
経営革新計画承認企業一覧（は行）

企業名 株式会社ＢＩＯＰＵＳ 25.4.3追加

所在地 伊勢市村松町１９８番地３

業種 飼料・有機質肥料製造業

電話番号 0596‒64‒8158

ＵＲＬ http://www.biopus.co.jp

計画テーマ 糞尿の臭いが消えるペット用サプリメント「ペチケット」の開発

承認番号/計画期間 770 / 平成24年9月～平成27年8月の3年間

企業名 株式会社ハイテック 25.3.18追加

所在地 亀山市関町会下１２６５－２２

業種 電気計測器製造業

電話番号 0595‒96‒0490

ＵＲＬ  

計画テーマ 完全自動巻線機を使った直径２ｍｍを超える高品質の太線コイルの製造販売

承認番号/計画期間 762 / 平成24年4月～平成27年3月の3年間

企業名 株式会社バウレット

所在地 伊勢市一之木４－１３－２

業種 生花・鉢物等小売業

電話番号 ０５９６－２０－０２３４

ＵＲＬ http://www.maniera.jp

計画テーマ 花関連アイデア商品の開発・販売

承認番号/計画期間 ３７１ /  

企業名 株式会社バウレット

所在地 伊勢市一之木４－１３－２

業種 生花・鉢物等小売業

電話番号 ０５９６－２０－０２３４

ＵＲＬ http://www.maniera.jp

計画テーマ 花関連アイデア商品の開発・販売

承認番号/計画期間 ３７１ /  

企業名 橋本印刷株式会社 25.3.18追加

所在地 名張市上八町１６４７番地

業種 印刷業

電話番号 0595‒63‒0311

ＵＲＬ  

計画テーマ 地元飲食店等の情報を、そのクーポンと共に掲載する無料情報誌の作成と発行

承認番号/計画期間 758 / 平成24年4月～平成28年3月の4年間

企業名 株式会社橋本組・株式会社橋本屋 21.8.12追加

所在地 尾鷲市中川３０番１０号・尾鷲市矢浜四丁目４番２７号

業種 建設業・寿司製造業



電話番号 ０５９７－２２－７６９６・０５９７－２２－５５５１

ＵＲＬ  

計画テーマ
尾鷲海洋深層水を活用した塩、酢等をベースに、「創作尾鷲さんま寿し」を新作、全国に
販売し、地域の活性化を図る。

承認番号/計画期間 ５５３ / 平成２０年８月～平成２５年７月の５年間 

企業名 橋本電子工業株式会社 25.7.30追加

所在地 松阪市高須町３８６６番地１２

業種 電子応用装置製造業

電話番号 0598‒51‒3111

ＵＲＬ http://www.hashimoto‒inc.co.jp/

計画テーマ
「ゼブラフィッシュ受精卵自動回収装置」及び「栓子検出装置」の開発によるODM・OEM
事業からの脱却

承認番号/計画期間 781 / 平成24年11月～平成29年10月の5年間

企業名 有限会社芭蕉農林 22.2.10追加

所在地 伊賀市山畑３４７５

業種 農林業

電話番号 ０５９５－４５－８６７０

ＵＲＬ  http://www.ict.ne.jp/∼hide1106/index.htm

計画テーマ
有害鳥獣（鹿）の屑肉（食用以外の肉や内臓・骨等）を積極的に活用した循環型農林業の
実現

承認番号/計画期間 ５９４ / 平成２１年４月～平成２６年３月の５年間 

企業名 長谷川シャッター工業株式会社

所在地 四日市市楠町北五味塚３３７－１

業種 建設用・建築用金属製品製造業

電話番号 ０５９－３９８－３３１１

ＵＲＬ  http://www.hasegawa‒shutter.com/

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ５５１ /  

企業名 株式会社長谷川物流 22.7.8追加

所在地 桑名市長島町又木３番地の１

業種  

電話番号 ０５６７－６８－８０６４

ＵＲＬ  

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ６２２ /

企業名 はちみつやさん miel 22.2.23追加

所在地 津市観音寺町７６０－２３

業種 その他の飲食料品小売業

電話番号 ０５９－２４６－７８８４

ＵＲＬ http://www.miel‒honey.com/

計画テーマ 新商品群の開発と販売拡大



承認番号/計画期間 ５９８ /

企業名 有限会社服部製菓舗 26.10.20追加

所在地 桑名市多度町柚井５３８番地

業種 米菓製造業

電話番号 0594‒48‒3022

ＵＲＬ http://www.hattori‒seika.co.jp/

計画テーマ こだわり米菓「二段仕込み味しみ煎」の小粒、少量タイプの製造と販売

承認番号/計画期間 828 / 平成26年7月～平成29年6月の3年間

企業名 株式会社濱周

所在地 尾鷲市港町１０番７号

業種 卸売業

電話番号 ０５９７－２２－２４２１

ＵＲＬ  

計画テーマ リフォーム事例展示＆一物一価

承認番号/計画期間 ２９２ / 平成１６年１１月～平成１９年１０月の３年間 

企業名 有限会社林商店

所在地 伊勢市小俣町相合６２４－１

業種 漬物製造業

電話番号 ０５９６－２２－１７５８

ＵＲＬ http://isetakuan.com/

計画テーマ 漬物を素材にした新商品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 ３７３ / 平成１９年１月～平成２１年１２月の３年間 

企業名 株式会社ＰＡＬＭＥ H27.1.23追加

所在地 津市一身田大古曽１３２５－１

業種 その他の専門料理店

電話番号 059‒232‒8500

ＵＲＬ http://www.ch‒la‒palme‒dor.jp/

計画テーマ 中勢北部サイエンスシティ進出による「お城と森のウエディング」事業の展開

承認番号/計画期間 831 / 平成26年10月～平成30年9月の4年間

企業名 パワーブレインテクノロジー株式会社

所在地 四日市市尾平町２１１４－１

業種 ソフトウエア業

電話番号 ０５９－３５９－６１７１

ＵＲＬ http://www.powerb.co.jp

計画テーマ 中国オフショア開発サービス事業への転換

承認番号/計画期間 ４６５ / 平成１９年１０月～平成２２年９月の３年間 

企業名 パンらんど くわな

所在地 松阪市中林町４５８－１０

業種 パン・菓子製造業

電話番号 ０５９８－５６－６５１０



ＵＲＬ  

計画テーマ 地産地消による天然酵母パンの開発及び販売

承認番号/計画期間 ３１２ / 平成１７年７月～平成２０年６月の３年間 

企業名 万協製薬株式会社 25.3.18追加（第760号）

所在地 多気郡多気町五桂１１６９－１４２

業種 医薬品製造業

電話番号 ０５９３－３７－２０８８

ＵＲＬ http://www.bankyo.com/

計画テーマ ７６０）国際的な品質管理基準を有した社会環境対応型生産 設備の構築

承認番号/計画期間
２６３ /

７６０ / 平成２４年４月～平成２９年３月の５年間

企業名 晩大水産（三五七や）

所在地 度会郡南伊勢町古和浦２２７－１２５

業種 鮮魚卸売業

電話番号 ０５９６－７８－０８８８

ＵＲＬ  

計画テーマ 鮮魚卸売業から鮮魚に付加価値をつけ鮮魚加工による新たな販路拡大

承認番号/計画期間 ３３１ / 平成１７年１２月～平成２０年１２月の４年間 

 

企業名 株式会社ピーデーエス

所在地 四日市市三滝台２－２３－１３

業種 小売業、情報通信業

電話番号 ０５９３－２２－６１４６

ＵＲＬ  

計画テーマ 環境関連機材の販売と役務の提供

承認番号/計画期間 １３６ / 平成１４年５月～平成１７年４月の３年間

企業名 株式会社ピアノステーション末広 22.3.4追加

所在地 四日市市末広町８番８号

業種 楽器製造業

電話番号 ０５９－３７３－６７０１

ＵＲＬ  

計画テーマ 通信カラオケと連動する自動ピアノ演奏装置の開発による売上向上計画

承認番号/計画期間 ５９９ /

企業名 ピカッチ株式会社

所在地 四日市市安島１－３－１８

業種 標識・サイン製造業

電話番号 ０５９３－５１－６３２０

ＵＲＬ  

計画テーマ 無機ＥＬ、太陽電池を利用した夜間発光避難誘導標識の製造・販売

承認番号/計画期間 ２９３ / 平成１６年１１月～平成２０年１０月の４年間



企業名 株式会社光機械製作所

所在地 津市一身田中野８－１

業種 一般機械器具製造業

電話番号 ０５９－２２７－５５１１

ＵＲＬ http://www.hikarikikai.co.jp/

計画テーマ ダイヤモンド工具研削盤の開発と販売

承認番号/計画期間 １６５ / 平成１５年３月～平成１８年２月の３年間

企業名 有限会社光産業 24.11.16追加

所在地 松阪市高須町２８７０

業種 一般土木建築工事業

電話番号 0598‒50‒0785

ＵＲＬ http://www.suidouya.jp

計画テーマ 地域発の水まわり専門事業「水まわりリフォームプロ」の開始

承認番号/計画期間 748 / 平成24年8月～平成27年7月の3年間

企業名 有限会社光産業 H27.10.27追加

所在地 松阪市高須町２８７０

業種 一般土木建築工事業

電話番号 0598‒50‒0785

ＵＲＬ http://www.suidouya.jp

計画テーマ 地域発の漏水探査事業の開始

承認番号/計画期間 846 / 平成27年8月～平成30年7月の3年間

企業名 株式会社ピーキューテクノ H27.6.1追加

所在地 四日市市山分町２２５番地１２

業種 医薬品製造業

電話番号 059‒361‒3903

ＵＲＬ  

計画テーマ
大豆アミノ酸主成分抗ウイルス・抗菌剤の、特定用途・市場向け製品及びシステムの実用
化

承認番号/計画期間 838 / 平成26年9月～平成31年8月の5年間

企業名 株式会社ヒグチ工業 24.5.16追加

所在地 鈴鹿市稲生塩屋２－１３－１８

業種 管工事業

電話番号 059‒386‒2147

ＵＲＬ  

計画テーマ
消防法規則改正により、唯一のＪＩＳ規格品メーカーとの独占契約締結により、現在の施
工業から施工商社型企業への転換

承認番号/計画期間 727 / 平成23年6月～平成28年5月の5年間

企業名 株式会社美クリエイト H28.5.24追加

所在地 鈴鹿市東旭が岡二丁目８番１０号

業種 その他の洗濯・理容・美容・浴場業

電話番号 ０５９－３８４－７２７２



ＵＲＬ http://www.bihadaya.jp/

計画テーマ お手軽に利用できる月額定額料金通い放題セルフエステコミュニティーの実現

承認番号/計画期間 ８５８ / 平成２７年１２月～平成３２年１１月の５年間

 

企業名 美建総業有限会社 23.8.29追加

所在地 桑名市大字西方899番地

業種 住宅リフォーム工事業

電話番号 0594‒24‒4945

ＵＲＬ http://www.biken.jp/

計画テーマ  

承認番号/計画期間 692 / 平成23年5月～平成28年4月の5年間

企業名 株式会社ビケント 23.10.20追加 26.8.26追加（821）

所在地 津市豊が丘五丁目１５番３号

業種 医薬品・化粧品等卸売業

電話番号 059‒230‒3391

ＵＲＬ http://www.bikent.com

計画テーマ  

承認番号/計画期間

380 /

702 /

821 /

企業名 株式会社ビコーインプレス

所在地 四日市市羽津４３５０－１

業種 建設業

電話番号 ０５９－３６１－３９２３

ＵＲＬ  

計画テーマ 自社加工場増設により古材・端材を使用可能とする【新】店舗建設手法

承認番号/計画期間 ５１０ / 平成２０年４月～平成２５年３月の５年間

企業名 株式会社ＢＥＥ ＴＲＵＳＴ H26.8.11追加

所在地 四日市市伊倉２丁目７－２３

業種 貸家業，貸間業

電話番号 059‒340‒7680

ＵＲＬ http://www.bee‒trust.com

計画テーマ 「伊達式」自主管理方式の拡販で大家さんの収益力強化を支援する！

承認番号/計画期間 814 / 平成26年5月～平成31年4月の5年間

企業名 有限会社日間賀電子

所在地 津市高茶屋２－１５－３

業種 電気機械器具修理業

電話番号 ０５９－２３４－１６３３

ＵＲＬ  

計画テーマ 東芝産業機器「サービスステーション」部門の新設



承認番号/計画期間 ４５５ / 平成２０年１月～平成２２年１２月の３年間

企業名 ひまわり工務店 H27.6.9追加

所在地 四日市市西日野町４１５０－２

業種 給排水・衛生設備工事業

電話番号 059‒322‒0831

ＵＲＬ  

計画テーマ 高齢者の在宅介護に特化したリフォーム事業の展開

承認番号/計画期間 840 / 平成27年1月～平成30年12月の4年間

企業名 平井基也税理士事務所

所在地 津市大倉１３－１９

業種 税理士事務所

電話番号 ０５９－２２５－５４４４

ＵＲＬ http://www.tkcnf.com/atax

計画テーマ 中小企業への業績管理指導

承認番号/計画期間 ３６３ / 平成１８年１月～平成２２年１２月の５年間

企業名 株式会社平岡組 22.6.3追加

所在地 桑名市大字太夫104番地1

業種 一般管工事業

電話番号 0594‒23‒1088

ＵＲＬ http://www.hiraokagumi.com/

計画テーマ 地中工事の可視化による経営革新

承認番号/計画期間 619 / 平成21年4月～平成25年3月の4年間

企業名 有限会社平岡健康開発研究所

所在地 松阪市嬉野権現前８４６－１

業種 サービス業

電話番号 ０５９８－４２－８８８０

ＵＲＬ  

計画テーマ 学校形式のスポーツクラブ運営による次世代総合健康増進事業の展開

承認番号/計画期間 １６１ / 平成１４年４月～平成１７年３月の３年間 

企業名 平松産業株式会社

所在地 四日市市大字塩浜２８２３－１

業種 パルプ、紙加工品製造業

電話番号 ０５９３－４５－２３４１

ＵＲＬ  

計画テーマ 情報の共有化等やりがいのある企業作りを目指した社内ネットワークの構築

承認番号/計画期間 １６０ / 平成１４年１０月～平成１７年９月の３年間 

企業名 平本樹脂工業株式会社

所在地 伊勢市小俣町本町２７０

業種 ＦＲＰ製品設計製造業、真珠・貴金属製品の販売

電話番号 ０５９６－２２－２１２８



ＵＲＬ  

計画テーマ 新企画・設計による新規需要の創出と新たな加工方法による事業展開

承認番号/計画期間 ４２０ / 平成１９年３月～平成２２年２月の３年間

企業名 有限会社ヒルズマーク

所在地 伊勢市曽祢１－９－１４

業種 婦人服小売、コインランドリー

電話番号 ０５９６－２８－３３８２

ＵＲＬ  

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ５１６ /

企業名 株式会社ひろ 22.12.15追加

所在地 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島2295‒2

業種 生鮮魚介卸売業

電話番号 0597‒47‒5137

ＵＲＬ  

計画テーマ 特殊コンテナによる新たな活魚輸送システムの構築と海外市場の開拓

承認番号/計画期間 648 / 平成22年5月～平成25年4月の3年間 

企業名 廣瀬精工株式会社

所在地 伊勢市小俣町本町７７０

業種 一般機械器具製造業

電話番号 ０５９６－２５－７１１１

ＵＲＬ  

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ３４４ /  

企業名 株式会社ファインデンタル H28.5.26追加

所在地 名張市東田原２７４３番地

業種 医療に附帯するサービス業

電話番号 ０５９５－６５－６０００

ＵＲＬ http://www.labo‒fine.co.jp/

計画テーマ
３１４ / 歯科技工用ＣＡＤ・ＣＡＭによる新たな生産方式の導入
４８７ / ジルコニア用プレスセラミック導入
８５９/ 高齢者患者、介護施設、歯科医師のニーズに応える歯科技工製品の開発

承認番号/計画期間
３１４ / 平成１７年７月～平成２０年６月の３年間
４８７ / 平成２０年９月～平成２３年８月の３年間
８５９ / 平成２８年９月～平成３２年９月の５年間

企業名 ファッションハウス マリモ

所在地 熊野市木本町５７７

業種 婦人服小売業

電話番号 ０５９７－８９－３０２２

ＵＲＬ  http://www.zb.ztv.ne.jp/t‒factory/index.htm

計画テーマ 地域発のアパレルブランドの確立と販売

承認番号/計画期間 ５６６ / 平成２１年１月～平成２５年１２月の５年間



企業名 有限会社Ｆａｉｒｙ 23.4.18追加

所在地 名張市つつじが丘北8番町23

業種 無店舗小売業（織物・衣服・身の回り品小売）

電話番号 0595‒68‒1181

ＵＲＬ http://www.princess‒nail.com/

計画テーマ
ネットショップとサロンを融合させた複合型ネイル・サロンの業態開発と全社的な売上の
増進

承認番号/計画期間 670 / 平成22年7月～平成25年6月の3年間

企業名 株式会社フォーサイト

所在地 松阪市松名瀬町６００番地２０

業種 損害保険代理業

電話番号 ０５９８－５９－１３７２

ＵＲＬ  

計画テーマ 蛍光灯型ＬＥＤ照明器具の成果報酬制リース方式の導入

承認番号/計画期間 ５４３ / 平成２０年６月～平成２４年５月の４年間  

企業名 フォレストライディングクラブ株式会社 24.2.22追加

所在地 名張市滝之原26番地1

業種 他に分類されない卸売業

電話番号  

ＵＲＬ  

計画テーマ 乗馬と福祉を組み合わせた「乗馬クラブ」の展開による経営革新

承認番号/計画期間 718 / 平成23年4月～平成27年3月の4年間

企業名 株式会社福岡醤油店 26.2.17追加

所在地 伊賀市島ヶ原１３３０

業種 しょう油・食用アミノ酸製造業

電話番号 0595‒59‒3121

ＵＲＬ http://www.hasamezu.co.jp

計画テーマ
和食文化を受け継ぐ「はさめず醤油」を使った新商品の開発・製造・販売と海外展開への
挑戦

承認番号/計画期間 794 / 平成25年7月～平成30年6月の5年間

企業名 有限会社福和 H27.3.20追加

所在地 津市西丸之内６－４

業種 他に分類されないその他の製造業

電話番号 059‒226‒7336

ＵＲＬ http://rakujiki.com/

計画テーマ パンプスの踵が脱げない「シューズベルト」の開発及び販売

承認番号/計画期間 833 / 平成26年8月～平成29年7月の3年間

企業名 藤井撚糸株式会社

所在地 四日市市羽津町２０－１４

業種 繊維加工業



電話番号 ０５９－３３１－８３５１

ＵＲＬ http://www.nenshi.co.jp

計画テーマ .

承認番号/計画期間 ４５７ /  

企業名 富士印刷株式会社

所在地 四日市市南起町４－１

業種 印刷業

電話番号 ０５９－３５２－８１８１

ＵＲＬ http://www.ｆujiprn.co.jp

計画テーマ 衛生管理工場の整備による新分野への拡販とＳＣＭ型企業への転換

承認番号/計画期間 ３４３ / 平成１８年４月～平成２１年３月の３年間 

企業名 株式会社フジ技研 25.8.16追加

所在地 三重郡菰野町杉谷１６４５－３

業種 自動車・同附属品製造業

電話番号 059‒396‒3945

ＵＲＬ http://www.fujigiken.jp

計画テーマ 試作部品製作と量産設備製作をトータルに請け負う量産化支援体制の確立

承認番号/計画期間 782 / 平成24年8月～平成29年7月の5年間

企業名 株式会社富士珈琲 22.6.10追加（621）

所在地  

業種 茶類卸売業

電話番号 ０５９－２２５－０７５３

ＵＲＬ http://www.fuji‒coffee.co.jp/

計画テーマ コーヒーフレッシュシステムの構築（621） 

承認番号/計画期間
２０５ /

６２１ /

企業名 株式会社フジタ

所在地 桑名市大字安永５０３番地

業種 電気機械機器製造販売業

電話番号 ０５９４－２１－３３２１

ＵＲＬ http://www.shoujikun.com

計画テーマ 電磁石応用技術のバージョンアップと販路拡大

承認番号/計画期間 ４１７ / 平成１９年５月～平成２３年４月の４年間 

企業名 藤田こんにゃく

所在地 津市美杉村八知６９５８

業種 食料品製造業

電話番号 ０５９－２７４－０７８１

ＵＲＬ  

計画テーマ こんにゃくを使った和菓子シリーズ「新食感こんにゃく村」の開発と販売

承認番号/計画期間 ３６９ / 平成１８年１０・氏̀平成２１年９月の３年間 



企業名 株式会社プラスワン

所在地 津市久居野村町５０６番地４

業種 建築リフォーム工事業

電話番号 ０５９－２５４－０５００

ＵＲＬ http://www.mie‒plus1.com

計画テーマ 持ち家の賃貸活用による高齢者住み替え支援事業

承認番号/計画期間 ５５４ / 平成２０年７月～平成２４年６月の４年間 

企業名 有限会社ふらんす 26.5.28追加

所在地 伊勢市御薗町長屋６９１番地１

業種 菓子・パン小売業

電話番号 0596‒27‒6698

ＵＲＬ  

計画テーマ 新商品開発と新たな販売ルートの確保による全国展開事業の確立

承認番号/計画期間 810 / 平成25年10月～平成29年9月の4年間

企業名 株式会社ブランチェ

所在地 四日市市赤堀南町５－２１

業種 美容商材販売

電話番号 ０５９－３５０－０８８８

ＵＲＬ  

計画テーマ 新商品【高電解処理水生成器】の開発・販売

承認番号/計画期間 ３８９ / 平成２０年４月～平成２３年３月の３年間 

企業名 株式会社プリンテック H27.5.14追加

所在地 津市納所町４３－３

業種 印刷業

電話番号 059‒223‒6046

ＵＲＬ  

計画テーマ
最新鋭のカラーデジタル機を導入し、多種多様な印刷ニーズに対応しながら新たなビジネ
スモデルを構築

承認番号/計画期間 836 / 平成26年9月～平成31年8月の5年間

企業名 株式会社フルバック

所在地 四日市市阿倉川町３－２２

業種 ソフトウェア業

電話番号 ０５９－３５９－５８１１

ＵＲＬ http://www.fullback.co.jp/

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ５３９ /

企業名 株式会社ブレイン

所在地 四日市市城西町１３番２８号

業種 広告代理

電話番号 ０５９－３５５－８６３９

ＵＲＬ  



計画テーマ

２８５/高効率テキストに基づく資格取得のためのブレイン式Ｅラーニングシステムの開発
と運営

５２８/国内初！サプリメント美健シャワー（仮称）の開発と販売

承認番号/計画期間
２８５ / 平成１６年１０月～平成１９年９月の３年間

５２８ / 平成２１年３月～平成２５年３月の５年間

企業名 株式会社ブレーン・コーポレーション 22.3.4追加

所在地 伊賀市上野東町２９５７

業種 建築・リフォーム業

電話番号  ０５９５－２４－１７８１

ＵＲＬ  

計画テーマ 介護保険住宅改修工事の自社展開とフランチャイズ化

承認番号/計画期間 ６００ / 平成２１年４月～平成２６年３月の５年間 

企業名 株式会社フローラ

所在地 四日市市馳出町三丁目３９番地

業種 飼料・有機質肥料製造業

電話番号  ０５９－３４５－１２６１

ＵＲＬ  http://www.hb‒101.co.jp/

計画テーマ 完全無農薬農業の映像公開による安全性アピール

承認番号/計画期間 ５５８ / 平成２１年２月～平成２５年１月の４年間 

企業名 ヘアーサロンコバヤシ

所在地 伊勢市小俣町元町１８０１

業種 理容業

電話番号  

ＵＲＬ  

計画テーマ 医療用かつらと美容技術を活用した新たなサービスの提供

承認番号/計画期間 ５０７ /  

企業名 平和薬局 22.2.3追加

所在地 津市久居本町１３５５

業種 医薬品・化粧品小売業

電話番号  ０５９－２５５－２６３７

ＵＲＬ  

計画テーマ メイクボランティアと皮膚科専門医との連携システムを用いた新しい薬局形態の開発

承認番号/計画期間 ５９１ / 平成２１年１月～平成２５年１２月の５年間 

 

企業名 BAGEL  FUNS 24.4.1追加

所在地 多気郡明和町馬之上1180‒1

業種 食品製造小売業

電話番号 0596‒52‒0006

ＵＲＬ  http://www.bagelfuns.com/

計画テーマ 地域資源を生かした健康ベーグル等の開発と食スタイルの提案



承認番号/計画期間 725 / 平成24年1月～平成28年12月の5年間

企業名 株式会社ベルテック

所在地 津市東丸ノ内１８－１６長谷部ビル２Ｆ

業種 職別工事

電話番号 ０５９－２２１－３６５５

ＵＲＬ  

計画テーマ 住宅用クローゼットシステム収納（Ｂ＆Ｆ）の開発・販売及び環境影響改善事業の開始

承認番号/計画期間 １３７ / 平成１４年９月～平成１９年８月の５年間 

企業名 豊栄工業株式会社 24.9.6追加

所在地 員弁郡東員町瀬古泉字美之菜６８３

業種 金属プレス製品製造業

電話番号 0594‒76‒5960

ＵＲＬ  http://hoei‒kogyo.com/

計画テーマ 生産性と品質向上を目指した関連加工化による更なる取引先との連携強化

承認番号/計画期間 738 / 平成23年9月～平成26年8月の3年間

企業名 豊栄工業株式会社

所在地 松阪市飯南町深野５１６

業種 プラスチック製品製造業

電話番号 ０５９８－３２－２３１０

ＵＲＬ  

計画テーマ  

承認番号/計画期間 １５８ /  

企業名 有限会社豊和精機 H28.6.2７追加

所在地 鈴鹿市小社町６５１－１

業種 建設用・建築用金属製品製造業

電話番号 ０５９－３７１－１２０９

ＵＲＬ  

計画テーマ 最新設備の導入とIoT活用等で熟練ノウハウを「見える化」し生産性向上を図る取組

承認番号/計画期間 ８６６ / 平成２７年１０月～平成３２年９月の５年間

 

企業名 御菓子司株式会社星安

所在地 名張市平尾２９７７－２

業種 菓子小売業

電話番号 ０５９５－６３－５０５０

ＵＲＬ http://www.hosiyasu.com

計画テーマ 和洋菓子の製造即売方式への転換と新商品開発、地元物産販売への新たな事業展開

承認番号/計画期間 ４８１ / 平成１９年６月～平成２４年５月の５年間

企業名 豊和電器工作所

所在地 津市大里窪田町２３２０

業種 電子部品製造業



電話番号 ０５９－２３１－１６６５

ＵＲＬ  

計画テーマ
伝説のパッティングスタイルが今蘇る！新時代のサイドサドルパターでワンランク上のス
コアを実現！

承認番号/計画期間 ５１７ / 平成２０年１月～平成２４年１２月の５年間

企業名 株式会社北勢オイルサービス 26.8.26追加

所在地 四日市市芝田１丁目１１－２５

業種 一般貨物自動車運送業

電話番号 059‒354‒1591

ＵＲＬ  

計画テーマ  

承認番号/計画期間 823 /

企業名 有限会社ホクセイギフトセンター

所在地 員弁郡東員町大字八幡新田１３５番地の１

業種 その他小売業

電話番号 ０５９４－７６－５３６３

ＵＲＬ  

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ５２３ /

企業名 株式会社ホクセイスーパー 25.4.3追加

所在地 いなべ市北勢町阿下喜７２９

業種 百貨店，総合スーパー

電話番号 0594‒72‒4141

ＵＲＬ  

計画テーマ 山間地域の高齢者に買物する楽しみを与え、安心・安全を見守る移動販売事業

承認番号/計画期間 775 / 平成24年5月～平成27年4月の3年間

企業名 有限会社ＢＯＳＣＯ 22.1.22追加

所在地 四日市市別名５丁目４－２８

業種 木造建築工事業

電話番号 ０５９－３３４－３３０３

ＵＲＬ http://www.bosco‒at.com

計画テーマ 未来がミエる、長生き地熱活用住宅

承認番号/計画期間 ５８９ / 平成２１年６月～平成２６年５月の５年間

企業名 ボディーショップ橋本 24.1.25追加

所在地 伊勢市小俣町湯田976‒4

業種 自動車整備業

電話番号 0596‒28‒8938

ＵＲＬ  

計画テーマ
提供するサービスの融合による他社との差別化～事故・故障車の運搬ロードサービスと板
金修理を一貫して行うことで、顧客の利便性を図る～

承認番号/計画期間 714 / 平成23年4月～平成27年12月の5年間



企業名 ボンマルシェ

所在地 津市久居新町１０９１－１

業種 菓子・パン小売業

電話番号 ０５９－２５６－３３６６

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 ５４７ / 平成２１年１月～平成２５年１２月の５年間


