
中小企業地域資源活用促進法 認定事業者一覧 平成29年12月8日時点

事業者名 所在地 活用地域資源 事業概要

1
長谷製陶株式会社

平成19年10月12日認定
伊賀市 伊賀焼

伊賀焼の特長である「呼吸

する土」と呼ばれる陶土や焼

成技術を活かした熱源の多

様化に対応する新陶製調

理器群～「温・故・値・新」シ

リーズ～の製造・販売事業

2
東海鋳造株式会社

平成19年10月12日認定
桑名市 桑名の鋳物

桑名の鋳物技術を生かした

海外向けホーロー鋳物五徳

を中心にした鋳物製品の製

造販売事業

3

ギョルメ舎フーズ株式会

社

平成19年12月10日認定

紀北町 東紀州の干物

電子レンジでの簡単調理を

実現した「東紀州の干物」の

新・食スタイル～「そのまんま

レンジ」「レンジ料亭」各シ

リーズの製造・販売事業～

4

ミナミ産業株式会社

共同申請者：株式会社

クリエイト寿づか

平成19年12月10日認定

四日市市 四日市萬古焼

萬古焼を活用した蒸気二重

鍋式「萬来鍋」と地元食材

による手づくり豆腐キット（萬

来シリーズ）の事業化及び

販路開拓

5
三和水産株式会社

平成20年2月20日認定
尾鷲市 養殖まだい

地元尾鷲の養殖まだいを使

い独自の製法技術で開発、

商品化した「焼鯛」の販売と

販路拡大

6
株式会社鷲洋

平成20年2月20日認定
尾鷲市 養殖まだい

尾鷲の養殖まだいを活用し、

独自の製法で加工商品化さ

れた「鯛めし」を中心とした鯛

関連商品群の製造販売事

業

7
有限会社サンエイ

平成20年3月26日認定
志摩市

伊勢志摩の郷

土寿司

志摩地方の郷土料理「てこ

ね寿司」が家庭で簡単に味

わえる『てこね寿司の素』の

製造販売

8
株式会社ブランカ

平成20年3月26日認定
鳥羽市 蓮台寺柿

蓮台寺柿葉を活用した地元

銘菓『シェルレーヌ』の新商品

（アソート品含む）の製造

販売

9
株式会社アシベ工芸

平成20年9月24日認定
亀山市 亀山のローソク

洋ろうそくの製造技術を活用

し、櫨（ハゼ）の実を配合し

た、芯切り不要な新『和ろう

そく』の製造販売

10
株式会社アーリー・バード

平成20年12月24日認定
伊勢市 鳥羽の離島

伊勢鳥羽初、産学官民連

携や科学的根拠に基づいた

企画（運動、食事、健康指

導）と離島の観光資源を融

合させた「ウェルネスの旅」の

催行

11
有限会社若松屋

平成20年12月24日認定
伊勢市 水産練製品

伊勢かまぼこの製造技術を

駆使した「ソフト新魚肉練り

商品シリーズ」の開発、販路

拡大

対 象 商 品
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12
大松屋

平成21年2月23日認定
志摩市 燻製

「お刺身感覚で食せる魚介

類冷燻商品」の開発・製造

販売

13
株式会社堀製麺

平成21年2月23日認定
四日市市

小麦、伊勢うど

ん

県内初の三重県産小麦を

100％使用した全粒粉配合

の伊勢うどんの開発、生産

及び販路拡大

14
奥野食品株式会社

平成21年9月11日認定
松阪市 大豆

三重県産大豆に納豆製造

技術を活かした納豆惣菜・

納豆スイーツの開発販売事

業

15
株式会社いとめん本店

平成21年12月4日認定
四日市市 小麦

三重県産小麦を使用した新

食感生パスタシリーズの開

発、製造及び販路拡大

16
有限会社牧野商店

平成22年2月16日認定
松阪市

米粉

海藻加工品

三重県産米粉、海藻加工

品の特性を活かした「米粉

入り、海藻加工品（アオサ、

ひじき）入り新こんにゃくシ

リーズ」の開発、製造、販売

17

株式会社中野

共同申請者：合資会社

中野商店

平成22年2月16日認定

紀宝町 米酢

伝統的な静置発酵製法を

活用して副成分まで発酵さ

せた酢ドリンクの製造、販売

事業

18
有限会社寿総合食品

平成22年10月4日認定
松阪市 大豆

三重県産大豆フクユタカと地

元海産物等を活用した新食

感ふりかけの製造・販売事

業

19

伊勢くすり本舗株式会社

（有限会社パイン・メディ

テックから名称変更）

平成23年2月2日認定

伊勢市 萬金丹

萬金丹の特徴を生かし開

発・製造した『伊勢国朝熊

岳  萬金飴』の販路拡大事

業

20
株式会社松阪マルシェ

平成23年9月29日認定
松阪市 伊勢茶

伊勢茶の活性化を目指し開

発、商品化した『伊勢の和

紅茶』シリーズの拡販事業

21
有限会社久政

平成24年6月20日認定
志摩市 薫製品

独自の手火山焙乾方式で

燻した伊勢志摩・波切産節

から加工した削り節等の製

造販売事業

22
有限会社藤総製陶所

平成24年6月20日認定
四日市市 四日市萬古焼

｢茶を愉しむ」萬古焼・至高

急須シリーズの製造販売事

業



事業者名 所在地 活用地域資源 事業概要 対 象 商 品

23
竹政製陶有限会社

平成24年10月１日認定
四日市市 四日市萬古焼

遠赤外線セラミック製でカ

ラーバリエーションを実現した

萬古節水調理鍋「ウォーター

リッド鍋」の製造・販売事業

24
万協製薬株式会社

平成24年10月１日認定
多気町 伊勢茶

伊勢茶を活用した化粧品

「まごころ」シリーズの製造・販

売事業

25

株式会社マルゴ松村商

店

平成25年2月4日認定

尾鷲市
養殖まだい、ブ

リ

尾鷲の養殖まだい、ブリの中

落ちを活用した「骨までまるご

と」手ほぐし商品シリーズの製

造・販売事業

26
銀峯陶器株式会社

平成25年10月16日認定
四日市市 四日市萬古焼

萬古焼土鍋製造ノウハウを

活用した機能性調理器具

「菊花」「ＢＬＩＳＳＩＯ」

シリーズの製造・販売事業

27
有限会社すぎもと農園

平成26年2月3日認定
御浜町 柑橘加工品

ナリンギンを含んだサマーフ

レッシュの粉末を活用した柑

橘ドリンクの製造・販売事業

28
株式会社猪の倉

平成27年2月2日認定
津市 猪の倉温泉

猪の倉温泉においてノル

ディックウォーキングを取り入

れた健康体験型プログラムの

提供販売事業

29

株式会社三重ロボット外

装技術研究所（株式会

社三重木型製作所から

名称変更）

平成27年2月2日認定

四日市市

プラスチック及び

プラスチック製

品

軟質プラスチックの切削加工

技術を活用した柔軟・弾力

素材加工による介護ロボット

等外装の試作品等製造・販

売事業

30
有限会社ヤマショー

平成27年2月2日認定
紀北町

冷凍水産加工

食品

冷凍加工ノウハウを活用した

ニギスやマンボウの水産加工

食品の製造・販売事業

31
株式会社ウェルフード

平成27年7月6日認定
鈴鹿市 大豆

三重県産大豆を使用した糖

質制限パン・スイーツの製

造・販売事業

32
ＯＫＫＯ真珠株式会社

平成28年2月3日認定
伊勢市 真珠

三重県産養殖アコヤ真珠を

活用した濃染真珠の宝飾

品・アクセサリー製造・販売

事業

33
尾鷲物産株式会社

平成28年2月3日認定
尾鷲市 ブリ、マグロ

鮮度・品質を高める独自加

工技術によるブリ・マグロ加工

製品の製造販売事業

34
伊賀越株式会社

平成28年2月3日認定
伊賀市 醤油

天然醸造製法による海外向

け醤油および醤油加工品シ

リーズの開発・製造・販売事

業
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35
おぼろタオル株式会社

平成28年7月6日認定
津市 タオル製品

豊かな表現を可能とする新

たなおぼろ染め技術等で実

現するタオル製品等の開発・

販売事業

36
三重化学工業株式会社

平成28年10月14日認定
松阪市

プラスチック及び

プラスチック製

品

特殊プラスチック素材の配

合・調合技術を活かした冷

却具等一般医療機器等の

製造・販売事業

37
株式会社TA西村

平成29年2月3日認定
鳥羽市 薫製品

独自の急速冷凍技術と冷

燻技術を活かした真鯛等鮮

魚等の冷燻冷凍製品の製

造・販売事業

38
株式会社アクアイグニス

平成29年2月3日認定
菰野町 伊勢茶

独自の真空撹拌技術によっ

て伊勢茶の特徴を活かした

焼菓子等の製造・販売事業

39
有限会社山藤

平成29年8月10日認定
南伊勢町 伊勢志摩の干物

常温保存ですぐに食べられる

鮮魚等の串干物製造・販売

事業

40
有限会社上野屋

平成29年12月8日認定
松阪市

海藻加工品、

米粉

独自の配合・撹拌技術を用い

た海藻・米粉等を用いたこん

にゃく製品等の製造・販売事業


