
事業者名 市町

有限会社大西畜産 津市

井ノ口鈑金工作所 津市

株式会社縁屋 津市

旭電器工業株式会社 津市

株式会社マイシン 津市

株式会社鳥鹿養鶏園 津市

フタバ電子工業株式会社 津市

株式会社Dollarsea 津市

有限会社みともシール 津市

光和自動車 津市

株式会社ZENホールディングス 津市

有限会社丸伊水産 津市

株式会社ききょうや 津市

Portafortuna♪ 津市

株式会社きのさき 津市

合同会社コスモクリエイション 津市

Child room ぽっぽのおうち 津市

中桐石油株式会社 津市

MELLOW 津市

栄光真珠株式会社 津市

株式会社別所時計店 津市

株式会社川魚問屋丸三商店 津市

有限会社第一プリント社 津市

株式会社加藤工業 津市

有限会社磨洞温泉涼風荘 津市

有限会社Lansen 津市

青木製材所 津市

和食楽　こうち 津市

株式会社いのさん農園 津市

有限会社魚九 津市

第２回三重県新型コロナ克服生産性向上・業態転換支援補助金

採択事業者（市町別）



株式会社キースン 津市

株式会社ミカタアグリ 津市

竹屋牛肉店 津市

酒テラス津Bamboo 津市

株式会社美杉リゾート 津市

Sosu hairs innovation 津市

株式会社イウチ 津市

株式会社あかり屋 津市

やまちょう 津市

株式会社ミヤオカンパニーリミテド 四日市市

創作洋食フルール・ド・セル 四日市市

株式会社INS 四日市市

株式会社サーブ 四日市市

株式会社タイコー建設 四日市市

HOLYHOUSE 四日市市

株式会社エルオーシー 四日市市

有限会社長谷川自動車 四日市市

株式会社モリエール 四日市市

株式会社三ツ星 四日市市

Advantage 四日市市

株式会社ニューポート 四日市市

合同会社プレシャスコネクション 四日市市

カフェハーツ 四日市市

株式会社シリックス 四日市市

森欽窯業株式会社 四日市市

株式会社ぷらいむ 四日市市

マミークラブ 四日市市

株式会社家楽 四日市市

有限会社うな勢 四日市市

呉山コルク工業株式会社 四日市市

株式会社メディサポジャパン 四日市市

中島製茶株式会社 四日市市

Input-s 四日市市



株式会社ウインクス 四日市市

KITCHENS/キッチンズ 四日市市

株式会社華月 四日市市

株式会社クリエイト寿づか 四日市市

有限会社竹寿司 四日市市

特定非営利活動法人障害者支援グループピラミッド 四日市市

株式会社JCC 四日市市

株式会社小林機械製作所 四日市市

サウンドストア服部 四日市市

株式会社MOLATURA 四日市市

株式会社ハリウッドレコード 四日市市

有限会社二軒茶屋餅角屋本店 伊勢市

株式会社伊勢志摩ツーリズム 伊勢市

有限会社林商店 伊勢市

株式会社森伸 伊勢市

大東自動車株式会社 伊勢市

田所歯科 伊勢市

藤原屋 伊勢市

有限会社アルタ・オウトモビルズ 伊勢市

伊勢橋本瓦斯株式会社 伊勢市

北村物産株式会社 伊勢市

株式会社中美建設 伊勢市

有限会社ディオス 伊勢市

とりいち伊勢店 伊勢市

有限会社ナックスフーズ 伊勢市

株式会社CAR・ALL 伊勢市

有限会社大西産業 伊勢市

株式会社バウレット 伊勢市

ナゴヤシンコー株式会社 伊勢市

株式会社宮忠 伊勢市

こびと自動車 伊勢市

オランジェ株式会社 伊勢市

伊勢くすり本舗株式会社 伊勢市



OTTO 伊勢市

伊勢岩尾食品株式会社 伊勢市

hanon 伊勢市

新割烹　柚子 伊勢市

有限会社辻物産 伊勢市

株式会社勢乃國屋 伊勢市

有限会社神公堂 伊勢市

株式会社まる天 伊勢市

株式会社叶夢建設 伊勢市

有限会社ゑびや 伊勢市

有限会社大喜 伊勢市

オバタ書房 伊勢市

伊勢まちづくり株式会社 伊勢市

株式会社マテハン三重 伊勢市

Liz collection 伊勢市

松山海産店 伊勢市

鋳金工房 伊勢市

株式会社濱田カンパニー 伊勢市

ル・バンボッシュ 伊勢市

有限会社ミナミ印刷 伊勢市

株式会社赤福 伊勢市

らーめん　しまじ 伊勢市

三重県真珠株式会社 伊勢市

宿屋五十鈴 伊勢市

株式会社富士建設 伊勢市

株式会社高瀬鉄工所 松阪市

アシスト株式会社 松阪市

オカダコーポレーション株式会社 松阪市

有限会社ケー・アイ飯南 松阪市

マエダクリーン管工業有限会社 松阪市

株式会社川口屋 松阪市

橋本　歩 松阪市

ガレージ三瀬 松阪市



ジャパタイスカヴァティ株式会社 松阪市

喫茶マカロニ 松阪市

斎藤商店 松阪市

INVER HOUSE 松阪市

cokia 松阪市

fram・Any 松阪市

辻製油株式会社 松阪市

有限会社松本紙店 松阪市

株式会社ダイギ 松阪市

株式会社やなぎ 松阪市

有限会社イモト工芸 松阪市

朝日精機株式会社 松阪市

Le bonhert 松阪市

有限会社フェイマス 松阪市

株式会社松阪協働ファーム 松阪市

高橋設備 松阪市

西谷ライスセンター 松阪市

株式会社味国屋 松阪市

杉谷モータース 松阪市

有限会社大平工具製作所 松阪市

株式会社HAYASHI 松阪市

ナカバヤシアピールサポート株式会社 松阪市

株式会社小杉食品 桑名市

有限会社タクミスタジオ 桑名市

株式会社エムアイイーテクノ 桑名市

株式会社UND-K 桑名市

有限会社むぎぞう 桑名市

Pizzeria KEN 桑名市

株式会社アルモニ 桑名市

株式会社ルアナ 桑名市

いきものクッキー専門店 kurimaro collection 桑名市

エコ建創 桑名市

とらや饅頭 桑名市



オーケーズデリカ株式会社 桑名市

SHRUB COFFEE 桑名市

株式会社辻商会 桑名市

株式会社DOUBLE ONE 桑名市

株式会社On-Co 桑名市

貝新物産株式会社 桑名市

株式会社Wish 桑名市

株式会社渡辺石油店 桑名市

株式会社鳥文 桑名市

玉寿司 桑名市

Café Fleur（カフェフラワー） 桑名市

Cache Cache 桑名市

いのうえ精肉店 桑名市

炎龍・呑虎 桑名市

株式会社NEWRECT 桑名市

株式会社三立 桑名市

陣田屋商店 桑名市

アンバーテール 桑名市

株式会社金星堂 桑名市

花乃舎 桑名市

株式会社宮崎工務店 桑名市

アートフォレスト 桑名市

株式会社近藤水産 桑名市

株式会社ウイズ 桑名市

株式会社三和販売 桑名市

伊藤モータース 桑名市

株式会社助来 桑名市

株式会社港屋珈琲 鈴鹿市

株式会社森動物病院 鈴鹿市

Resora株式会社 鈴鹿市

坂倉クリーニング店 鈴鹿市

K&G 鈴鹿市

株式会社TMK建設 鈴鹿市



マゴコロデザイン 鈴鹿市

Adii ezu 鈴鹿市

有限会社かわぎし 鈴鹿市

株式会社マインド 鈴鹿市

株式会社マルカン 鈴鹿市

希望商会 鈴鹿市

I&B仮設株式会社 鈴鹿市

株式会社佛喜 鈴鹿市

株式会社スズカベース 鈴鹿市

スタジオバンビ 鈴鹿市

有限会社スズカ川北食品 鈴鹿市

Boars 鈴鹿市

株式会社小林鈑金 鈴鹿市

株式会社サポートプロ 鈴鹿市

有限会社輪音creation厨 鈴鹿市

株式会社Nobi-tA 鈴鹿市

株式会社ザ・イングリッシュクラブ 鈴鹿市

株式会社伊藤陶器 鈴鹿市

グリーンライフ株式会社 鈴鹿市

株式会社破天荒 鈴鹿市

株式会社髙真 鈴鹿市

椿会館写真室 鈴鹿市

エムフーズサービス株式会社 鈴鹿市

EFT建築設計事務所 鈴鹿市

エムツー 鈴鹿市

オフィスハナ 鈴鹿市

デイ・プラフト 名張市

株式会社亀井商事 名張市

株式会社エムアール 名張市

株式会社森本建築事務所 名張市

株式会社Taichi 名張市

OFFICE-KRS・エンタープライズ 名張市

福田ぶどう園 名張市



株式会社T.L.C 名張市

株式会社森脇商店 名張市

あすの澪 名張市

寿司割烹　醍醐 名張市

澤佐酒造合名会社 名張市

有限会社とらじ 名張市

喫茶ハレノヒ 名張市

尾鷲物産株式会社 尾鷲市

みきさといーぐみ 尾鷲市

有限会社北村商店 尾鷲市

パックスアライブ株式会社 亀山市

出雲屋 亀山市

中国名菜しらかわ 亀山市

ヘアースタジオ　スエザキ 亀山市

株式会社前田製作所 亀山市

株式会社Living Motif KIKI 亀山市

西井歯科 鳥羽市

有限会社晋開産業 鳥羽市

白瀧どんぐり小屋の会 鳥羽市

旅館　魚勘 鳥羽市

田畑商店 鳥羽市

GOWILD 鳥羽市

有限会社轟工業所 鳥羽市

有限会社兵吉屋 鳥羽市

伊勢湾フェリー株式会社 鳥羽市

光和丸 鳥羽市

有限会社すきや 鳥羽市

有限会社扇芳閣 鳥羽市

有限会社世古 鳥羽市

株式会社TA西村 鳥羽市

二見茶屋　夢佳 鳥羽市

海女の黒にんにく　寺だ屋 鳥羽市

上野観光株式会社 鳥羽市



有限会社中野建設 鳥羽市

サコウ食品株式会社 鳥羽市

海太郎炭焜炉 鳥羽市

有限会社秀丸 鳥羽市

株式会社大阪シェル 鳥羽市

株式会社冨久家 鳥羽市

旅館　大田家 鳥羽市

寺前商店 熊野市

有限会社松田石油店 熊野市

株式会社まる悠 熊野市

有限会社水谷水産 熊野市

ファッションハウス　マリモ 熊野市

糸川屋製菓株式会社 熊野市

有限会社員弁ホンダ いなべ市

株式会社DIESEL SEIBI いなべ市

マルカメリヤス有限会社 いなべ市

株式会社GARDENART いなべ市

こんしんクリーニング いなべ市

株式会社多湖モータース いなべ市

granne design いなべ市

大安工業有限会社 いなべ市

有限会社近藤ソウイング いなべ市

株式会社伊丹興業 いなべ市

たどトラベルサロン いなべ市

たなか整骨院 志摩市

EAST BLUE株式会社 志摩市

有限会社宇田ミート 志摩市

明治牛乳磯部宅配センター 志摩市

つり船　まると屋 志摩市

株式会社孝照 志摩市

東原建築工房 志摩市

たこのすけ 志摩市

有限会社旅館橘 志摩市



株式会社志州畜産 志摩市

西岡ファーム 志摩市

優成 志摩市

クロノス株式会社 志摩市

巽 志摩市

マレタトレーディング 志摩市

パールグルメイン竹正 志摩市

中外医薬生産株式会社 伊賀市

一般社団法人大山田農林業公社 伊賀市

あづま工務店 伊賀市

メルヴェイユ 伊賀市

株式会社アイシス 伊賀市

Sideproject Café 伊賀市

ダーコラボラトリ 伊賀市

有限会社春萌窯 伊賀市

西川技研 伊賀市

若戎酒造株式会社 伊賀市

八徳建材 伊賀市

西ざわ笑店 伊賀市

PACHA! 伊賀市

北川牛乳店 伊賀市

株式会社LILY 伊賀市

有限会社竹内建設 木曽岬町

旭金属株式会社 東員町

ヒロセ商会 東員町

水谷蒟蒻店 東員町

株式会社みつわポンプ製作所 東員町

株式会社コスメックス 東員町

有限会社廣嶋製作所 東員町

大起産業株式会社 東員町

有限会社佐々木製菓 菰野町

有限会社角屋 菰野町

有限会社林自動車商会 菰野町



増田園芸 菰野町

Force Engine Labo. 菰野町

黒石窯 菰野町

フラウヘン 菰野町

ベジファームこもの 菰野町

有限会社ラ・ディッシュ 朝日町

望月建築 朝日町

有限会社マルイチ水産 川越町

川村造園有限会社 川越町

ソートフル有限会社 川越町

有限会社すかや呉服店 多気町

有限会社竹川工業 明和町

AUTO GARAGE PIT HOUSE 明和町

田中外装 明和町

岡山建設株式会社 明和町

たなか建築 明和町

株式会社ロカ 大台町

合同会社サイクロス 大台町

合資会社積木商店 大台町

株式会社セーフティ・リ・ファーム８８ 大台町

カレーのてちや 大台町

有限会社城西自動車 玉城町

株式会社西井自動車 玉城町

松井機工有限会社 玉城町

株式会社ゼロ 玉城町

PSYCHO BODYWORKS 度会町

Bloom 大紀町

語らいの里　噺野 大紀町

中建組 大紀町

正丸 南伊勢町

海辺のかわべ屋 南伊勢町

有限会社山藤 南伊勢町

アッパッパ屋 南伊勢町



丸政海産有限会社 紀北町

一栄 紀北町

中村渡船 紀北町

有限会社ヤマショー 紀北町

うまし宿　漁亭　美乃島 紀北町

四季活魚の宿　紀伊の松島 紀北町

なかひらドライ 紀宝町

向井自整有限会社 紀宝町

株式会社AQUA WATER WORKS 紀宝町

田代工業 紀宝町


