
経営革新計画承認企業一覧（か行）

企業名 介護バンクウエル株式会社

所在地 いなべ市員弁町大泉新田４２番地１

業種 介護サービス業

電話番号 ０５９４－８４－１１６５

ＵＲＬ  

計画テーマ 高齢者産業における新ビジネス形態の構築

承認番号/計画期間 ３６７ / 平成１８年１０月～平成２３年３月の５年間

企業名 カイセイ興業有限会社   27.8.10追加

所在地  

業種  

電話番号  

ＵＲＬ  

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ８４１

企業名 株式会社華王殿

所在地 松阪市高町５０２

業種 サービス業

電話番号 ０５９８－５１－４１２２

ＵＲＬ http://www.kaoden.co.jp

計画テーマ
①貸切形式の結婚式場建設による新たなブライダルサービスの提供
②光と水のクリスタルチャペル創造によるナイトウエディング市場の開拓

承認番号/計画期間
①０７１ / 平成１３年７月～平成１６年６月の３年間
②４１５ /  平成１９年３月～平成２２年２月の３年間

企業名 有限会社華月 24.5.16追加

所在地 鳥羽市大明東町１６－３

業種 飲食業

電話番号 0599‒26‒5252

ＵＲＬ http://www.kagetu.co.jp

計画テーマ 海鮮蒸し料理のテイクアウト商品の開発

承認番号/計画期間 726 / 平成23年4月～平成27年3月の4年間

企業名 株式会社賢島の里

所在地 志摩市阿児町神明８２２

業種 宿泊業

電話番号 ０５９９－４３－２６０３

ＵＲＬ http://www.kashikojima.com

計画テーマ 高齢化社会対応型Ｗｅｂケアシステムの開発による提案型企業への変革

承認番号/計画期間 ３１３ / 平成１７年４月～平成２１年３月の４年間

企業名 片桐樹脂加工所 26.3.6追加

所在地 桑名郡木曽岬町大字富田子２８１



業種 工業用プラスチック製品製造業

電話番号 0567‒68‒8775

ＵＲＬ  

計画テーマ ＣＦＲＰ用ドリルプレートの製造に着手し、航空機関連分野への新規参入

承認番号/計画期間 798 / 平成25年1月～平成29年12月の5年間

企業名 割烹の宿 美鈴 23.10.13追加

所在地 北牟婁郡紀北町紀伊長島区三浦296‒15

業種 旅館業

電話番号 0597‒49‒3031

ＵＲＬ http://www.nande.com/misuzu/

計画テーマ
地域のスローフードカンパニーとの連鎖・連動による地元素材を活かした創作料理の開発
と地域力向上に伴う集客機能を高めた民宿経営

承認番号/計画期間 700 / 平成23年1月～平成25年12月の3年間

企業名 株式会社カツラヤマテクノロジー

所在地 桑名市大字播磨字大山田１５８４－１５０ ４－１街区２－２

業種 電気機械器具製造業

電話番号 ０５９４－３３－３７７０

ＵＲＬ  

計画テーマ
有機薄膜処理技術を用いた新たな抵抗体の開発及び販売
（追加テーマ）半導体研磨治具の品質向上、有機薄膜加工の量産化及び有機メッキの実用
化研究

承認番号/計画期間 ０５１ / 平成１２年９月～平成１７年８月の５年間 

企業名 株式会社加藤商店

所在地 桑名市長島町十日外面１１５番地

業種 一般廃棄物処理業

電話番号 ０５９４－４５－１７２２

ＵＲＬ  http://www.kato‒shouten.co.jp

計画テーマ 市民参加型の新しい廃棄物処理ビジネスの構築

承認番号/計画期間 ５１５/ 平成２０年４月～平成２５年３月の５年間 

企業名 株式会社カドショー

所在地 四日市市河原田町１０７７－１２

業種 パン・菓子製造業

電話番号 ０５９－３４５－３８０５

ＵＲＬ  

計画テーマ 脱大手量販店をテーマに商品開発提案型企業へ脱皮

承認番号/計画期間 ５７２ / 平成２１年３月～平成２６年２月の５年計画

企業名 有限会社角屋 22.10.20追加

所在地 三重郡菰野町大字菰野1081‒2

業種 精肉・惣菜小売業

電話番号 059‒393‒2041

ＵＲＬ  http://www.cty‒net.ne.jp/∼sgl‒yuji/



計画テーマ 地元豚と七面鳥肉を素材としたヘルシーハム・ソーセージの開発・販売で新たな市場開拓
へチャレンジ

承認番号/計画期間 634 / 平成21年10月～平成24年9月の3年間

企業名 有限会社カネカ

所在地 志摩市阿児町鵜方１１３０－２

業種 酒類食品小売・卸売業

電話番号 ０５９９－４３－０７７０

ＵＲＬ http://www.shima‒kaneka.com

計画テーマ 志摩の「こだわり和風オーベルジュ（宿泊施設完備のレストラン）」の開設

承認番号/計画期間 ４６０ / 平成１９年５月～平成２４年４月の５年間 

企業名 金子工業株式会社 26.1.24追加

所在地 津市八町一丁目１０番１６号

業種 管工事業

電話番号 059‒267‒0107

ＵＲＬ  

計画テーマ こだわりの米づくりと植物工場での野菜づくりによる農業への進出

承認番号/計画期間 793 / 平成25年4月～平成30年3月の5年間

企業名 株式会社かねてすいさん

所在地 津市河芸町中別保１９６０

業種 冷凍水産物製造業

電話番号 ０５９－２４５－０２４０

ＵＲＬ  

計画テーマ
創作海鮮メニュー「CONVENIENSEAFOODS BRAND」の開発・販売とブランド確立によ
るメーカーへの転換

承認番号/計画期間 ４１６ / 平成１９年７月～平成２２年６月の３年間 

企業名 Ｃａｆｅ ａｔｔｅｎｔｅ 26.3.24追加

所在地 いなべ市藤原町山口１９５０－３

業種 喫茶店

電話番号 0594‒46‒4800

ＵＲＬ  

計画テーマ 地域素材を活かしたオリジナルスイーツの開発と売上増進

承認番号/計画期間 800 / 平成26年1月～平成28年12月の3年間

企業名 株式会社かぶと運送

所在地 四日市市高浜新町１－２６

業種 道路貨物運送

電話番号 ０５９３－３１－３４００

ＵＲＬ http://www.kabutounsou.co.jp/

計画テーマ 危険物倉庫を使ったトータル物流の確保

承認番号/計画期間 １８２ / 平成１４年１０月～平成１９年９月の５年間

企業名 株式会社亀井商事



所在地 名張市すずらん台西１番町

業種 小売業

電話番号 ０５９５－６２－３１３１

ＵＲＬ http://www.e‒kamei.co.jp

計画テーマ ガソリンスタンドを基点とした車検、中古車ビジネス等新たなサービスの提供

承認番号/計画期間 １０４ / 平成１４年５月～平成１７年４月の３年間

企業名 カラー樹脂工業有限会社

所在地 いなべ市大安町丹生川上778

業種 グレーチング塗装業

電話番号 0594‒78‒2778

ＵＲＬ  

計画テーマ グレーチングと蓄光材を利用した誘導・標識構造体の新商品の生産及び販売

承認番号/計画期間 267 / 平成16年6月～平成19年5月の3年間

企業名 有限会社ガレージ・ツツイ

所在地 志摩市志摩町布施田１５６１番地１

業種 自動車車体整備業

電話番号 ０５９９－８５－５６８１

ＵＲＬ  

計画テーマ シリカガラスに転化するアクアミカを応用したボート用コーティングの施工・販売

承認番号/計画期間 ２５４ / 平成１６年１月～平成２０年７月の５年間

企業名 株式会社カワキタエクスプレス

所在地 亀山市椿世町字山田１０２０－７

業種 運送業

電話番号 ０５９５－８３－１６９０

ＵＲＬ http://www.kawakita‒express.co.jp/

計画テーマ 受注・管理・人材育成システムの構築と元請企業への脱皮

承認番号/計画期間 ２７０ / 平成１６年５月～平成１９年４月の３年間

企業名 株式会社河金

所在地 鈴鹿市秋永町３８４

業種 建築板金

電話番号 ０５９－３８８－２３０１

ＵＲＬ  

計画テーマ 長尺折板屋根墜落防止装置の開発・販売

承認番号/計画期間 ４９１ / 平成１９年８月～平成２４年７月の５年間

企業名 有限会社川崎研磨

所在地 桑名市嘉例川１１４

業種 その他の金属表面処理業

電話番号 ０５９４－３１－３２３５

ＵＲＬ  

計画テーマ 新機械導入による作業範囲の拡大



承認番号/計画期間 ３２６ / 平成１７年１０月～平成２０年９月の３年間

企業名 川村化学株式会社

所在地 四日市市富士町８－５９

業種 化学工業

電話番号 ０５９３－３１－０６６６

ＵＲＬ  

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ２７８ / 平成１３年７月～平成１６年６月の４年間

企業名 河村こうじ屋 23.4.22追加

所在地 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島2311‒8

業種 味噌製造業

電話番号 0597‒47‒1410

ＵＲＬ  

計画テーマ 味噌・こうじ屋から、地域素材を活かした食品メーカーへの転換

承認番号/計画期間 675 / 平成23年1月～平成25年12月の3年間

企業名 河村産業株式会社

所在地 四日市市西大鐘町３３０

業種 電気機械器具製造業

電話番号 ０５９３－３７－１１２２

ＵＲＬ http://www.kawamura‒s.co.jp/index.html

計画テーマ 新規開発製品「２層メッキ基盤材料」の本格事業化

承認番号/計画期間 １８４ / 平成１５年６月～平成１８年５月の３年間

企業名 有限会社川本コンクリート工業所 26.8.19追加

所在地 度会郡度会町棚橋７

業種 セメント・同製品製造業

電話番号 0596‒62‒1098

ＵＲＬ http://www.kawamoto‒con.jp/ 

計画テーマ メガソーラーにも対応したオーダーメイドコンクリート製品の製作プロセスの開発

承認番号/計画期間 817 / 平成25年9月～平成30年8月の5年間

企業名 川本設計工務

所在地 津市白山町南出１０３－１０５

業種 木造建築工事

電話番号 ０５９－２６２－３２８３

ＵＲＬ  

計画テーマ
２１世紀のスタイル木造究極曲線屋根住宅「憧夢の家」の開発と新たな販売方法による事
業展開

承認番号/計画期間 ３８４ /

企業名 株式会社環境思考 23.4.27追加

所在地 四日市市安島1‒3‒18じばさん三重3階

業種 その他の専門サービス業



電話番号 059‒337‒8377

ＵＲＬ  http://www.ecothink.jp/

計画テーマ
ITを活用してリサイクル活動で排出したCO2量を見える化、リサイクル資源回収に新たな
インセンティブを与える仕組みづくり

承認番号/計画期間 678 / 平成22年3月～平成26年4月の4年間

企業名 寒紅梅酒造株式会社 22.3.18追加

所在地 津市栗真中山町４３３

業種 清酒製造業

電話番号 ０５９－２３２－３００５

ＵＲＬ http://www.hp‒hcs.net/∼kankoubai/

計画テーマ 新商品（ホワイト梅酒）の開発及び販売

承認番号/計画期間 ６０４ /

企業名 寒紅梅酒造株式会社

所在地 津市栗真中山町４３３

業種 清酒製造業

電話番号 ０５９－２３２－３００５

ＵＲＬ http://www.hp‒hcs.net/∼kankoubai/

計画テーマ 三重のお酒（地域資源）の高付加価値化と産学連携による新商品開発

承認番号/計画期間 ５６５ /

企業名 有限会社看板のシマダ

所在地 津市高茶屋小森上野町１３１６－２

業種 屋外広告業

電話番号 ０５９－２３４－４７３６

ＵＲＬ  

計画テーマ 「フィルム貼着補助装置」の開発と販売（商品化と事業化）

承認番号/計画期間 ４９５ / 平成２０年８月～平成２５年７月の５年間

企業名 樹工房 伊藤

所在地 津市雲出伊倉津町１０６１－２

業種 木製品製造

電話番号 ０５９－２３４－５２６７

ＵＲＬ  

計画テーマ 新商品の開発又は販売

承認番号/計画期間 ５０６ / 平成２０年１月～平成２２年１２月の３年間

企業名 株式会社キコーコーポレーション 24.12.26追加

所在地 四日市市桜町７８７０番地１７

業種 医薬品・化粧品等卸売業

電話番号 059‒329‒3778

ＵＲＬ http://www.kikohco.jp

計画テーマ
新技術を使用したインフルエンザ迅速診断キット部品「イムノベース」（仮称）の開発・
製品化 

承認番号/計画期間 750 / 平成24年4月～平成27年3月の3年間



企業名 岸江製作所

所在地 津市庄田町２８８５番地１

業種 プラスチック成形材料製造業

電話番号 ０５９－２５６－３９１１

ＵＲＬ  http://kishie‒seisaku.main.jp/

計画テーマ ＣＤ及びＤＶＤのリサイクル粉砕チップの製造及び国内循環型リサイクルシステムの構築

承認番号/計画期間 ５７９ / 平成２１年１月～平成２５年１２月の５年間

企業名 株式会社キタモリ

所在地 伊賀市古郡５４６－１

業種 運送業

電話番号 ０５９５－３８－１５２４

ＵＲＬ http://www.ict.ne.jp/∼kitamori/

計画テーマ 中古ディーゼル車を再生し、新たなる販路を作る

承認番号/計画期間 ５１９ / 平成２０年１０月～平成２５年９月の５年間

企業名 株式会社紀州産業

所在地 津市久居寺町１２３２－２６

業種 旅館・ホテル、他に分類されない小売業（建築材料）

電話番号 ０５９－２５６－７５９９

ＵＲＬ  

計画テーマ ローコスト外断熱工法の開発と実践（ホテル経営）

承認番号/計画期間 ３４６ / 平成１８年４月～平成２１年３月の３年間

企業名 紀州白炭協同組合

所在地 津市一志町波瀬１２３２－２

業種 製薪炭業

電話番号 ０５９－２９４－８２５５

ＵＲＬ  

計画テーマ ３年から５年間熟成させた木酢液を使用した新商品の生産及び販売

承認番号/計画期間 ４２２ / 平成１９年１０月～平成２４年３月の５年間

企業名 株式会社北山水産 24.3.1追加

所在地 津市河芸町一色2842‒1

業種 水産加工食品製造業

電話番号 059‒245‒1071

ＵＲＬ http://www.kitayamasuisan.co.jp/

計画テーマ 伊勢湾産「百玄ちりめん」を使った新商品シリーズの開発・生産・販売とブランド確立

承認番号/計画期間 719 / 平成24年1月～平成28年12月の5年間

企業名 株式会社杵松 24.9.27追加（第740号）

所在地 伊賀市西明寺２３８０－１

業種 食料品製造業

電話番号 ０５９５－２３－１１３１

ＵＲＬ  



計画テーマ

１１２）ゼリー部門の増設による年間を通じた売上の確保
４３０）耐熱ジュレの量産体制の確立

５４１）多種多様な高付加価値煎餅の小ロット生産による市場優位性の確立

７４０）地域資源（尾鷲海洋深層水）や新技術を使ったゼリー商品（ゼロカロリーゼリ
ー、ゼリーインゼリー）の開発

承認番号/計画期間

１１２ / 平成１３年７月～平成１７年６月の４年間
４３０ / 平成１９年７月～平成２２年６月の３年間

５４１ / 平成２１年７月～平成２６年６月の５年間

７４０ / 平成２３年１０月～平成２８年９月の５年間

企業名 株式会社機能食品研究所 22.8.18追加

所在地 津市大門7番15号

業種 臨床試験受託業

電話番号 059‒253‒8091

ＵＲＬ http://www.ksk‒lab.co.jp/

計画テーマ
新たな試験システム（掻破音で検知する「かゆみ」評価試験システム）の開発とサービス
の提供 

承認番号/計画期間 628 / 平成21年6月から平成24年5月までの3年間

企業名 有限会社きのひら美容室

所在地 名張市本町３１７番地

業種 美容業

電話番号 ０５９５－６１－００３９

ＵＲＬ  

計画テーマ 人材育成サロンを生かした多店舗展開

承認番号/計画期間 ５６３ / 平成２１年４月～平成２４年３月の３年間

企業名 有限会社キャリオン

所在地 伊勢市楠部町５４番地４

業種 食堂経営、卸売小売業

電話番号 ０５９６－２５－１７０８

ＵＲＬ http://e‒na‒world.com/index.html

計画テーマ
「知的財産の自社新商品の開発・生産ならびに知的財産権の流通サービスの提供」をする
プロジェクトの事業化

承認番号/計画期間 ３８６ / 平成１８年１２月～平成２３年１１月の５年間

企業名 美容室 GAL ANＮEX（ギャルアネックス）

所在地 桑名市大字下深谷部７１０－１

業種 美容業

電話番号 ０５９４－２３－３３０５

ＵＲＬ  

計画テーマ 小型移動美容車両を利用した介護高齢者への巡回出張サービスと福祉美容師教育の拡充

承認番号/計画期間 ３６６ / 平成１８年６月～平成２２年５月の４年間

企業名 有限会社きりい 22.7.8追加

所在地 松阪市西町２５１８

業種 クリーニング業



電話番号 ０５９８－２１－２５７８

ＵＲＬ http://www.webkirii.com/

計画テーマ 新しい形態の宅配業務開発

承認番号/計画期間 ６２３ / 平成２１年１０月～平成２６年９月の５年間

企業名 株式会社共栄ロジックサービス

所在地 三重郡川越町高松１６８

業種 石油運送業

電話番号 ０５９－３６５－０９６５

ＵＲＬ  

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ３５９ /

企業名 協和コンクリート工業株式会社 22.1.6追加

所在地 松阪市⾎�田町１１３５

業種  

電話番号 ０５９８－２８－３１１１

ＵＲＬ  

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ５８４/

企業名 ギョルメ舎フーズ株式会社

所在地 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島１８９－１

業 種 食料品等製造販売業

電話番号 ０５９７４－７－００６６

ＵＲＬ http://gyorme.jp/

計画テーマ
衛生管理工場の新設（HACCP対応・ISO22000取得）及びオリジナル商品開発による地域
外販売事業への転換

承認番号/計画期間 ４５０ / 平成１９年４月～平成２４年３月の５年間 

企業名 ギョルメ舎フーズ株式会社 23.10.19追加

所在地 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島189‒1

業 種 食料品等製造販売業

電話番号 05974‒7‒0066

ＵＲＬ http://gyorme.jp/

計画テーマ 地域レストランの出店と衛生管理工場の新設による地域外販売事業の展開

承認番号/計画期間 701 / 平成23年4月～平成28年3月の５年間 

企業名 株式会社紀和マシナリー 23.10.13追加

所在地 名張市蔵持町原出522‒51

業種 金属加工機械製造業

電話番号 0595‒64‒4758

ＵＲＬ http://www.kiwa‒mc.co.jp

計画テーマ 中国での知名度を生かした、新たな国内戦略の展開

承認番号/計画期間 699 / 平成22年9月～平成26年8月の4年間



企業名 銀河電機工業株式会社 25.9.26追加

所在地 三重郡川越町高松６

業種 発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業

電話番号 059‒364‒3141

ＵＲＬ http://www.ginga‒motor.co.jp/

計画テーマ  

承認番号/計画期間 784 / 平成24年9月～平成29年8月の5年間

企業名 株式会社金星堂

所在地 桑名市江場４８１

業種 サービス業

電話番号 ０５９４－２１－３２１１

ＵＲＬ http://www.kinseido.co.jp

計画テーマ 手作りを基本とした個人向け事業のＦ.Ｃ展開/街の元気応援団

承認番号/計画期間 １９４ /

企業名 有限会社クインレイク

所在地 伊勢市吹上１－８－２５

業種 小売業

電話番号 ０５９６－２７－３２２１

ＵＲＬ http://www.queenlake.jp/

計画テーマ 新製品の開発及び販路開拓（業務提携）

承認番号/計画期間 １１６ / 平成１３年４月～平成１６年３月の３年間

企業名 クラタヤ商工株式会社

所在地 四日市市西町４－８

業種 塗料卸売業

電話番号 ０５９－３５３－７３７５

ＵＲＬ  

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ５２２ /

企業名 クリーンサービス桑名有限会社 23.1.20追加

所在地 桑名市大字西方897番地2

業種 清掃業、管理業

電話番号 0594‒21‒6671

ＵＲＬ http://www.cs‒kuwana.jp

計画テーマ  

承認番号/計画期間 653 / 平成22年4月～平成27年3月の5年間

企業名 株式会社グリーンズ

所在地 四日市市浜田町５－３

業種 ビジネスホテルチェーン

電話番号 ０５９－３５１－５５９３

ＵＲＬ http://www.kk‒greens.jp/



計画テーマ 「コンフォート」「クオリティ」ブランドの快眠にかかわる取組計画

承認番号/計画期間 ５４０ / 平成２０年７月～平成２３年６月の３年間

企業名 クレス薬品株式会社 22.4.23追加

所在地 四日市市西松本町１０－３２

業種 その他の食料・飲料卸売業

電話番号 059‒350‒2468

ＵＲＬ http://www.cress‒yakuhin.co.jp/

計画テーマ 海洋深層水の開発及び販売

承認番号/計画期間 609  609‒2 / 平成21年9月～平成26年8月の5年間

企業名 呉山コルク工業株式会社

所在地 四日市市楠町北五味塚１９７２－１２７

業種 木材・木製品製造業

電話番号 ０５９３－９７－２０６７

ＵＲＬ  

計画テーマ 生分解プラスチック＆コルクの射出成型品

承認番号/計画期間 ０５３ / 平成１３年３月～平成１６年２月の３年間

企業名 グローイングジャパン株式会社

所在地 松阪市岡本町２５４番地３

業種 石油製品製造業

電話番号 ０５９８－２５－５５７７

ＵＲＬ http://growingjapan.com

計画テーマ
新商品エマルジョン燃料を使用し、環境保全型並びにコスト削減メリットを有することを
商品の最大の特質及び新規性として掲げ、販売を拡大し経営転換を行っていく。

承認番号/計画期間 ５２５/ 平成２１年３月～平成２６年２月の５年間

企業名 株式会社グローバル 24.1.12追加

所在地 四日市市下海老町2014番地2

業種 再生ゴム製造業

電話番号 059‒325‒3800

ＵＲＬ  

計画テーマ 表面温度の上昇を抑えた省エネリサイクルゴムチップマットの開発

承認番号/計画期間 713 / 平成23年2月～平成26年1月の3年間

企業名 有限会社桑名キャンバス

所在地 桑名市大字大福４８５

業種 輸送用機械器具製造業

電話番号 ０５９４－２７－７５３７

ＵＲＬ  

計画テーマ 廃ソリッドタイヤの処理、再利用

承認番号/計画期間 ２２６ / 平成１５年９月～平成２０年８月の５年間

企業名 桑名電装株式会社 26.2.24追加

所在地 桑名市東汰上４８１－１



業種 発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業

電話番号 0594‒21‒7077

ＵＲＬ  

計画テーマ RoHS環境対応型電気自動車用スイッチハーネスの新規開発と販売

承認番号/計画期間 796 / 平成25年11月～平成29年10月の4年間

企業名 ケアトリップ株式会社 26.1.16追加

所在地 津市川方町５３２－３６

業種 一般乗用旅客自動車運送業

電話番号 059‒254‒1065

ＵＲＬ http://caretrip.jp

計画テーマ 障がい者のコミュニティの創造と介護タクシーによる旅行の提案

承認番号/計画期間 791 / 平成25年4月～平成30年3月の5年間

企業名 K's factory 越仮裕規

所在地 度会郡大紀町錦６８１－２

業種  

電話番号  

ＵＲＬ http://smw2.oops.jp/heart

計画テーマ 究極のノーマリゼーションと地域の活性化を目指して

承認番号/計画期間 ５４５ /

企業名 有限会社鯨望荘

所在地 志摩市浜島町浜島１５５０－１

業種 旅館業

電話番号 ０５９９－５３－００２９

ＵＲＬ http://www.geibouso.co.jp

計画テーマ 自然にとけ込むホスピタリティの創出

承認番号/計画期間 ４３７ / 平成１９年２月～平成２４年１月の５年間

企業名 株式会社元気 22.5.13追加

所在地 北牟婁郡紀北町海山区河内２番地

業種 食品製造業

電話番号 ０５９７－３５－０２２９

ＵＲＬ http://www.genki‒kun.jp/

計画テーマ 新商品開発及び新販路開拓による企業基盤の確立

承認番号/計画期間 ６１４ / 平成２１年７月～平成２６年６月の５年間

企業名 宏輝システムズ株式会社 22.9.10追加

所在地 松阪市上川町３４６１番地１０

業種  

電話番号 ０５９８－６７－０１９９

ＵＲＬ  

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ６３０ /



企業名 株式会社幸輝ハウス 26.8.26追加

所在地 熊野市有馬町４７７１－１４

業種 木造建築工事業

電話番号 0597‒89‒3012

ＵＲＬ http://www.kouki‒house.jp/

計画テーマ
地域の風土に合う紀州の木を活かし自然素材をふんだんに使用した熊野初の自然派スマー
トハウスの設計から施工まで一貫受注

承認番号/計画期間 820 / 平成25年12月～平成30年11月の5年間

企業名 浩進設備工業   25.3.22追加

所在地 四日市市川島町４９３７

業種 管工事業

電話番号 059‒320‒3697

ＵＲＬ  

計画テーマ 重曹ブラストを用いた壁面等のクリーニング役務の提供

承認番号/計画期間 767 / 平成24年1月～平成26年12月の3年間

企業名 江南化工株式会社

所在地 四日市市楠町北五味塚１５１５

業種 化学工業

電話番号 ０５９３－９７－２６１２

ＵＲＬ  

計画テーマ  

承認番号/計画期間 １７４ /

企業名 株式会社弘洋コンサルタンツ 23.1.18追加 26.1.14追加

所在地 松阪市山室町3210番地の45

業種 土木建築サービス業

電話番号 ０５９８－３０－６１６５

ＵＲＬ http://www.kouyo‒con.co.jp/webpage/index.html

計画テーマ
651）インターネットを活用した安価・安心・高速な設計受託サービス

789）企画から売電まで、ワンストップの太陽光発電事業

承認番号/計画期間
651 / 平成22年4月～平成26年3月の4年間

789 / 平成25年4月～平成30年3月の5年間

企業名 宏和工業株式会社

所在地 四日市市北小松町字西山１７１０

業種 金属製品製造業

電話番号 ０５９３－２８－１３２１

ＵＲＬ http://www.kouwakougyo.co.jp

計画テーマ 特機部門のオイルチューナーを中心とした冷媒装置を活用した新商品の開発・販売

承認番号/計画期間 ２１９ / 平成１５年１０月～平成１９年９月の４年間

企業名 株式会社光和マシナリーサービス

所在地 鈴鹿市東江島町４－１３



業種 設備工事

電話番号 ０５９３－８７－１２１４

ＵＲＬ  

計画テーマ ガン用清涼飲料水の研究開発

承認番号/計画期間 １０８ / 平成１３年６月～平成１８年５月の５年間

企業名 コーガッケン有限会社 25.4.3追加

所在地 津市丸之内２４－１６

業種 その他の飲食料品小売業

電話番号 059‒228‒2006

ＵＲＬ http://kogakken.shop‒pro.jp/

計画テーマ 省エネエコキッチン用品の開発販売

承認番号/計画期間 769 / 平成24年10月～平成29年9月の5年間

企業名 株式会社コージン

所在地 津市芸濃町椋本１９６２－３

業種 電気機械製造業

電話番号 ０５９－２６７－０３０３

ＵＲＬ  

計画テーマ
学習型自鳴式防犯回路及び自社製マイコンＲＦ－ＩＤの開発・生産とデファクト・スタン
ダードの確立

承認番号/計画期間 ４６３ /

企業名 株式会社ゴーリキ

所在地 伊勢市大湊町１１２５－１０

業種 一般機械器具製造業

電話番号 ０５９６－３６－２１０４

ＵＲＬ http://www.goriki.jp/

計画テーマ  

承認番号/計画期間 １０１ /

企業名 有限会社ことぶき紙工

所在地 桑名市小泉１０２－１

業種 加工紙製造業

電話番号 ０５９４－２１－１０８４

ＵＲＬ  

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ２９７ /

企業名 株式会社小林機械製作所

所在地 四日市市八王子町２４３５

業種 機械器具製造業

電話番号 ０５９－３２１－２１２１

ＵＲＬ http://www.koba‒ks.co.jp

計画テーマ 粉末冶金金型の加工技術開発

承認番号/計画期間 ４４１ /



企業名 有限会社小林鉄工

所在地 鳥羽市船津町榎谷１３７１－１６

業種 鉄工業

電話番号 ０５９９－２５－３５８２

ＵＲＬ  

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ０６７ /

企業名 株式会社小林鈑金

所在地 鈴鹿市西条５丁目７９

業種 自動車整備業

電話番号 ０５９－３８２－１１４５

ＵＲＬ http://www.geocities.jp/kobakin1145/index.html

計画テーマ 板金業技術の商品化

承認番号/計画期間 ５２４ / 平成２０年１１月～平成２３年１０月の３年間

企業名 株式会社後藤製作所

所在地 三重郡朝日町柿１２２番地

業種 電気機械器具製造業

電話番号 ０５９３－７７－２１４３

ＵＲＬ  

計画テーマ 多品種小ロット生産体制の確立

承認番号/計画期間 １１０ / 平成１３年３月～平成１６年２月の３年間

企業名 有限会社小林フォーミング

所在地  鈴鹿市東旭が丘１－１０－１６

業種 その他家具・装備品製造業

電話番号  ０５９－３８０－５０２１

ＵＲＬ http://www.k‒f‒m.jp/

計画テーマ オーダーメイド家具の製造・販売への業拡大

承認番号/計画期間 ５７４ / 平成２０年１０月～平成２３年９月の３年計画

企業名 コマツ三重株式会社

所在地 伊勢市西豊浜町字野田之沢１１１２

業種 建設機械販売・レンタル・メンテナンス業

電話番号 ０５９６－３７－１１１１

ＵＲＬ http://www.komatsu.co.jp/mie/

計画テーマ 廃食油再生燃料化プラント「イオシス」の販路拡大

承認番号/計画期間 １６８ / 平成１５年２月～平成１８年１月の３年間

企業名 有限会社近藤ソウイング 28.1.22追加

所在地 いなべ市藤原町坂本字松原６３番地の２

業種 繊維工業

電話番号 ０５９４－４６－４３０８

ＵＲＬ  



計画テーマ 昇華転写プリンター導入によるプリント・裁断・縫製加工の一貫生産の確立

承認番号/計画期間 ８５０ / 平成27年11月～平成30年10月の３年間

 

企業名 株式会社こんま亭 23.6.16追加

所在地 いなべ市大安町石榑東1854‒4

業種 菓子製造小売業

電話番号 0594‒78‒1649

ＵＲＬ http://www.konmatei.com/

計画テーマ 地域とともにプチハッピー 地元の素材を活かした新たな菓子づくり

承認番号/計画期間 685 / 平成22年8月～平成27年7月の5年間


