
事業者名 市町

有限会社井筒屋商店 津市

有限会社パティスリームラング 津市

白山技研株式会社 津市

株式会社村上商店 津市

株式会社岡田金属 津市

株式会社いつもの 津市

菓子工房Voyage 津市

十得 津市

有限会社ドル・シー 津市

株式会社ZIPRANS 津市

株式会社堀川クリーニング 津市

株式会社make one's 津市

からだ工房MINOAKA（みのあか） 津市

みやはら鍼灸接骨院 津市

有限会社Office Lan 津市

八千代パン有限会社 津市

陶山製陶所 四日市市

株式会社堀製麺 四日市市

株式会社いちばんフードサービス 四日市市

株式会社中村製作所 四日市市

東洋工業株式会社 四日市市

有限会社エフティーデザイン 四日市市

有限会社市村 四日市市

MirrorBlue&Dolce 四日市市

ウシオデンタルラボラトリー 四日市市

ＳＡＲＥＥ 四日市市

小林設備工業株式会社 四日市市

合同会社鉢ノ葦葉 四日市市

伴農場 四日市市

加藤塗料株式会社 四日市市
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日印食品開発有限会社 四日市市

トーア紡マテリアル株式会社 四日市市

リール 四日市市

株式会社プリケイション 四日市市

株式会社オリオン 四日市市

伊勢西村ハイヤー有限会社 伊勢市

伊勢製餡所株式会社 伊勢市

有限会社ラボ・ビューティー 伊勢市

有限会社山村乳業 伊勢市

株式会社ライフサポート 伊勢市

有限会社松幸農産 伊勢市

有限会社中幸青果 伊勢市

株式会社酒徳昆布 伊勢市

有限会社進学塾ISM 伊勢市

Umlaut 伊勢市

美美かつた 伊勢市

株式会社原田組 伊勢市

有限会社勝原産業 伊勢市

エバーラケット株式会社 伊勢市

株式会社ゴーリキ 伊勢市

本家かまどや岩渕店 伊勢市

株式会社まる天 伊勢市

有限会社ふらんす 伊勢市

スナック優 伊勢市

イーグルジャパン株式会社 伊勢市

合同会社アズ 伊勢市

株式会社あゆむ設計室 伊勢市

有限会社教學舎 松阪市

株式会社橋本屋徳兵衛 松阪市

有限会社タケガワ塗装 松阪市

有限会社谷岡畜産 松阪市

寿八食品 松阪市

久保石油店 松阪市



有限会社村幸 松阪市

株式会社けやきメディカル 松阪市

株式会社アクアメディカル 松阪市

LazuLuLy（ラズリ） 松阪市

インノースデザインオフィス 松阪市

有限会社OWL 松阪市

村林プラスチック 松阪市

jenaframe 松阪市

有限会社きりい 松阪市

株式会社オクムラ 松阪市

株式会社イクシー多度営業所 桑名市

株式会社水谷精機工作所 桑名市

有限会社お花ちゃん生花店 桑名市

有限会社昭榮製作所 桑名市

株式会社岡村農園 桑名市

うなぎ与八 桑名市

桑名エンヂニアリングプラスチック株式会社 桑名市

立松鋳造株式会社 桑名市

奥山安蔵商店株式会社 桑名市

マルエイ 桑名市

天元工業株式会社 桑名市

有限会社タツミ石油 桑名市

モティベ 鈴鹿市

株式会社木村建築 鈴鹿市

株式会社エンジョイ 鈴鹿市

エムツー・サイン有限会社 鈴鹿市

株式会社すずきゅう 鈴鹿市

株式会社ヤマザキファーム 鈴鹿市

有限会社トヨダ 鈴鹿市

山崎自動車株式会社 鈴鹿市

ヒロテック 名張市

JOLION株式会社 名張市

Rita Design 名張市



esthetique canola 名張市

楠丑材木店 尾鷲市

有限会社明正 亀山市

有限会社草河乳業 亀山市

ファーム松尾 亀山市

日誠丸 鳥羽市

株式会社一井 鳥羽市

おかのうえ+River Village 鳥羽市

生喜モータ有限会社 鳥羽市

ＭＵＳＥＡ 鳥羽市

株式会社明北 いなべ市

株式会社SAKURAコーポレーション いなべ市

ペコリスコーン いなべ市

株式会社トミナガ いなべ市

伊藤牧場 いなべ市

もものき接骨院 いなべ市

株式会社三井 いなべ市

ヘアサロンイトウ いなべ市

マル信緑香園 いなべ市

株式会社リアン いなべ市

株式会社サカエ自動車 いなべ市

株式会社マツウラ 伊賀市

たつた 伊賀市

ニカク食堂 伊賀市

株式会社大栄産業 東員町

有限会社ホクセイギフトセンター 東員町

中京プラケア株式会社 東員町

株式会社エネライフ 東員町

株式会社アクア 菰野町

有限会社こもの花苑 菰野町

Sign Board LIKE 菰野町

HOTGREASE PAINT＆REPAIR 菰野町

サンホウ株式会社 菰野町



おやまの雑貨店 菰野町

有限会社エイチツーコーポレーション 菰野町

化粧品のすみれ 菰野町

株式会社福福 菰野町

有限会社山口陶器 菰野町

株式会社丸商 菰野町

快生院 菰野町

cord café 朝日町

吉田自動車販売株式会社 川越町

有限会社荒木國一商店 川越町

株式会社モルタン 川越町

株式会社スマイルコットン 川越町

有限会社レイズ 川越町

ユアースタイル 川越町

革屋マービー 川越町

株式会社TYJD DANCE STUDIO 川越町

株式会社田村建設 多気町

河合農園 多気町

読売センター相可玉城 多気町

Cavallo（カヴァロ） 明和町

株式会社Aruru Japon（アルルジャポン） 明和町

北川建機サービス 大台町

株式会社三重額椽 大台町

有限会社岡野自動車商会 玉城町

有限会社レイルロード 玉城町

カントリーハウス 玉城町

株式会社ひのき家 大紀町

大宮店見並 大紀町

株式会社丸池 南伊勢町

森組 右田班 南伊勢町

酒蔵と地魚の宿 桃太郎 紀北町

株式会社魚匠海人 紀北町

南紀グリーンハウス 御浜町



松本農園 御浜町

とうげミュージアム 御浜町

産屋敷建具店 紀宝町


