
経営革新計画承認企業一覧（さ行）

企業名 彩電館あまかわ 24.1.25追加

所在地 三重郡菰野町大羽根園青葉町22‒6

業種 電気機械器具小売業

電話番号 059‒394‒0130

ＵＲＬ http://real‒amakawa.com/

計画テーマ
従来型の事業スタイルからの脱却 ～家電・家具・リフォームなど暮らしをトータルサポ
ートする新たな家電小売店～

承認番号/計画期間 715 / 平成23年1月～平成27年12月の5年間

企業名 株式会社サイトウ工研 23.8.12追加

所在地 四日市市鹿間町1100

業種 一般機械器具製造業

電話番号 059‒328‒1818

ＵＲＬ http://www.saito‒koken.com

計画テーマ 建材製造ラインのワーク投入位置決め工程補助装置の開発

承認番号/計画期間 690 / 平成23年5月～平成26年４月の3年間

企業名 株式会社ＳＩｇＮ 25.1.22追加

所在地 津市柳山津興５５６－１

業種 映画・ビデオ制作業

電話番号 059‒222‒8854

ＵＲＬ http://sign.hp.gogo.jp

計画テーマ ストリーミング配信を取り入れた映像、編集、配信の一体的な運営

承認番号/計画期間 755 / 平成24年1月～平成27年12月の4年間

企業名 サカエゴム株式会社

所在地 四日市市広永町１３３７

業種 ゴム製品製造業

電話番号 ０５９３－６４－２２３３

ＵＲＬ http://www.sakae‒rubber.com/

計画テーマ  

承認番号/計画期間 １８６ /

企業名 指勘建具工芸 26.2.27追加

所在地 三重郡菰野町小島１５３７－１

業種 建具製造業

電話番号 059‒396‒1786

ＵＲＬ http://www.sashikan.com/

計画テーマ 匠の組子伝統工芸技術と現代デザインとの融合による商品開発と大都市圏・海外への発信

承認番号/計画期間 797 / 平成25年1月～平成29年12月の5年間

企業名 佐太屋株式会社

所在地 北牟婁郡紀北町東長島２６４６－３

業種 食料品製造業



電話番号 ０５９７４－７－５０５０

ＵＲＬ http://www.sataya5050.com/

計画テーマ 高効率のだし抽出機の開発及び販売

承認番号/計画期間 ０８７ / 平成１３年４月～平成１７年３月の４年間 

企業名 株式会社佐藤工業所

所在地 桑名市大福宮東３３９

業種 機械部品加工業

電話番号 ０５９４－２１－９４３４

ＵＲＬ  

計画テーマ 機械部品加工における熱処理及び表面処理の内製化

承認番号/計画期間 ２７９ / 平成１６年７月～平成２１年６月の５年間

 

企業名
株式会社佐野テック（旧社名：株式会社佐野鉄工）
H28.6.27追加（855）

所在地 三重郡菰野町大字千草５０５１番地９

業種 金属製品製造業

電話番号 ０５９－３９１－０２００

ＵＲＬ http://www.sano‒tec.jp/

計画テーマ
273 /
855 / 部品の集積、組立及び全国への出荷までを行う付加価値及び雇用創造型物流事業の
開始

承認番号/計画期間
273 /
855 / 平成27年7月～平成30年７月の3年計画
 

企業名 株式会社サノプランニング 22.12.10追加

所在地 四日市市浜田町4番20号

業種 専門料理店

電話番号 059‒355‒3300

ＵＲＬ http://www.sanopla.com/

計画テーマ 顧客満足度を高めるグループ店舗一括予約システムの構築

承認番号/計画期間 647 / 平成22年4月～平成25年3月の3年間

企業名 株式会社サム・インターナショナル

所在地 鈴鹿市住吉町８９４７番地

業種 ソフトウェア業

電話番号 ０５９－３７０－０７５５

ＵＲＬ  

計画テーマ
中小企業向けＩＴ人材育成のための「ＳＥ最短講座」の開発（304）

リアルタイム生産管理／予測品質管理統合型フレームワークの構築（588）

承認番号/計画期間
３０４ / 平成１７年４月～平成２１年３月の４年間

５８８ / 平成２２年１月～平成２５年１２月の４年間

企業名 株式会社サロン・ド・ホーム 28.2.1追加

所在地 名張市鴻之台４番地６０



業種 建築工事業

電話番号 ０５９５－６２－１４５０

ＵＲＬ  

計画テーマ 地熱活用型セントラル空調システム付き集合住宅の建設・運営

承認番号/計画期間 ８４８ / 平成２６年１０月～平成３０年９月の４年間

 

企業名 有限会社沢田食品 22.12.7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 645 / 平成22年4月～平成27年3月の5年間

企業名 有限会社サンエイ

所在地 志摩市志摩町和具６７９番地５

業種 食品製造業

電話番号 ０５９９－８５－０３７０

ＵＲＬ  

計画テーマ あこや貝を全て使用した白いカレー「パールカレー」による新市場開拓

承認番号/計画期間 ３１９ / 平成１７年９月～平成２０年８月の３年間

企業名 サンエー不動産有限会社 23.4.18追加

所在地 津市垂水902番地2

業種 土地売買業

電話番号 059‒226‒0228

ＵＲＬ  

計画テーマ 高齢化が進む団地を対象にした墓地の開発・販売

承認番号/計画期間 667 / 平成22年4月～平成26年3月の4年間

企業名 株式会社三協電工社

所在地 松阪市駅部田町４５７－３０

業種 設備工事

電話番号 ０５９８－２６－６０８８

ＵＲＬ http://www.mctv.ne.jp/∼sdksanky/index.html

計画テーマ 省エネルギー管理制御システム機器の開発と販売

承認番号/計画期間 １４５ / 平成１４年４月～平成１９年３月の５年間 

企業名 三健食品株式会社

所在地 伊勢市佐八町７７１

業種 食品製造業

電話番号 ０５９６－３９－０１２３

ＵＲＬ http://www.sankenshokuhin.com

計画テーマ 製造体制の革新による「黒にんにく本舗」としての地位の確立

承認番号/計画期間 ３６１ / 平成１８年４月～平成２２年１２月の５年間 



企業名 三巧エンジニアリング 22.6.3追加

所在地 津市垂水18‒62

業種 機械設計業

電話番号 059‒253‒3210

ＵＲＬ http://demmmynet.blog96.fc2.com/

計画テーマ 着物帯を額縁に飾る新しいインテリアの開発と製造、販売

承認番号/計画期間 617 / 平成22年1月から平成24年12月の3年間

企業名 サンコー社クリーニング

所在地 松阪市鎌田町１７７－４１

業種 洗濯業

電話番号 ０５９８－５１－１１０４

ＵＲＬ  

計画テーマ 高齢者に優しいクリーニング代行への転換

承認番号/計画期間 ５１３ / 平成２０年１月～平成２３年１２月の４年間 

企業名 株式会社サンコープラスチック

所在地 伊賀市安場字東赤坂１６００

業種 プラスチック製品製造業

電話番号 ０５９５－３９－１１１１

ＵＲＬ http://www.sankoplastic.co.jp

計画テーマ M&A（営業譲渡）を活用した新たな生産・販売へのチャレンジ（承認番号３２３）

承認番号/計画期間
０５５ / 平成１３年１月～平成１５年１２月の３年間
３２３ / 平成１７年１０月～平成２２年９月の５年間

企業名 株式会社サンシステム 23.10.13追加

所在地 鈴鹿市磯山1丁目20番地53号

業種 電気通信工事業

電話番号 059‒388‒6800

ＵＲＬ http://www.san‒system.jp/index.html

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）生産品の工業化による新分野への進
出

承認番号/計画期間 696 / 平成23年6月～平成26年5月の3年間

企業名 三昌鶏卵株式会社

所在地 四日市市河原田町１０３７－１

業種 食料品製造業

電話番号 ０５９－３４６－５５７３

ＵＲＬ  

計画テーマ  

承認番号/計画期間
１９６ /
４７４ /

企業名 三電工業株式会社 25.4.3追加

所在地 いなべ市藤原町東禅寺４０１

業種 発電機・電動機・その他の回転電気機械製造業



電話番号 0594‒46‒2507

ＵＲＬ http://www.sanden‒k.co.jp/

計画テーマ 経営資源を活かしたモーター修理業務の実施による経営革新の推進

承認番号/計画期間 777 / 平成24年8月～平成27年7月の3年間

企業名 サンドリーム株式会社

所在地 四日市市生桑町９１９－１

業種 洗濯業

電話番号 ０５９－３３０－６６２６

ＵＲＬ  

計画テーマ 「時間・環境・利便」を追求した新しいクリーニング業への脱皮

承認番号/計画期間 ４５８ /

企業名 株式会社サンヒル

所在地 松阪市岡山町１－３

業種 ベアリング製造・販売他

電話番号 ０５９８－５８－０１３１

ＵＲＬ http://www.sunhill.co.jp/

計画テーマ
１）中国とのＱＣＴ連携による差別化モデルにより競争優位を生み出す
２）「カスタムデザイン型」ベアリングを発展させた「ユニバーサリーアプライド型」ベ
アリングへの取り組み

承認番号/計画期間
１）０８８ / 平成１４年４月～平成１７年３月の３年間
２）３１５ / 平成１７年７月～平成２２年６月の５年間

企業名 サンユー技研工業株式会社

所在地 津市高茶屋小森町中山１８９３番地

業種 金型製造業

電話番号 ０５９－２３４－５１５５

ＵＲＬ http://www.sanyu‒giken.com/

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ４９６ /

企業名 サンヨーバルブ株式会社

所在地 伊勢市竹ヶ鼻町１７０－１

業種 金属製品製造業

電話番号 ０５９６－３６－１２８１

ＵＲＬ  

計画テーマ 海外調達品管理・供給システムの構築

承認番号/計画期間 ２２３ / 平成１５年９月～平成１８年８月の３年間

企業名 三立化工株式会社

所在地 津市久居一色町１５１－１

業種 板金製造業

電話番号 ０５９－２５２－１０１１

ＵＲＬ  

計画テーマ 先進機器の導入による加工技術の向上と合理化の推進



承認番号/計画期間 ３８１ /

企業名 三和建工株式会社 23.6.22追加

所在地 四日市市東富田町2番17号

業種 土木工事業

電話番号 059‒365‒0831

ＵＲＬ  

計画テーマ  

承認番号/計画期間 686 / 平成22年10月～平成26年9月の4年間

企業名 有限会社三輪鉱油 25.9.19追加

所在地 員弁郡東員町瀬古泉前川原３１０－２

業種 石油・鉱物卸売業

電話番号 0594‒76‒8005

ＵＲＬ  

計画テーマ 油性と水溶性の両方の利点を兼ね備えたオリジナル切削油の開発及び事業化

承認番号/計画期間 783 / 平成24年11月～平成29年10月の5年間

企業名 有限会社シーバーグ・ジャパン 22.8.5追加

所在地 桑名市長島町赤地４８

業種 ゲーム機製造・販売・リサイクル

電話番号 ０５９４－４５－１２４０

ＵＲＬ  

計画テーマ 新製品開発を機に付加価値創造企業への転換

承認番号/計画期間 ６２６ / 平成２１年１０月～平成２４年９月の３年間

企業名 有限会社ジーボックス 21.4.6追加

所在地 松阪市市場庄町１１４７－１

業種 音声情報制作業

電話番号 ０５９８－５６－７４８５

ＵＲＬ  

計画テーマ 音響機材のフルデジタル化による付加価値向上と専門人材の育成

承認番号/計画期間 ５２７ / 平成２０年４月～平成２４年３月の４年間

企業名 シーマ電器産業株式会社

所在地 度会郡南伊勢町東宮７２４－２

業種 電気機械器具製造業

電話番号 ０５９６－７２－２２２２

ＵＲＬ  

計画テーマ ヘアアイロン機能を有したヘアドライヤーの開発・販売

承認番号/計画期間 ２２４ / 平成１５年８月～平成１９年７月の４年間

企業名 ジール株式会社

所在地 いなべ市員弁町松之木１９９０－２

業種 老人福祉・介護事業

電話番号 ０５９４－７４－２０５０



ＵＲＬ  

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ６０２ /

企業名 有限会社ジェイ・トラックワールド 26.7.9追加

所在地 松阪市肥留町５５６番地８

業種 中古自動車小売業

電話番号 0598‒56‒6708

ＵＲＬ  

計画テーマ 運送業界のベストパートナーを目指して～営業用トラックリース部門への進出～

承認番号/計画期間 812 / 平成25年7月～平成29年6月の4年間

企業名 有限会社ジェイファームサポートシステム

所在地 津市大里睦合町２３４５－２

業種 一般貨物自動車運送業

電話番号 ０５９－２３０－７５５５

ＵＲＬ  

計画テーマ トレーサビリティシステムの確立に向けた新たな物流サービスへの転換

承認番号/計画期間 ３３２ / 平成１７年１０月～平成２０年９月の３年間

企業名 有限会社シオモト

所在地 志摩市志摩町和具５７０

業種 ジュエリー製品小売業

電話番号 ０５９９－８５－０５５５

ＵＲＬ http://www.suncraft.com/watabousi/

計画テーマ 贈り主のハートを包んだケースと真珠製品のセット販売

承認番号/計画期間 ４４４ / 平成１９年９月～平成２４年８月の５年間 

企業名 システムサポート株式会社 23.12.27追加（711）

所在地 四日市市白須賀3‒5‒10

業種 情報家電機器小売業

電話番号 059‒361‒5543

ＵＲＬ  

計画テーマ
397)携帯電話ショップに於ける地域ナンバーワンをめざします

711）窓ガラスからのエネルギー損失対策（節電対策・Co2削減）

承認番号/計画期間
397 / 平成18年10月～平成21年9月の3年間

711 / 平成23年10月～平成28年9月の5年間

企業名 有限会社清水製作所

所在地 亀山市能褒野町１３－１２

業種 金属プレス製品製造業

電話番号 ０５９５－８５－１６３３

ＵＲＬ  

計画テーマ 新設備・システムを利用し、町工場から企業への飛躍

承認番号/計画期間 ４５３ / 平成１９年７月～平成２２年８月の４年間



企業名 株式会社清水屋 21.10.26追加

所在地  鈴鹿市江島本町２０番２号

業種 木造建築工事業

電話番号  ０５９－３８６－０１２７

ＵＲＬ  http://www.shimizuya‒log.com/

計画テーマ 内地材の集成材を使った自然素材の家を設計施工する。

承認番号/計画期間 ５７３ / 平成２１年６月～平成２６年５月の５年計画

企業名 下出木材 23.3.24追加

所在地 松阪市飯南町横野258‒1

業種 製材業

電話番号 0598‒32‒3926

ＵＲＬ  

計画テーマ 国産桧を使用したペット商材の開発による「木のある生活」の提案

承認番号/計画期間 661 / 平成22年1月～平成26年12月の5年間

企業名 写真のてらい

所在地  

業種 写真業

電話番号  

ＵＲＬ  

計画テーマ
デジタル技術を活用した提案型の写真館への転換～独自のサービス、多彩なアイデアでお
客様に感動を与える新たな写真館の構築～

承認番号/計画期間 ５０３ /

企業名 株式会社ジャパンメディカルサポートシステムズ

所在地 津市藤方１９５３番地６

業種 廃棄物収集運搬業

電話番号 ０５９－２２１－０１２０

ＵＲＬ  

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ５０４ /

企業名 有限会社昭建

所在地 津市河辺町３５２１－５

業種 建設業及び温浴施設

電話番号 ０５９－２２２－３０５７

ＵＲＬ  

計画テーマ 液体セラミック加工砂・特殊塩・ミネラルを利用した独自温浴施設の設置・運営

承認番号/計画期間 ２６２ / 平成１６年２月～平成１９年１月の３年間

企業名 昭和印刷株式会社

所在地 桑名市安永１２５１

業種 印刷業

電話番号 ０５９４－２２－０７０５



ＵＲＬ http://www.showa‒print.co.jp

計画テーマ マルチメディア提案型営業による増収増益

承認番号/計画期間 ３５７ / 平成１８年５月～平成２３年４月の５年間

企業名 松和木工

所在地 多気郡大台町明豆１８９－１

業種 その他の家具装備品製造業

電話番号 ０５９８－７７－２６１１

ＵＲＬ http://www.ma.mctv.ne.jp/∼e‒nawajp/

計画テーマ 伝統工芸を活かした高級遺影額等の開発による提案型経営への転換

承認番号/計画期間 ３１８ / 平成１７年９月～平成２０年８・獅ﾌ３年間

企業名 ショー・テック 22.6.10追加

所在地 度会郡玉城町佐田１７０２－３

業種 電子部品製造業

電話番号 ０５９６－５８－３８６８

ＵＲＬ  

計画テーマ 新製品の漁具を開発・製品化し、下請体質からメーカーへの転換

承認番号/計画期間 ６２０ / 平成２２年１月～平成２６年１２月

企業名 有限会社白髭商店

所在地 度会郡南伊勢町五ケ所浦３８３３

業種 ＬＰガス販売・水道工事・土木工事業

電話番号 ０５９９－６６－０１６１

ＵＲＬ  

計画テーマ 廃タイヤの資源リサイクル化

承認番号/計画期間 ３１６ / 平成１７年１０月～平成２０年９月の３年間

企業名 信愛商事株式会社 26.3.24追加

所在地 四日市市朝日町１－１７

業種 貸家業，貸間業

電話番号 059‒354‒0487

ＵＲＬ  

計画テーマ 「エッグゴルフ」の事業化による知名度の向上・プレー人口の拡大

承認番号/計画期間 801 / 平成25年6月～平成30年5月の5年間

企業名 株式会社真栄水産設備

所在地 尾鷲市朝日町１６－２０

業種 その他の設備製造業

電話番号 ０５９７－２２－６１１７

ＵＲＬ  

計画テーマ 循環式陸上養殖事業計画

承認番号/計画期間 ３１１ /

企業名 進栄電子株式会社

所在地 松阪市笠松町３８０



業種 その他の電気機械器具製造業

電話番号 ０５９８－５６－３４１２

ＵＲＬ http://www.shinyei‒jp.com/

計画テーマ 「ＬＥＤ照明」を基軸としたオリジナル新商品の開発

承認番号/計画期間 ３２４ / 平成１７年９月～平成２０年８月の３年間

企業名 有限会社晋開産業 26.5.21追加

所在地 鳥羽市鳥羽４丁目１８－２２

業種 野菜作・果樹作サービス業

電話番号 0599‒25‒3033

ＵＲＬ  

計画テーマ やまとたちばな観光農園とさんかんの実商品開発

承認番号/計画期間 804 / 平成25年9月～平成30年8月の5年間

企業名 有限会社シンセイフーズ   26.10.27追加

所在地 多気郡明和町斎宮１８５４－１２

業種 パン・菓子製造業

電話番号 0596‒52‒3888

ＵＲＬ  

計画テーマ  

承認番号/計画期間 830 / 平成26年3月～平成30年2月の4年間

企業名 有限会社シンソウ

所在地 度会郡南伊勢町宿浦１２３７番地３

業種 産業廃棄物処理業

電話番号 ０５９９－６９－３５１０

ＵＲＬ  

計画テーマ 廃タイヤの中間処理施設の開業

承認番号/計画期間 ４３２ /

企業名 有限会社新光住販

所在地 鈴鹿市江島台１－１４－７

業種 不動産業

電話番号 ０５９８－５６－３４１２

ＵＲＬ http://www.shinyei‒jp.com/

計画テーマ ＫＥＣ活動による新たな共同住宅モデルによる空室率改善と入居者の安定確保

承認番号/計画期間 ４００ / 平成１９年４月～平成２２年３月の３年間

企業名 神都工業株式会社

所在地 多気郡多気町土羽１２２５

業種 プラスチック成形業

電話番号 ０５９８－３８－３８１３

ＵＲＬ  

計画テーマ 高精度プラスチック加工品生産体制の確立による提案型技術開発事業への挑戦

承認番号/計画期間 ３７５ / 平成１８年１２月～平成２１年１１月の３年間



企業名 新日本工業株式会社

所在地 桑名市大字和泉６７８

業種 一般機械器具製造業

電話番号 ０５９４－２２－４１５１

ＵＲＬ http://www.shinnihon‒group.co.jp

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ５１１ /

企業名 有限会社シンワ 23.11.30追加

所在地 桑名市大字大福字中野510番地3

業種 内装工事業

電話番号 0594‒22‒2797

ＵＲＬ http://www.shinwa1993.jp/

計画テーマ 貯水型・循環型フリーアクセスフロア製造・施工

承認番号/計画期間 705 / 平成23年9月～平成28年8月の5年間

企業名 すいれん葬祭合同会社

所在地 松阪市

業種 冠婚葬祭業

電話番号 ０５９８－５６－９０１１

ＵＲＬ  

計画テーマ 送る人（遺族）の心を癒し満足できる葬儀の提供（お手伝い）

承認番号/計画期間 ４１０ / 平成１９年７月～平成２４年６月の５年間

企業名 株式会社水貝製作所

所在地 いなべ市員弁町市之原２３３１－１７

業種 金属製品製造業

電話番号 ０５９４－７４－２７８５

ＵＲＬ http://www.sugaiworks.co.jp

計画テーマ
０２４ /
４３５ / 超高精度と超高難易度製品の加工技術開発でオンリーワン企業へ転換

承認番号/計画期間
０２４ /
４３５ /  平成１９年３月～平成２４年２月の５年間

企業名 株式会社スキルエンジニアリング 22.10.21追加

所在地 伊賀市治田４２８１番地

業種 特殊産業用機械製造業

電話番号 ０５９５－２０－２２３３

ＵＲＬ http://www.e‒iga.net/main.html

計画テーマ 自社オリジナル機械の開発及び「攻め」の企業体質の構築

承認番号/計画期間 ６３７ / 平成２１年１１月～平成２４年１０月の３年間

企業名 鈴友はきもの店 22.12.21追加

所在地 津市久居二ノ町1833‒4

業種 靴・履物小売業

電話番号 059‒255‒5671



ＵＲＬ http://plaza.rakuten.co.jp/suzutomo/

計画テーマ 新商品「伊勢国 勢下駄（いきおいげた）」の開発及び販売

承認番号/計画期間 649 / 平成22年1月～平成26年12月の5年間

企業名 STARBOARD有限会社

所在地 津市丸之内１７－１１ 丸之内セントラルオフィスイン２A

業種 インターネット付随サービス業

電話番号 ０５９－２１３－５６００

ＵＲＬ  

計画テーマ ASPサービス、『dbcommune』開発・販売による経営革新

承認番号/計画期間 ３０３ / 平成１７年１月～平成１９年１２月の３年間

企業名 株式会社ステップイエダ

所在地 四日市市日永２ー４－３７

業種 写真現像業

電話番号 ０５９－３５４－００２０

ＵＲＬ http://www.step‒ieda.com/

計画テーマ 現像技術の応用による新商品の開発

承認番号/計画期間 ４４２ /

企業名 有限会社スポーツマツヤマ 23.8.30追加

所在地 名張市木屋町1386‒5

業種 スポーツ用品小売業

電話番号 0595‒64‒9533

ＵＲＬ http://www.matsu‒spo.net/

計画テーマ スポーツを通した地域のコミュニティづくりによる新たなビジネスモデルの構築

承認番号/計画期間 693 / 平成23年3月～平成26年2月の3年間

企業名 株式会社スマイルコットン 21.11.30追加

所在地 三重郡川越町豊田一色２３４－１

業種 繊維品卸売業

電話番号 ０５９－３６６－３３４４

ＵＲＬ http://www.smile‒cotton.com/

計画テーマ
新しい生地・製品の開発と従来のテキスタイルから企画・開発・提案力のある素材屋への
転換

承認番号/計画期間 ５７８ / 平成２１年９月～平成２３年１０月の３年間

企業名 株式会社スミス 24.11.30追加（第749号）

所在地 伊勢市小俣町明野３８０－４

業種 機械設計業

電話番号 ０５９６－２８－３７９２

ＵＲＬ http://www.smith.ne.jp/

計画テーマ

５８２）高度な技術と自然の素材を活用したエコロジーな自転車の開発

７４９）自由・軽量・安価な在宅介護用の車いすスロープの研究開発及びレンタル事業に
よる経営革新



承認番号/計画期間 ５８２ / 平成２１年９月～平成２４年８月の３年間

７４９ / 平成２３年９月～平成２８年８月の５年間

企業名 株式会社寿美家和久 22.7.22追加

所在地 津市乙部7‒19

業種 飲食業

電話番号 059‒271‒7603

ＵＲＬ  

計画テーマ ECを利用した地域から全国への販路を構築し、全国規模の食品会社へ成長する

承認番号/計画期間 625 / 平成21年6月～平成25年5月の4年間

企業名 株式会社セイオー技研 22.6.3追加

所在地 伊賀市阿保1819‒2

業種 一般機械器具製造業

電話番号 0595‒52‒4040

ＵＲＬ  

計画テーマ 太陽電池モジュールの製造

承認番号/計画期間 618 / 平成21年6月から平成25年5月の4年間

企業名 株式会社セイオー技研

所在地 伊賀市阿保１８１９－２

業種 一般機械器具製造業

電話番号 ０５９５－５２－４０４０

ＵＲＬ  

計画テーマ 後付けジェットバスを中心とした新商品の生産・販売及び新たな商品の販売方式の導入

承認番号/計画期間 １５１ /

企業名 株式会社清花園

所在地 桑名市増田下惣作５１７－１

業種 造園生花販売業

電話番号 ０５９４－２１－１１０１

ＵＲＬ http://www.regarden.jp

計画テーマ 光触媒技術、造園技術、園芸技術の融合による営業スタイルの変革

承認番号/計画期間 ２４５ / 平成１６年１月～平成１９年６月の４年間

企業名 生活総合サービス企業組合 21.5.8追加

所在地 桑名市下深谷部４７０６番地２

業種 建設業（住宅内外の修理、修繕）

電話番号 ０５９４－３３－６１２１

ＵＲＬ http://www.seikatsusougou.co.jp/pc/

計画テーマ ちょこっと便利隊で個人客を確保

承認番号/計画期間 ５３７ / 平成２０年４月～平成２５年３月の５年間

企業名 生活総合サービス企業組合 27.10.7追加

所在地 桑名市下深谷部４７０６番地２

業種 建築リフォーム工事業



電話番号 ０５９４－３３－６１２１

ＵＲＬ http://www.seikatsusougou.co.jp/pc/

計画テーマ
空き家や遺品整理ビジネスへの進出による地域社会への貢献 ～あなたの代わりに「大切
な住まいの見回りやお片付け」を応援します～

承認番号/計画期間 ８４５

企業名 有限会社誠心 24.9.27追加

所在地 津市安濃町安濃２６９９番地１

業種 一般貨物自動車運送業

電話番号 059‒267‒0001

ＵＲＬ  

計画テーマ 送る側の思いを伝えるご遺体搬送サービスへの参入

承認番号/計画期間 742 / 平成24年4月～平成28年3月の4年間

企業名 セイワ水産株式会社

所在地 四日市市川原田町字伊倉７１２

業種 水産物加工卸業

電話番号 ０５９－３４７－８１９１

ＵＲＬ  

計画テーマ 冷凍マグロの産直販売システム

承認番号/計画期間 ４３４ / 平成１９年１０月～平成２２年９月の３年間

企業名 有限会社積水製作所

所在地 鈴鹿市西条三丁目９５３番地

業種 金属プレス加工業

電話番号 ０５９－３８２－７８８１

ＵＲＬ  

計画テーマ ＯＥＭ方式による多品種小ロットの製品の受注及び提案型製品の供給

承認番号/計画期間 ４１８ / 平成１９年５月～平成２４年４月の５年間

企業名 株式会社瀬田商会 26.1.23追加

所在地 鳥羽市池上町６番１７号

業種 板金・金物工事業

電話番号 0599‒25‒6001

ＵＲＬ  

計画テーマ 快適でエコにも優しい住宅環境を提供する“住まいの診療所”の取組

承認番号/計画期間 792 / 平成25年8月～平成28年7月の3年間

企業名 株式会社セーバー 26.9.16追加

所在地 四日市市堀木２丁目１２－１

業種 機械器具小売業

電話番号 059‒355‒6378

ＵＲＬ http://saver‒smile.co.jp/

計画テーマ 家庭用電気医療機器を使った予防型半日デイサービス

承認番号/計画期間 824 / 平成25年9月～平成29年8月の4年間



企業名 株式会社セレニテ 23.3.3追加

所在地 津市戸木町4587‒13

業種 自動車賃貸業

電話番号 059‒213‒1188

ＵＲＬ  

計画テーマ
運送復路の空車でお客様企業から排出される廃食油を回収し、県下初の事業的規模のバイ
オディーゼル燃料（BDF）を製造、自社グループ企業に循環させる2ウエイ事業

承認番号/計画期間 659 / 平成22年6月～平成25年5月の3年間

企業名 有限会社ゼロ

所在地 伊勢市御薗村新開７２５－７

業種 編集出版業

電話番号 ０５９６－３５－００５２

ＵＲＬ http://www.manmaruya.jp/

計画テーマ 地域情報等知的財産のインターネットへの展開

承認番号/計画期間 １０５ / 平成１４年３月～平成１８年３月の５年間

企業名 相好株式会社

所在地 伊賀市平野中川原５６０－１７

業種 調剤薬局

電話番号 ０５９５－２２－１２２２

ＵＲＬ http://www.sohgoh.info/index.html

計画テーマ 体操スクールの運営

承認番号/計画期間 ３６２ / 平成１８年４月～平成２３年３月の５年間

企業名 創作家庭料理PORTO 24.8.14追加

所在地 津市上浜町２－１１４

業種 食堂・レストラン

電話番号 059‒222‒0007

ＵＲＬ  

計画テーマ みえ食にこだわった「地産地消港（PORTO）」の実現

承認番号/計画期間 733 / 平成24年1月～平成26年12月の3年間

企業名 株式会社総商 26.6.9追加

所在地 伊賀市安場１１０１番地

業種 各種商品卸売業

電話番号 0595‒39‒1001

ＵＲＬ http://www.sowshow.co.jp

計画テーマ 雑貨を中心とした滞留在庫のオークション取引プラットフォーム事業

承認番号/計画期間 811 / 平成25年9月～平成30年8月の5年間

企業名 有限会社総本家貝新水谷新九郎商店 25.1.22追加

所在地 桑名市有楽町４１

業種 その他の飲食料品小売業

電話番号 0594‒22‒2625

ＵＲＬ http://www.kaishin‒shinkurou.co.jp



計画テーマ キムチ及び穴子煮製造事業の立ち上げによる経営改革の推進

承認番号/計画期間 754 / 平成24年3月～平成28年2月の4年間

企業名 株式会社桑立工業

所在地 桑名市大字江場４１１－１

業種 半導体製造措置の製造・加工

電話番号 ０５９４－２２－８５６０

ＵＲＬ  

計画テーマ 新構造による多層型高所作業足場における安全柵装置の開発・販売

承認番号/計画期間 ３２７ / 平成１７年１０月～平成２１年９月の４年間

企業名 ソーラーガード株式会社 22.11.10追加

所在地 鈴鹿市南玉垣町７１１３

業種 内装工事業

電話番号 ０５９３－８２－１８７０

ＵＲＬ  

計画テーマ 事業所向けエネルギー管理・省エネ対策ワンストップサポート

承認番号/計画期間 ６３８ / 平成２１年１１月～平成２５年１０月の４年間


