
経営革新計画承認企業一覧（や行）

企業名 株式会社八里屋 21.4.17追加

所在地 三重郡菰野町竹成２８９番地１

業種 豆腐製品製造業

電話番号 ０５９３－９９－２１２１

ＵＲＬ  

計画テーマ 工場直営店の新設・アウトレット商品の販売

承認番号/計画期間 ５２９ / 平成２０年４月～平成２３年３月の３年間 

企業名 株式会社柳川建材店 22.1.6追加

所在地 四日市市久保田２丁目１２－３８

業種 建築材料卸売業

電話番号 ０５９－３６３－４９１０

ＵＲＬ http://www.yanagawakenzai.co.jp/

計画テーマ
耐震性を備えた自然素材テラコッタ取付金物の開発と省エネ、建築物の長寿化に貢献する
外壁通気乾式工法の販売

承認番号/計画期間 ５８３ / 平成２１年１月～平成２５年１２月の５年間 

企業名 ヤマウチ印刷 25.3.19追加

所在地 津市栄町３丁目２６３番地

業種 印刷業

電話番号 059‒224‒4025

ＵＲＬ  

計画テーマ 「超小型クーポン付会社案内パンフ」の開発及び活用方法の提案による売上の向上

承認番号/計画期間 765 / 平成24年1月～平成28年12月の5年間

企業名 有限会社ヤマオカテクノサービス 24.4.1追加

所在地 松阪市嬉野小原町492－2

業種 清掃業

電話番号 0598‒48‒2333

ＵＲＬ http://www.myfavorite.bz/yamaoka techno/pc/index.html

計画テーマ 古くなった和風日本住宅の輝きを取り戻す清掃

承認番号/計画期間 723 / 平成24年1月～平成28年12月の5年間

企業名 株式会社ヤマキ勢力菊次郎商店 22.4.23追加

所在地 鳥羽市答志町１３番地

業種 海産物加工業

電話番号 ０５９３－３７－２７１９

ＵＲＬ http://www.yamaki.bz/

計画テーマ 新設備導入による安心安全な商品化の実現

承認番号/計画期間 ６１０ / 平成２１年９月～平成２４年８月の３年間 

企業名 株式会社山口工務店

所在地 伊勢市浦口２－９－２５

業種 総合工事



電話番号 ０５９６－２３－１５７８

ＵＲＬ http://www.yamaguchi‒co.co.jp/

計画テーマ 耐震測定器による数値を利用したリフォーム営業方式の確立

承認番号/計画期間 １７１ / 平成１４年１１月～平成１９年１０月の５年間 

企業名 有限会社山口商店 23.5.24追加

所在地 津市高洲町24番18号

業種 廃棄物再生事業（プラスチック・鉄くず）

電話番号 059226‒1521

ＵＲＬ  

計画テーマ 家畜糞尿の撹拌技術の開発および撹拌機の販売と有機物分解処理の提案営業

承認番号/計画期間 681 / 平成22年4月から平成27年3月の5年間

企業名 株式会社山下組

所在地 志摩市志摩町和具７９９－２

業種 総合建設業

電話番号 ０５９９－８５－０４３１

ＵＲＬ  

計画テーマ 住宅専門事業部の創設による個人用注文住宅建築事業への参入

承認番号/計画期間 ３３９ / 平成１７年８月～平成２２年７月の５年間 

企業名 有限会社山下製作所 26.5.21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  

企業名 有限会社ヤマショー 25.1.22追加

所在地 北牟婁郡紀北町海山区船津１０７９

業種 各種食料品小売業

電話番号 0597‒36‒1616

ＵＲＬ http://mie‒yamasho.com/

計画テーマ 地域の特性を活かした「ファストフィッシュ」商品の新商品開発及び新市場の開拓

承認番号/計画期間 751 / 平成24年6月～平成29年5月の5年間

企業名 株式会社山甚 21.5.8追加

所在地 松阪市飯南町粥見４８８０番地

業種 製材業、木製品製造業

電話番号 ０５９８－３２－４５７７

ＵＲＬ  

計画テーマ 県内産杉を用いた「三重の家」の開発

承認番号/計画期間 ５３６ / 平成２０年４月～平成２４年３月の４年間 

企業名 山伸興業株式会社



所在地 員弁郡東員町瀬古泉１１０８

業種 産業廃棄物処理業

電話番号 ０５９４－７６－６２７７

ＵＲＬ  

計画テーマ 「目に見える」ゼロエミッションへの挑戦

承認番号/計画期間 ５００ / 平成２０年１０月～平成２５年９月の５年間 

企業名 株式会社やまぜんホームズ 21.6.26追加

所在地 桑名市多度町下野代９００番地

業種 木造建築工事業

電話番号 ０５９４－４８－５２２４

ＵＲＬ http://www.yamazen‒k.co.jp/

計画テーマ 「化学物質ゼロで地震にも強い健康住宅」の提供による経営革新

承認番号/計画期間 ５４４ / 平成２０年８月～平成２４年７月の４年間 

企業名 株式会社山高呉服店

所在地 四日市市芝田１－２－１３

業種 呉服小売業

電話番号 ０５９－３５２－４４４１

ＵＲＬ  

計画テーマ 着物販売から総合きものコンサルティングセールス

承認番号/計画期間 ３５０ / 平成１８年６月～平成２２年５月の４年間 

企業名 ヤマダ鋸センター

所在地 松阪市立田町６７２の１

業種 金属製品製造業

電話番号 ０５９８－２８－３２８２

ＵＲＬ http://www.znet.ne.jp/msd/yamadanoko/

計画テーマ 超硬バンドソーの開発製作

承認番号/計画期間 １４１ / 平成１４年８月～平成１７年７月の３年間 

企業名 山忠食品工業株式会社

所在地 亀山市布気町１５５９－９

業種 食料品製造業

電話番号 ０５９５－８２－１３４７

ＵＲＬ http://www.mozuku.co.jp/

計画テーマ 安定出荷体制の確立を目指した新たな製造・出荷包装ラインの導入

承認番号/計画期間 １４２ / 平成１４年７月～平成１８年６月の４年間

企業名 やまちょう 21.7.21追加

所在地 津市白山町南家城１０９３－１

業種 織物・衣服・身の回り品小売店

電話番号 ０５９－２６２－３００３

ＵＲＬ   http://893yamachou.info

計画テーマ  



承認番号/計画期間 ５５０ /

企業名 山二造酢株式会社 28.2.1追加

所在地 津市阿漕町津興２４７６番地

業種 調味料製造業

電話番号 ０５９－２２５－２３２１

ＵＲＬ   http://www.yamani‒vinegar.com/

計画テーマ アジア諸国向け飲む酢「デーツ酢」の新商品開発及び海外への販路開拓

承認番号/計画期間 ８５１ / 平成27年4月～平成30年3月の3年間

 

企業名 株式会社山松 24.8.14追加

所在地 桑名市松並町１丁目１１番地

業種 その他の建築材料卸売業

電話番号 0594‒22‒6631

ＵＲＬ http://www.yamamatsu‒gr.co.jp/

計画テーマ 新商品ビオトープサンドの多様な販売方法の確立

承認番号/計画期間 734 / 平成24年4月～平成27年3月の3年間

企業名 株式会社ヤマムラ

所在地 松阪市笠松町１０７

業種 コンクリート製品製造業

電話番号 ０５９８－５６－３２２１

ＵＲＬ  

計画テーマ ガラス廃材の再商品化開発

承認番号/計画期間 ３２２ / 平成１７年１０月～平成２０年９月の３年間

企業名 山本商会

所在地 多気郡大台町下真手１０７２番地

業種 金属加工業

電話番号 ０５９８－７６－０６１５

ＵＲＬ  

計画テーマ  ＢＤＦ技術による環境対策と燃料費削減

承認番号/計画期間 ５１４ / 平成２０年１２月～平成２４年１１月の４年間

企業名 ＹＯＵＲＳむとう 25.3.19追加

所在地 松阪市曽原町２２１－９

業種 機械器具小売業

電話番号 0598‒56‒2138

ＵＲＬ  

計画テーマ 休耕田・耕作放棄地の再生と有効利用（ソーラーファーム事業の提案）

承認番号/計画期間 766 / 平成24年1月～平成28年12月の5年間

企業名 株式会社ユー

所在地 名張市南町８３４－１

業種 新聞発行業



電話番号 ０５９５－６２－１５５１

ＵＲＬ http://www.iga‒younet.co.jp/

計画テーマ インターネットによるタウン情報発信事業及び宅配事業の構築

承認番号/計画期間 １４３ / 平成１４年９月～平成１７年８月の３年間

企業名 有限会社ユーアンドアイ 25.4.3追加

所在地 三重郡菰野町小島４１７－１５８

業種 各種食料品小売業

電話番号 059‒396‒5755

ＵＲＬ  

計画テーマ 「豆野一族」シリーズによる商品展開と新感覚食感の「おとうふ丼」による経営革新

承認番号/計画期間 773 / 平成24年6月～平成27年5月の3年間

企業名 株式会社ユウキホーム

所在地 名張市桔梗が丘西３番町１街区２９番地

業種 不動産業、サービス業

電話番号 ０５９５－６６－１５５５

ＵＲＬ http://www.youkihome.co.jp/

計画テーマ 不動産賃貸管理業を応用した「動物霊園」の経営

承認番号/計画期間 ３００ / 平成１７年２月～平成２１年１月の４年間

企業名 有限会社勇健工業 21.7.16追加

所在地 三重郡菰野町潤田８１３－１３

業種 床工事業

電話番号 ０５９－３９４－５４８７

ＵＲＬ http://www.cty‒net.ne.jp/∼yuken/bottom.html

計画テーマ クリーンルーム床パネル用「耐震金具」と新工法の開発

承認番号/計画期間 ５４８ / 平成２１年４月～平成２６年３月の５年間

企業名 ユナイト三重株式会社 24.3.8追加

所在地 松阪市小津町800番地

業種 青果仲卸業

電話番号 0598‒56‒8001

ＵＲＬ http://www.unitemie.jp/

計画テーマ 生鮮食料品のコールドチェーンの確立

承認番号/計画期間 722 / 平成23年10月～平成28年9月の5年間

企業名 株式会社夢小袖

所在地 津市東丸ノ内３－７

業種 呉服小売業

電話番号 ０５９－２２６－４３５１

ＵＲＬ http://www.yumekosode.com

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ４８２ /

企業名 株式会社横井サイト工房 23.3.31追加



所在地 三重郡菰野町大字千草7054番地108

業種 情報処理サービス業

電話番号 059‒329‒3550

ＵＲＬ http://www.yokoi‒site‒studio.co.jp/

計画テーマ
簡易Web更新ツールの開発及びマンガコンテンツの提供による市場の新規開拓・深耕と売
り上げのＵＰ

承認番号/計画期間 666 / 平成22年9月～平成25年8月の3年間

企業名 株式会社ヨシザワ 28.6.28追加

所在地 鈴鹿市三日市町１８２３番地の１

業種 工業用プラスチック製品製造業

電話番号 059‒382‒3323

ＵＲＬ http://www.yoshipack.co.jp

計画テーマ プラスチック真空・圧空成型品における新たな高精度工業用トレーの製造販売

承認番号/計画期間 861 / 平成27年4月～平成30年3の3年間

 

企業名 有限会社吉田電装 24.10.26追加

所在地 伊賀市御代９１６－３

業種 自動車一般整備業

電話番号 0595‒45‒2877

ＵＲＬ  

計画テーマ
自動車修理工場の現場目線から生まれた多様なオリジナルエコ商品の全国及び中国市場へ
の展開

承認番号/計画期間 747 / 平成24年5月～平成27年4月の3年間

企業名 有限会社よしっくす 23.9.30追加

所在地 鈴鹿市長太新町一丁目4番11号

業種 金物卸売業

電話番号 059‒385‒3111

ＵＲＬ http://www.yosix.com/index.html

計画テーマ 新商品「からとーる」の開発・応用による売上の増進及び新市場・新規顧客の開拓

承認番号/計画期間 695 / 平成22年9月～平成27年8月の5年間

企業名 株式会社YOTSUMI 21.4.17追加

所在地 鈴鹿市南江島町２３番１０号 マルトビル１F

業種 他に分類されないサービス業

電話番号 ０５９－３８８－１１０６

ＵＲＬ http://www.yotsumi.co.jp

計画テーマ 天然芝マットを使用したゴルフ練習場の事業化

承認番号/計画期間 ５３０ / 平成２０年４月～平成２４年３月の４年間


