
経営革新計画承認企業一覧（ら/わ行）

企業名 株式会社ライフテクノサービス

所在地 津市中央４－１９ＬＴＳ中央ビル

業種 医療、福祉業

電話番号 ０５９－２１３－７７７３

ＵＲＬ http://www.life‒techno.jp/

計画テーマ 居宅介護事業者を支援するＡＳＰサービスの提供

承認番号/計画期間 ３０１ / 平成１７年１月～平成１９年１２月の３年間 

企業名 有限会社 楽らく 23.2.24追加

所在地 南牟婁郡紀宝町成川谷ノ川1071の1

業種 老人福祉・介護事業

電話番号 0735‒28‒0678

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

計画テーマ 高性能、省エネを兼ね備えた回転式多段水耕栽培装置の開発・販売

承認番号/計画期間 657/ 平成22年4月～平成26年3月の4年間

企業名 Ra・due  23.8.3追加

所在地 伊勢市勢田町462‒1

業種 美容業

電話番号 0596‒21‒4534 

ＵＲＬ  

計画テーマ 出張シャンプー・メイクサービスの提供及び高齢者向け美容室の開設

承認番号/計画期間 688 / 平成23年1月～平成26年12月の4年間

企業名 株式会社ラフィーネ 23.5.27追加

所在地 員弁郡東員町山田2071

業種 喫茶店業

電話番号 0594‒76‒8714 

ＵＲＬ  

計画テーマ 北伊勢地域の地物野菜を使った新メニューの開発とレストラン部門の拡充・強化

承認番号/計画期間 682 / 平成22年8月～平成25年7月の3年間

企業名 有限会社ラベンダー

所在地 桑名市新西方２－１７１

業種 婦人服小売業

電話番号 ０５９４－２４－２３４１

ＵＲＬ http://www.e‒lavender.jp/

計画テーマ
感性・ＩＴを活用し、ブランド・テーストミックスとカウンセリング・コーディネート販
売により顧客満足の適正化を実現する会員制ショップの展開

承認番号/計画期間 ３３８ / 平成１７年１２月～平成２２年１１月の５年間 

企業名 株式会社リウォーク

所在地 四日市市浜田町14‒10 ｼｬﾝﾋﾟｱSUZUKI 2F 1号室

業種 介護事業



電話番号 ０５９－３５０－１１２５

ＵＲＬ  

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ５２６

企業名 有限会社利加エンタープライズ 25.10.10追加

所在地 桑名市大仲新田字屋敷３２７番１

業種 専門料理店

電話番号 0594‒41‒3088

ＵＲＬ  

計画テーマ  

承認番号/計画期間  

企業名 有限会社利高 24.6.8追加

所在地 伊賀市中柘植８８２－５

業種 塗装工事業

電話番号 0595‒45‒8098

ＵＲＬ http://www.ict.ne.jp/∼muratakk/index.html

計画テーマ 漢方から生まれた有機肥料の量産化

承認番号/計画期間 729 / 平成23年4月～平成27年3月の4年間

企業名 有限会社リコー電器

所在地 員弁郡東員町笹尾東2‒18‒3

業種 家電製品販売修理及び工事業

電話番号 0594‒76‒7678

ＵＲＬ  

計画テーマ
家電業界の価格競争には地元小売業の結束力の強化で対応し、地元密着深掘戦略で非価格
競争に持ち込む

承認番号/計画期間 645 / 平成22年1月～平成26年11月の5年間

企業名 株式会社Ｒｅ・Ｂｉｒｔｈ・有限会社Ｄ．Ｃ．Ｔ 25.4.3追加

所在地 いなべ市大安町平塚５３２番地・いなべ市大安町大井田１３４７番地６ 

業種 美容業・他に分類されない教育，学習支援業 

電話番号 0594‒77‒3100

ＵＲＬ http://hp‒dct.com/

計画テーマ 美容院とカフェのコラボによる『美』に関する非日常空間の創出

承認番号/計画期間 774 / 平成24年7月～平成29年6月の5年間

企業名 株式会社リフォックス

所在地 四日市市伊坂町１６９３－２

業種 総合建設業（建築主体）

電話番号 ０５９－３６３－７０７０

ＵＲＬ http://www.refocs.co.jp/

計画テーマ 自社経営の透明性と利益確保、社員のモチベーション向上

承認番号/計画期間 ４５４ / 平成１９年１１月～平成２２年１０月の３年間 



企業名 株式会社レストランサポート 22.1.13追加

所在地 三重郡川越町当新田４３４－１

業種 食料・飲料卸売業

電話番号 ０５９－３６１－４７００

ＵＲＬ  

計画テーマ 好・不況に左右されない自社商品の開発と販路開拓

承認番号/計画期間 ５８６ / 平成２１年５月～平成２４年４月の３年間

企業名 レストラン デオール

所在地 北牟婁郡紀北町紀伊長島区長島７８８－９

業種 飲食業

電話番号 ０５９７４－７－３９９８

ＵＲＬ  

計画テーマ 東紀州地域のグルメの発信地

承認番号/計画期間 ４０４ / 平成１９年１月～平成２１年１２月の３年間 

企業名 株式会社リブネット

所在地 伊勢市神久４丁目２番１号

業種 図書館運営受託事業

電話番号 ０５９６－２５－７９０３

ＵＲＬ http://www.libnet.co.jp/

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ３９６ /

企業名 ロカヴォア株式会社 26.5.21追加

所在地 亀山市川合町７５９番地１

業種 その他の食料品製造業

電話番号 0595‒97‒3771

ＵＲＬ http://locavore‒japan.jp/ 

計画テーマ 食品加工品の販売から、減圧低温乾燥、微粉砕加工技術の確立による食品生産分野へ進出 

承認番号/計画期間 805 / 平成25年8月～平成28年7月の3年間 

企業名 株式会社ワカマツ

所在地 名張市上小波田１４５

業種 クレーンサービス業

電話番号 ０５９５－６５－１１８５

ＵＲＬ http://www.wakamatu.co.jp/

計画テーマ .

承認番号/計画期間  

企業名 和興産業株式会社

所在地 松阪市大黒田町５６０番地の２

業種 製材業

電話番号 ０５９８－２３－４８６９

ＵＲＬ  



計画テーマ 木材防護保持剤”ウッドロングエコ”を塗布した国産杉を使用した新商品「木もちｅ‒デッ
キ」の製造と全国ルート販売による売り上げと収益のアップ

承認番号/計画期間 ４２８ / 平成１８年１１月～平成２３年１０月の５年間 

企業名 和食処はった 23.8.8追加

所在地 津市久居新町2751‒8

業種 日本料理店

電話番号 059‒255‒4185

ＵＲＬ  

計画テーマ 地域資源を使ったランチメニューと手土産の開発により新規顧客の開拓

承認番号/計画期間 689 / 平成23年1月～平成27年12月の5年間

企業名 株式会社ワット

所在地 桑名市藤ヶ丘一丁目９０１番地

業種 ゴム製品製造・販売

電話番号 ０５９４－２４－３０６３

ＵＲＬ http://www.watt‒knf.jp/

計画テーマ 商品の国内・自家製造、販売への転換

承認番号/計画期間 ４０５ / 平成１９年４月～平成２２年３月の３年間 


