２７年２月の４年間

５）７８５ / 平成２５年３月～平成２９年２月の４年間

企業名 イシダファーマ株式会社

所在地 津市岩田２１－３６

業種 小売業

電話番号 ０５９－２２1‒１０１０



ＵＲＬ  

計画テーマ 栄養補助食品の新たな開発及び販路拡大

承認番号/計画期間 ０１７ / 平成１２年４月～平成１５年３月の３年間 

企業名 イシダフーズ株式会社

所在地 伊賀市安場字東赤坂１４５９－７

業種 食品香料等製造業

電話番号 ０５９５－３９‒０９４６

ＵＲＬ http://www.ishidafoods.co.jp

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ４５９ /

企業名 いすゞ 26.5.13追加

所在地 鈴鹿市庄野共進１－４－５１

業種 専門料理店（日本料理）

電話番号 059‒370‒1555

ＵＲＬ  

計画テーマ 「お椀菜料理」の創作・提供と飲食店向け「料理素材」の開発・販売による経営革新

承認番号/計画期間 803 / 平成26年1月～平成28年12月の3年間

企業名 いすず庵  24.8.14追加

所在地 鈴鹿市西条４－６１－１

業種 そば・うどん店

電話番号 059‒383‒7345

ＵＲＬ http://www.geocities.co.jp/isuzuan/index.htm 

計画テーマ スッポン加工食品の製造販売業へ新展開

承認番号/計画期間 736 / 平成24年1月～平成28年12月の5年間

企業名 出雲屋 24.6.29追加

所在地 亀山市西町４８９

業種 菓子・パン小売業

電話番号 0595‒82‒0028

ＵＲＬ  

計画テーマ 小型切り餅の開発と中華・洋食への拡販

承認番号/計画期間 731 / 平成24年1月～平成26年12月の3年間

企業名 伊勢織物株式会社

所在地 松阪市西肥留町２００

業種 窯業、土石製品製造業

電話番号 ０５９８－５６－３０２０

ＵＲＬ  

計画テーマ 断熱素材並びにFRP素材の開発・販売

承認番号/計画期間 １９８ / 平成１５年４月～平成１８年３月の３年間

企業名 伊勢金型工業株式会社

所在地 伊勢市柏町１１３７－１



業種 金型・同部品等製造業

電話番号 ０５９６－３７－１９３３

ＵＲＬ  

計画テーマ 中国の子会社を活用した総合金型メーカーへの脱皮

承認番号/計画期間 ２８２ / 平成１６年９月～平成２０年８月の４年間

企業名 株式会社伊勢スイミングスクール

所在地 伊勢市岩渕１－２－１３

業種 教育学習支援業

電話番号 ０５９６－２３－２０７２

ＵＲＬ  

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ３７６ /

企業名 伊勢低温輸送株式会社

所在地 松阪市稲木町５２２－３

業種 運送業

電話番号 ０５９８－６１－２２００

ＵＲＬ http://www.iseteion.co.jp/

計画テーマ 配送拠点の設置

承認番号/計画期間 ４９４ / 平成２０年１月～平成２３年３月の３年間

企業名 イセテクニカル設備株式会社

所在地 鈴鹿市末広町５４９７

業種 建設業、設備試験及び開発

電話番号 ０５９３－８２－４５７０

ＵＲＬ http://www.geocities.jp/isetecnikal/

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ２５６ /

企業名 株式会社いせ典礼 22.5.13追加

所在地 伊勢市小俣町元町４５１

業種 葬祭業

電話番号 ０５９６－２２－４３３０

ＵＲＬ http://www.tenrei.co.jp/index.html

計画テーマ 個のライフスタイルにマッチした葬儀の提案により、新規の需要を創出する

承認番号/計画期間 ６１１ / 平成２１年７月～平成２４年６月の３年間

企業名 伊勢湾倉庫株式会社 25.1.25追加

所在地 四日市市尾上町３－１

業種 倉庫業

電話番号 059‒353‒2236

ＵＲＬ http://www.iswh.co.jp

計画テーマ  高品質なサービスの提供と効率性を追求した新たな物流拠点の構築

承認番号/計画期間 756 / 平成24年3月～平成27年2月の3年間



企業名 株式会社一会 23.11.30追加

所在地 四日市市富州原町23‒2

業種 他に分類されない小売業

電話番号 059‒364‒7463

ＵＲＬ  

計画テーマ 癒し作品の創作・販売による新事業展開の促進

承認番号/計画期間 704 / 平成23年7月～平成26年6月の3年間

企業名 合同会社市川屋 27.5.14追加

所在地  

業種 各種商品卸売業

電話番号  

ＵＲＬ  

計画テーマ 伊賀忍者資源を活かしたグッズ製造と店舗販売、忍者体験道場を通じた着地型ツアー事業

承認番号/計画期間 835 / 平成27年2月～平成32年1月の5年間

企業名 株式会社一十

所在地 鈴鹿市三日市南３丁目１－１

業種 自動車・同附属品製造業

電話番号 ０５９－３８２－５１６１

ＵＲＬ http://www.ichiju.co.jp/

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ４９０ /

企業名 イチユウ技研 21.10.9追加

所在地 津市白塚町４９４３－１

業種 その他の機械・同部分品製造業

電話番号 ０５９－２３６－５８５５

ＵＲＬ  

計画テーマ  オートバイのオリジナルカスタムパーツの短納期製造及び低価格販売の実現

承認番号/計画期間 ５６７ / 平成２１年１月～平成２５年１２月の５年間

企業名 有限会社 一力庵 21.6.29追加

所在地 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島７６１－１

業種 一般飲食店

電話番号 ０５９７－４７－０５４０

ＵＲＬ  

計画テーマ 飲食ニーズの多様化に伴う多角化経営

承認番号/計画期間 ５４６ /

企業名 株式会社一誠堂 24.3.1追加

所在地 亀山市本町三丁目14番6号

業種 印刷業

電話番号 0595‒82‒2331

ＵＲＬ
http://www.acchaku‒hagaki.com/



http://www.printi.co.jp/

計画テーマ UVニス圧着ハガキDMの製造販売

承認番号/計画期間 720 / 平成24年9月～平成28年8月の4年間

企業名 株式会社伊藤エンジニアリング 26.1.15追加

所在地 四日市市新正４丁目１７番１１号

業種 機械器具設置工事業

電話番号  

ＵＲＬ http://www.ito‒e.co.jp

計画テーマ 回転機械メンテナンス技術者養成講座の開設

承認番号/計画期間 790 / 平成25年7月～平成30年6月の5年間

企業名 伊藤黒鉛工業株式会社

所在地 桑名市多度町多度９７０

業種 その他の窯業・土石製品製造業

電話番号 ０５９４－４８－２０５５

ＵＲＬ http://www.graphite.co.jp/

計画テーマ 最新の粉砕技術の導入による生産能力及び品質の向上

承認番号/計画期間 ３７０ /

企業名 有限会社伊藤総合コンサルタンツ 22.10.21追加

所在地 鈴鹿市平野町６０２番地

業種 業務請負、メタルリサイクル業

電話番号 ０５９－３７８－１１２４

ＵＲＬ http://www.itosogo.com/

計画テーマ 地域に密着したコンパクトなペットボトルリサイクル事業の展開と障がい者の雇用創出

承認番号/計画期間 ６３３ / 平成２１年１１月～平成２６年１０月の５年間

企業名 伊藤庄鋳造 21.8.14追加

所在地 員弁郡東員町八幡新田２０５－２

業種 銑鉄鋳物製造業

電話番号 ０５９４－７６－２２８８

ＵＲＬ  

計画テーマ 鋳物技術を用いた装飾照明（フレキシ照明）による各種店舗の集客力向上支援 

承認番号/計画期間 ５５５ / 平成２１年１月～平成２５年１２月の５年間

企業名 有限会社稲垣工業所 24.9.27追加

所在地 桑名市長島町西川８７９－１７

業種 自動車部分品・附属品製造業

電話番号 0594‒42‒0410

ＵＲＬ http://www.inagaki‒industry.co.jp/index.html

計画テーマ 自動二輪車部品の試作品製造への進出と受注機会の強化

承認番号/計画期間 739 / 平成24年1月～平成26年12月の3年間

企業名 稲垣畳店 21.10.26追加

所在地 桑名市多度町小山１９８２



業種 畳製造小売

電話番号 ０５９４－４８－２１６６

ＵＲＬ  

計画テーマ
 健康に関心の高い顧客層に新たに開発中の「ラドン温熱健康畳」を製造、販売することで
新市場を開拓する

承認番号/計画期間 ５６８ / 平成２１年１０月～平成２４年１２月の３年間

 

企業名 株式会社医用工学研究所

所在地 津市栄町3丁目141‒1 モアビル

業種 情報システム業

電話番号 ０５９－２３１－５４８９

ＵＲＬ http://www.meiz.co.jp

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ４８０ /

 

企業名 いろは接骨院 28.6.28追加

所在地 四日市市東坂部町２２５９－６

業種  

電話番号  

ＵＲＬ http://www.168168168.jp

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ８５６ /

 

企業名 株式会社岩出菌学研究所

所在地 津市末広町１－９

業種 化学工業、食料品製造

電話番号 ０５９－２２８－５７８６

ＵＲＬ http://www.iwade101.com/

計画テーマ
１）エイズ症状に効果のある菌類の研究開発及び販売
２）姫マツタケ（岩出１０１株）からの抽出液と、この抽出液を真空凍結乾燥した商品の
生産と販売、芳香性茸の生理活性の解析と商品化

承認番号/計画期間
１）４８ / 平成１２年４月～平成１５年３月の３年間
２）２３２ / 平成１６年１月～平成１９年１２月の４年間

企業名 株式会社岩戸館 22.11.2追加

所在地 伊勢市二見町茶屋566‒9

業種 旅館ホテル業

電話番号 0596‒43‒2122

ＵＲＬ  

計画テーマ 「岩戸の塩」による差別化と和風Bed & Breakfastへの転換による客層拡大

承認番号/計画期間 639 / 平成21年12月～平成24年11月の3年間

企業名 インターナショナルトラベルオフィス株式会社

所在地 桑名市新築町１１

業種 その他の生活関連サービス業



電話番号 ０５９４－２４－３５９０

ＵＲＬ http://www.tabishokunin.co.jp/

計画テーマ 地域中小メーカー連携による新商品企画・開発・販売事業の事業化

承認番号/計画期間 ２４３ / 平成１６年１月～平成１９年１１月の４年間

企業名 有限会社ヴィ・キャップ

所在地 四日市市山分町５１８

業種 水産食料品製造業

電話番号 ０５９－３６４－３７１１

ＵＲＬ  

計画テーマ 切身職人の技を再現する冷凍切身自動切断ロボットの開発と販売

承認番号/計画期間 ５３３ / 平成２０年８月～平成２４年７月の４年間 

企業名 有限会社ウィリーキッズ 23.2.23追加

所在地 鈴鹿市山本町東野13‒6

業種 自動車部品製造業

電話番号 059‒371‒6050

ＵＲＬ http://wheelie‒kids.com/

計画テーマ ユーザーのイメージを具体化する新しいオーダーシステムの開発と市場の拡大

承認番号/計画期間 658 / 平成22年6月～平成25年5月の3年間

企業名 株式会社ウエスギ

所在地 四日市市天カ須賀新町１番地の３２

業種 産業廃棄物処理業

電話番号 ０５９－３６５－６８００

ＵＲＬ http://www.uesugi‒p.co.jp

計画テーマ ＦＲＰ船リサイクルシステム事業

承認番号/計画期間 ４１４ / 平成１８年８月～平成２１年７月の３年間

企業名 株式会社ＷＡＶＥ 26.10.6追加

所在地 津市大門５番１２号

業種 老人福祉・介護事業

電話番号 059‒271‒7731

ＵＲＬ http://cwave2012.web.fc2.com

計画テーマ
地域発、訪問介護サービス事業者が行う住み慣れた地域での高齢者等生活サポート事業の
開始

承認番号/計画期間 827 / 平成26年6月～平成29年5月の3年間

企業名 株式会社ウェルフード 27.5.21追加

所在地 鈴鹿市算所２－８－５

業種 パン・菓子製造業

電話番号 059‒389‒7431

ＵＲＬ http://www.wellfood.co.jp/ 

計画テーマ 大豆粉パンへの主力商品転換および医療機関と連動した店舗販路の開拓

承認番号/計画期間 837 / 平成26年6月～平成29年5月の3年間



企業名 株式会社内山製作所

所在地 四日市市富士町８－８

業種 金属プレス加工業

電話番号 ０５９－３３１－０３４７

ＵＲＬ  

計画テーマ 竹を材料とした商品の開発と販売

承認番号/計画期間 ３９９ / 平成１８年１２月～平成２３年１１月の５年間

企業名 ウッディクラフト株式会社

所在地 鈴鹿市国分町６５０

業種 木製品製造業

電話番号  

ＵＲＬ  

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ５０９ /

企業名 株式会社ウッドベル

所在地 松阪市垣鼻町１６３８－３０

業種 中古自動車小売業及び修理・板金・塗装業

電話番号 ０５９８－５６－５６１６

ＵＲＬ http://www.e‒woodbell.com/

計画テーマ 高度診断技術を提供する総合カーショップ

承認番号/計画期間 ３２０ / 平成１７年８月～平成２２年７月の５年間

企業名 ウッドメイクキタムラ 22.5.13追加

所在地 北牟婁郡紀北町海山区馬瀬１０８０－１

業種 木製品加工、製造及び販売

電話番号 ０５９７－３６－１９６３

ＵＲＬ http://www.e‒hinokikagu.com/

計画テーマ 尾鷲ヒノキ間伐材の有効利用「経木」の製造・用途開発及び販路開拓

承認番号/計画期間 ６１３ / 平成２２年１月～平成２５年１２月の４年間

企業名 有限会社ウメザワ H28.2.1追加

所在地 名張市大屋戸３３４番地

業種 その他の家具・装備品製造業

電話番号 ０５９５－６３－００８２

ＵＲＬ http://www.umezawa‒u.co.jp/

計画テーマ 顧客ニーズに応える抗菌木材製品の開発により介護分野への参入を実現

承認番号/計画期間 ８４９ / 平成２７年９月～平成３１年８月の４年間

 

企業名 株式会社エクストラコミュニケーションズ 27.6.9追加

所在地 津市広明町４１８番地１

業種 インターネット附随サービス業

電話番号 059‒221‒7001

ＵＲＬ http://www.excom.co.jp



計画テーマ 中小企業の国際販路開拓のための小ロット流通システムの確立

承認番号/計画期間 839 / 平成26年7月～平成31年6月の5年間

企業名 株式会社エコ・トレード 22.4.14追加

所在地 四日市市高花平１－１－６２

業種 自動車部品製造請負業

電話番号 ０５９－３２２－３９０１

ＵＲＬ  

計画テーマ 新商品「タタミの用心棒 椿三四郎」による自社商品研究開発型企業への転換

承認番号/計画期間 ６０６ / 平成２１年１０月～平成２６年９月の５年間

企業名
Ａ．Ｃ．ＳＴＵＤＩＯ 26.9.16追加

27.5.15～ KARINTO株式会社に名称変更

所在地 松阪市春日町２－８２ アクセスポイント春日町２－Ａ

業種 医療に附帯するサービス業

電話番号 0598‒21‒9785

ＵＲＬ http://a‒c‒studio.com/ 

計画テーマ 補綴装置（義歯）の製造工程短縮、切削加工センター事業

承認番号/計画期間 825 / 平成26年1月～平成30年12月の5年間

企業名 エスキューブ株式会社

所在地 四日市市末永町８－４０

業種 中間処理業・製造業

電話番号 ０５９－３３０－５２３３

ＵＲＬ  

計画テーマ 破砕、粉砕によるリサイクル商品、新商品の開発と安定供給体制の確立

承認番号/計画期間 ４７３ / 平成２０年４月～平成２３年３月の３年間

企業名 株式会社エスパ

所在地 津市末広町１３－３８

業種 イベント企画設計

電話番号 ０５９－２２６－４５０７

ＵＲＬ  

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ２５０ /

企業名 株式会社ＳＢＩ 22.5.13追加

所在地 四日市市泊小柳町１番１８号

業種 業務請負業

電話番号 ０５９－３４８－５００５

ＵＲＬ http://sb‒i.biz/

計画テーマ 中堅・中小企業様及び雇用困難事務所に向けた障がい者促進サービスの提供

承認番号/計画期間 ６１２ / 平成２２年２月～平成２７年１月の５年間

企業名 株式会社エヌクリプト

所在地 四日市市中村町２２９３－１



業種 電子部品・デバイス製造業

電話番号 ０５９－３６５－０９９９

ＵＲＬ http://www.ncrypt.jp

計画テーマ 独自暗号技術を使用した情報セキュリティー市場の開拓

承認番号/計画期間 ４３６ /

企業名 株式会社ヱビス．カンパニー．

所在地 鈴鹿市算所２－６－１７

業種 飲食業

電話番号 ０５９－３７５－０２１１

ＵＲＬ http://www.yebisu‒company.co.jp/

計画テーマ 日本の食文化「うどん」を世界へ！！

承認番号/計画期間 ４８６ / 平成２０年６月～平成２３年５月の３年間

企業名 株式会社エビスフード

所在地 四日市市諏訪栄町４－９

業種 一般飲食店

電話番号 ０５９３－５７－３１１７

ＵＲＬ http://www.r‒ebisuya.co.jp

計画テーマ  

承認番号/計画期間 １９１ /

企業名 株式会社エムエーテック

所在地 伊賀市白樫２９１９－２０５

業種 特殊産業用機械製造業

電話番号 ０５９５－２０－２１１６

ＵＲＬ  

計画テーマ １台２役の真空成膜装置の開発

承認番号/計画期間 ４７０ / 平成２０年４月～平成２４年３月の４年間

企業名 ＭＤＩ株式会社 25.7.3追加

所在地 鈴鹿市高岡町７７３番地１

業種 冷凍機・温湿調整装置製造業

電話番号 059‒373‒4490

ＵＲＬ http://www.mdi‒west.jp

計画テーマ 熱交換技術を生かした中低温排熱利用設備の開発と製造・販売

承認番号/計画期間 780 / 平成24年9月～平成28年8月の4年間

企業名 エリートクリーニング株式会社

所在地 桑名市福島平和町９１６

業種 洗濯サービス業

電話番号 ０５９４－２２－４７７７

ＵＲＬ  

計画テーマ
新業態クリーニング受付とコインランドリーの併設店舗の開発とパッケージ工場による営
業戦略



承認番号/計画期間 ２３３ / 平成１５年１０月～平成１８年９月の３年間

企業名 有限会社エルフィンクリエイティブ

所在地 桑名市星川１２

業種 小売業

電話番号 ０５９４－３１－４３４３

ＵＲＬ http://www.elfin.co.jp/

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ２３４ /

企業名 株式会社Ａ－ＯＮＥ 26.5.13追加

所在地 伊勢市上地町４１９８番地

業種 農畜産物・水産物卸売業

電話番号 0596‒65‒6132

ＵＲＬ  

計画テーマ 豊富な海外資源を三重県ブランドへ安定供給し、地域経済活性化の一端を担う。

承認番号/計画期間 802 / 平成25年10月～平成30年9月の3年間

企業名 有限会社大倉スーパー 23.4.18追加

所在地 桑名市長島町大倉1‒406

業種 各種食料品小売業

電話番号 0594‒42‒1223

ＵＲＬ  

計画テーマ
生産者と連携し学校給食、業務用食材の製造販売への本格的参入と会員制度の導入で高齢
者世帯への素材、惣菜、弁当の宅配事業の展開

承認番号/計画期間 669 / 平成22年8月～平成25年7月の3年間

企業名 有限会社大河内 25.3.18追加（第761号） 26.5.23追加（第807号）

所在地 度会郡度会町棚橋５２５

業種 金属製家具製造業

電話番号 0596‒62‒0629

ＵＲＬ http://www.okouchi.net

計画テーマ
761）ハンガークリップ「噛みつき君」の商品開発と新市場開拓による経営革新への挑戦

807）業務用一斗缶らくらく反転機「一斗楽々」の開発・製造・販売による経営革新

承認番号/計画期間
761 / 平成24年4月～平成29年3月の5年間

807 /   平成25年4月～平成30年3月の5年間

企業名 おおしま家大工店株式会社 27.9.8追加

所在地 桑名市桑部１４１５－４

業種 大工工事業

電話番号 059‒329‒5763

ＵＲＬ http://www.yadaiku.com/

計画テーマ 日本の伝統木工法による新しい住まいと町づくりの提案

承認番号/計画期間 843 / 平成26年10月～平成31年9月の5年間

企業名 大谷はきもの店 26.8.11追加



所在地  

業種 靴・履物小売業

電話番号  

ＵＲＬ  

計画テーマ 室内専用「安濃津ばきＲＯＯＭ」の開発及び東北地域への販路開拓

承認番号/計画期間 815 / 平成26年1月～平成28年12月の3年間

企業名 株式会社Ｏ－ＧＯＥ

所在地 四日市市松寺３－１－１７

業種 新卒採用コンサルティング業及びアウトソーシング業

電話番号 ０５９－３６１－０００５

ＵＲＬ http://www.o‒goe.com

計画テーマ  インタビューブログを利用した三重県内の採用・就職状況改善

承認番号/計画期間 ５２１ / 平成２０年５月～平成２４年４月の４年間

企業名 有限会社おそうじ一番 25.4.3追加

所在地 員弁郡東員町城山１－２３－６

業種 その他の建物サービス業

電話番号 0594‒76‒2438

ＵＲＬ  

計画テーマ オリジナル装飾品「おそうじ一番から生まれる福の神」を活かした経営革新への取り組み

承認番号/計画期間 772 / 平成24年11月～平成29年10月の5年間

企業名 株式会社オーテック鈴鹿 22.9.14追加

所在地 鈴鹿市住吉町東石の森6729‒7

業種 自動車同付属品製造業

電話番号 059‒370‒7135

ＵＲＬ http://www.otec‒suzuka.net

計画テーマ  鈴鹿サーキットライダー向け走行キットレンタル

承認番号/計画期間 631 / 平成21年10月～平成24年9月の3年間

企業名 有限会社オールスマイル・ライク

所在地 伊勢市小俣町湯田６６番地

業種 飲食業

電話番号 ０５９６－２３－２１４３

ＵＲＬ  

計画テーマ 発芽食レストランの運営

承認番号/計画期間 ３８８ / 平成１９年３月～平成２４年２月の５年間

企業名 有限会社太田製作所  22.3.26追加

所在地 桑名市長島町殿名７１９

業種 建設用・建築用金属製品製造業

電話番号 ０５９４－４２－３１３７

ＵＲＬ  

計画テーマ 鉄骨建築用金具（ピース）の新商品開発と販路開拓



承認番号/計画期間 ６０５ / 平成２１年８月～平成２４年７月の３年間

企業名 株式会社太田洋服店

所在地 四日市市西新地１０－１５

業種 男子服小売業

電話番号 ０５９－３５２－２１３１

ＵＲＬ http://www.ohta1912.com/company/index.html

計画テーマ
貴方の価値を高めるぴったりの紳士服を提案します！新しい自分作りをするための、紳士
服販売における新しいサービスの提供、しくみの確立による差別化の徹底

承認番号/計画期間 ５４２ /

企業名 有限会社お菓子職人おとべ

所在地 志摩市阿児町鵜方３１１２－１

業種 洋菓子製造販売及び飲食業

電話番号 ０５９９－４３－５１４８

ＵＲＬ  

計画テーマ 伊勢志摩の素材を使用したお菓子の生産・販売

承認番号/計画期間 ３３４ / 平成１８年１月～平成２１年１２月の４年間

企業名 おかずの店祐美 23.4.22追加

所在地 北牟婁郡紀北町紀伊長島区長島1189‒35

業種 居酒屋

電話番号 0597‒47‒1294

ＵＲＬ  

計画テーマ 地域素材を活用した商品の開発・量産化による郷土料理居酒屋から食品加工業への進出

承認番号/計画期間 674 / 平成23年1月～平成25年12月の3年間

企業名 岡田工業株式会社

所在地 四日市市日永東３－２－３９

業種 建設業

電話番号 ０５９３－４６－７１２３

ＵＲＬ http://www.okadakogyo.co.jp/web/index.html

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ２７７ / 平成１６年４月～平成１９年３月の３年間

企業名 小川調味料株式会社

所在地 四日市市生桑町５４５

業種 その他調味料製造業

電話番号 ０５９－３３２－２１１１

ＵＲＬ http://www.ogawa999.com

計画テーマ
自社製品「調味料ＫＪ」をはじめとした独自性のある商品を主体とした開発型企業への転
換

承認番号/計画期間 ３５２ / 平成１８年４月～平成２１年３月の３年間

企業名 オキツモ株式会社

所在地 名張市蔵持町芝出１１０９－７



業種 特殊塗料製造業

電話番号 ０５９３－６３－９０９５

ＵＲＬ http://www.okitsumo.co.jp/

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ２５９ /

企業名 株式会社オクト

所在地 津市香良洲町３６６５－６

業種 土木建築サービス業

電話番号 ０５９－２３８－２７７７

ＵＲＬ http://homepage2.nifty.com/okuto/

計画テーマ
摩擦低減材を用いたコンクリート製品の設置工法の開発（PAT取得）及びそれらに関する
販売

承認番号/計画期間 ２２７ / 平成１５年１０月～平成２０年９月の５年間

企業名 株式会社オクト工業 22.10.13追加

所在地 三重郡菰野町大字榊字辻ノ内１５５番地－１

業種 その他の金属製品製造業

電話番号 ０５９－３９６－３３３８

ＵＲＬ  

計画テーマ 新たな「車椅子・物流台車」の開発・販売による下請け企業か・轤ﾌ脱却

承認番号/計画期間 ６３２ / 平成２２年８月～平成２６年７月の４年間

企業名 奥野食品株式会社

所在地 松阪市大黒田町６９８－３

業種 納豆製造業

電話番号 ０５９８－２１－２０９６

ＵＲＬ http://www.nattouya.com/

計画テーマ 納豆テーマパーク化によるブランド強化

承認番号/計画期間 ４６１ / 平成１９年７月～平成２４年６月の５年間

企業名 奥村書店

所在地 志摩市志摩町片田２９９１

業種 書籍・雑誌小売業

電話番号 ０５９９－８５－２６１２

ＵＲＬ  

計画テーマ 伊勢志摩発 純自然食品生活のすすめ

承認番号/計画期間 ３９８ / 平成１９年１月～平成２１年１２月の３年間

企業名 奥村水産株式会社

所在地 度会郡南伊勢町宿浦１２７４

業種 水産食料品製造業

電話番号 ０５９９－６９－２１２６

ＵＲＬ  

計画テーマ
捨てれば産廃、活かせば自然派食品に大変身！廃棄用原材料を再利用した抵コスト新商品
（荒挽いか煎餅）の開発と生産



承認番号/計画期間 ３９０ / 平成１８年１０月～平成２１年９月の３年間

企業名 小掠緑化 24.1.31追加

所在地 三重郡菰野町根の平70

業種 園芸サービス業

電話番号 059‒396‒2477

ＵＲＬ  

計画テーマ
太陽光発電パネル設置による園芸植物の生産性向上と原子力に頼らない低炭素社会への貢
献

承認番号/計画期間 717 / 平成23年1月～平成27年12月の5年間

企業名 音代漁業株式会社 22.3.26追加

所在地
静岡県静岡市清水区袖師町１９７４－３９

（登記上本社：度会郡南伊勢町田曽浦３９５２）

業種 海面漁業

電話番号 ０５４－３６３－０３３５

ＵＲＬ  

計画テーマ 「自社船が捕獲、船上凍結した鰹・鮪」のみを使用した水産加工品の開発

承認番号/計画期間 ６０１ / 平成２１年３月～平成２４年２月の３年間

企業名 株式会社尾鍋組

所在地 松阪市飯高町宮前３２１－４

業種 総合建設業

電話番号 ０５９８－４６－０２３４

ＵＲＬ http://www.onabe.co.jp/

計画テーマ
２５８ / 自然素材（砕石）１００％の地盤改良工事の提供
４７１ / 砕石による地盤改良技術の開発と販売

承認番号/計画期間
２５８ / 平成１５年１２月～平成２０年５月の５年間
４７１ /  平成１９年６月～平成２４年３月の５年間

企業名 おぼろタオル株式会社 28.2.1追加

所在地 津市上浜町三丁目１５５番地

業種 その他の繊維製品製造業

電話番号 ０５９－２２７－３２８１

ＵＲＬ http://www.oboro‒towel.co.jp/

計画テーマ
おぼろ染技術を軸としたオンリーワン商品開発による企画提案型直販事業へのシフト
４７１ / 砕石による地盤改良技術の開発と販売

承認番号/計画期間 ８４７ / 平成２７年１０月～平成３２年９月の５年間

 

企業名 株式会社おみくじ工房   22.11.25追加

所在地 伊勢市宇治浦田3‒2‒7

業種 娯楽用具・玩具製造業

電話番号 0596‒22‒8686

ＵＲＬ http://www.zakka.net/omikuji/

計画テーマ 新たな子供向け土産物としての「おえかき」シリーズの商品化

承認番号/計画期間 643 /  平成21年12月～平成24年11月の3年間




