
団体名 所在地 業種

株式会社　あいカンパニー 桑名市 建設業

株式会社　アイテクノス いなべ市 卸売業、小売業

株式会社　アイフク・テック 伊勢市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社　アクアプランネット 松阪市 宿泊業、飲食サービス業

有限会社　浅井ビルクリーナー 津市 生活関連サービス業、娯楽業

旭電気株式会社 四日市市 製造業

朝日土木株式会社 四日市市 建設業

アシュメリー・クリエイト株式会社 松阪市 卸売業、小売業

有限会社アットホーム 伊勢市 不動産業、物品賃貸業

アトリエ　オランジェ atelier orange 四日市市 卸売業、小売業

アルコ株式会社 津市 建設業

アルフレッサ株式会社 津市 卸売業、小売業

株式会社アレクシード 津市 情報通信業

伊賀上野ケーブルテレビ株式会社 伊賀市 情報通信業

伊勢 菊一 伊勢市 卸売業、小売業

伊勢小俣町商工会 伊勢市 公務（他に分類されるものを除く）

伊勢金型工業株式会社 伊勢市 製造業

株式会社　伊勢福 伊勢市 複合サービス事業

株式会社イセヤ 伊勢市 卸売業、小売業

磯田建設株式会社 松阪市 建設業

いつみや木工 川越町 製造業

株式会社伊藤工務店 桑名市 建設業

株式会社井本組 熊野市 建設業

岩崎産業株式会社 木曽岬町 運輸業、郵便業

株式会社ウイング 松阪市 運輸業、郵便業

株式会社　上田新工業 四日市市 建設業

上原工業株式会社 四日市市 建設業

株式会社　上村組 南伊勢町 建設業

社会福祉法人　ウェルハート厚生会 明和町 医療、福祉

株式会社　宇城組 熊野市 建設業

宇野重工株式会社 松阪市 建設業

株式会社ウメダハウジング 大紀町 建設業

有限会社　エクステクノ 四日市市 建設業

エコ建創 桑名市 建設業

エミタス　キオスク売店 津市 卸売業、小売業

エミタス一志高野 津市 医療、福祉

エミタス大倉事業所 津市 医療、福祉

株式会社M・Kプランニング　BabyCareクレッチェ 津市 医療、福祉

株式会社M・Kプランニング 津市 医療、福祉

株式会社旺輝グループ 鈴鹿市 建設業

大石屋 伊勢市 宿泊業、飲食サービス業

大川運輸倉庫株式会社 川越町 運輸業、郵便業

オオノ不動産 四日市市 不動産業、物品賃貸業

オキツモ株式会社 名張市 製造業

おぼろタオル株式会社 津市 製造業

株式会社カーサービス中部 津市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社カーゾック 鈴鹿市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社　ＧＡＲＤＥＮ　桑名店 桑名市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社　ＧＡＲＤＥＮ　四日市店 四日市市 サービス業（他に分類されないもの）

懐古ロマンの宿　季さら 鳥羽市 宿泊業、飲食サービス業

貝新物産株式会社 桑名市 卸売業、小売業

株式会社　笠井土木 四日市市 建設業

霞興業有限会社 桑名市 建設業

加藤亜希行政書士事務所 鈴鹿市 公務（他に分類されるものを除く）
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有限会社 加藤研磨 桑名市 製造業

ガルエージェンシー伊勢湾 四日市市 サービス業（他に分類されないもの）

ガルエージェンシー三重 津市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社GARURU Corporation 亀山市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社カワキタエクスプレス 亀山市 運輸業、郵便業

川越運送株式会社 川越町 運輸業、郵便業

株式会社　キア・コンサルティング 尾鷲市 卸売業、小売業

キオクシア株式会社 四日市工場 四日市市 製造業

季さら別邸 刻～toki～ 鳥羽市 宿泊業、飲食サービス業

株式会社 北嘉組 伊勢市 建設業

株式会社　北川鉄工建設 松阪市 建設業

きたざわ農園 津市 農業、林業

北村物産 株式会社 伊勢市 製造業

一般社団法人紀北町観光協会 紀北町 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社 共同技術コンサルタント 伊賀市 学術研究、専門・技術サービス業

株式会社草川製作所 亀山市 建設業

株式会社久志本組 四日市市 建設業

国光カーボン工業株式会社 鈴鹿市 製造業

社会保険労務士法人グラントうさみ 四日市市 サービス業（他に分類されないもの）

車いすde伊勢神宮参拝プロジェクト 伊勢市 教育、学習支援業

株式会社　黒潮運輸 尾鷲市 運輸業、郵便業

くわしんリース株式会社 桑名市 金融業、保険業

桑名商工会議所 桑名市 サービス業（他に分類されないもの）

桑名電装株式会社 桑名市 製造業

Ｋ＆Ｋコヤマ株式会社 四日市市 卸売業、小売業

結婚相談所　ザ・ベストマリアージュ 伊勢市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社小久保鉄工所 津市 製造業

株式会社　こだま 津市 建設業

小林石油株式会社 津市 卸売業、小売業

合同会社komayoshi 東員町 サービス業（他に分類されないもの）

こみはち製作所 川越町 製造業

特定非営利活動法人呼夢・フレンズ 四日市市 医療、福祉

菰野東部交通株式会社 菰野町 運輸業、郵便業

株式会社　西城組 鈴鹿市 建設業

魚と子どものネットワーク 亀山市 学術研究、専門・技術サービス業

株式会社　佐藤製作所 桑名市 製造業

三愛物産株式会社　三重支店 津市 建設業

三栄林産株式会社 亀山市 農業、林業

三岐通運株式会社 四日市市 運輸業、郵便業

三協フイルム紙業株式会社及びECサイト「ミカタパック」 桑名市 卸売業、小売業

株式会社三十三銀行 四日市市 金融業、保険業

株式会社サンスイ 伊勢市 製造業

三糧輸送株式会社 四日市市 運輸業、郵便業

三和建工株式会社 四日市市 建設業

株式会社ＧＭＣ 四日市市 金融業、保険業

株式会社　塩谷組 紀北町 建設業

シグマー技研株式会社 東員町 製造業

資昇運輸株式会社 津市 運輸業、郵便業

シニアハウス・エミタス 津市 医療、福祉

有限会社　志摩衛生社 志摩市 サービス業（他に分類されないもの）

有限会社　昭光堂 松阪市 製造業

白瀧どんぐり小屋の会 鳥羽市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社　眞建 御浜町 建設業

株式会社　神都LIFEパートナーズ 伊勢市 金融業、保険業

株式会社シンユウ・アセット管理 四日市市 不動産業、物品賃貸業
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新陽工業株式会社 四日市市 建設業

森林組合おわせ 紀北町 農業、林業

株式会社　スカイブルー いなべ市 建設業

株式会社 スギテック 津市 製造業

株式会社　鈴工 伊勢市 製造業

勢州建設株式会社 鈴鹿市 建設業

勢進産業株式会社 いなべ市 製造業

盛徳海運建設株式会社 鳥羽市 運輸業、郵便業

株式会社　関本商事 伊賀市 運輸業、郵便業

有限会社　世古　花の小宿　重兵衛 鳥羽市 宿泊業、飲食サービス業

剪定屋空 菰野町 農業、林業

株式会社 造家工房 亀山市 建設業

創建運輸株式会社 伊賀市 運輸業、郵便業

損害保険ジャパン株式会社 津市 金融業、保険業

株式会社　ダイギ 松阪市 卸売業、小売業

大重建築 四日市市 建設業

株式会社ダイシン 四日市市 建設業

大東自動車株式会社　三重県南部自動車学校 伊勢市 教育、学習支援業

ダイドードリンコ株式会社　中京第二支店 津市 卸売業、小売業

有限会社　大平工具製作所 松阪市 製造業

有限会社　大邦興業 鈴鹿市 サービス業（他に分類されないもの）

タカノ商事株式会社 津市 サービス業（他に分類されないもの）

多貴商運株式会社 鈴鹿市 運輸業、郵便業

株式会社TAKUMI 熊野市 卸売業、小売業

株式会社竹島建設 伊賀市 建設業

株式会社タケハラ 志摩市 建設業

谷口工業有限会社 大紀町 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社たまや 四日市市 卸売業、小売業

株式会社　田村組 松阪市 建設業

地域ケア株式会社 津市 医療、福祉

有限会社チカザワジム 津市 卸売業、小売業

中央精密　株式会社 桑名市 製造業

中央土木株式会社 松阪市 建設業

株式会社 中京商事 伊勢市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社 中京電子工業 伊勢市 製造業

中勢警備システム有限会社 明和町 サービス業（他に分類されないもの）

ヂンダ食品工業株式会社 桑名市 製造業

株式会社 辻プロテック工業 鈴鹿市 製造業

津商工会議所 津市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社　土屋建設 明和町 建設業

株式会社津松菱 津市 卸売業、小売業

特定非営利活動法人TSU 津市 教育、学習支援業

寺本歯科医院 鳥羽市 医療、福祉

株式会社 東海フォトデザインシステム 四日市市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社　戸田家 鳥羽市 宿泊業、飲食サービス業

株式会社鳥羽産業 鳥羽市 サービス業（他に分類されないもの）

社会福祉法人鳥羽市社会福祉協議会 鳥羽市 医療、福祉

鳥羽市立鳥羽小学校 鳥羽市 教育、学習支援業

ドリームホールディングス株式会社 松阪市 サービス業（他に分類されないもの）

医療法人　永井病院 津市 医療、福祉

中西総合運輸株式会社 伊賀市 運輸業、郵便業

中日本建設株式会社 四日市市 建設業

中山商運有限会社 松阪市 運輸業、郵便業

株式会社ナベカ 亀山市 製造業

NPO法人　生ごみリサイクル思考の会 東員町 サービス業（他に分類されないもの）
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生川建設株式会社 四日市市 建設業

南紀プロパンガス　株式会社 熊野市 電気・ガス・熱供給・水道業

南勢資材有限会社 松阪市 卸売業、小売業

西川技研 伊賀市 製造業

株式会社　西美組 熊野市 建設業

日東ひまわり亀山株式会社 亀山市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社日本屋 松阪市 建設業

日本オフィス・オートメーション株式会社 四日市市 情報通信業

一般社団法人　日本自動車連盟　三重支部 津市 サービス業（他に分類されないもの）

日本土木工業株式会社 御浜町 建設業

丹羽商事株式会社 伊勢市 卸売業、小売業

一般社団法人ネクストステップ研究会 四日市市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社　ノムラ 伊勢市 建設業

橋爪建材株式会社 伊勢市 卸売業、小売業

有限会社長谷川鈑金塗装（カーブティック三共） 伊勢市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社羽田工業 四日市市 建設業

畑中建設工業株式会社 志摩市 建設業

浜口土木株式会社 伊勢市 建設業

早川産業有限会社 四日市市 建設業

株式会社barrier 亀山市 建設業

バリアフリーホームズ株式会社 四日市市 建設業

ヒノキブン株式会社　三重支店 いなべ市 建設業

百五オフィスサービス株式会社 津市 サービス業（他に分類されないもの）

百五スタッフサービス株式会社 津市 サービス業（他に分類されないもの）

百五リース株式会社 津市 金融業、保険業

株式会社平野組 紀北町 建設業

株式会社　廣嶋組 伊賀市 建設業

廣嶋建材株式会社 伊賀市 製造業

株式会社ファイン不動産 津市 不動産業、物品賃貸業

株式会社ファノバ　伊勢事務所・伊賀事務所・志摩事務所 伊勢市 電気・ガス・熱供給・水道業

株式会社　ファミリーマート 四日市市 卸売業、小売業

合同会社ファンプラス 桑名市 医療、福祉

VSスタッフィング株式会社 四日市市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社　藤井建設 桑名市 建設業

富士印刷 株式会社 四日市市 製造業

藤原工業株式会社 四日市市 建設業

藤原屋 伊勢市 製造業

二見浦ビーチクリーン大作戦 伊勢市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社　プライド物流 菰野町 運輸業、郵便業

株式会社　プランドゥ 鈴鹿市 サービス業（他に分類されないもの）

合同会社プロミネンス 伊勢市 サービス業（他に分類されないもの）

ベトナムの風 伊勢市 卸売業、小売業

ホーリーポット株式会社 大台町 生活関連サービス業、娯楽業

株式会社　ほくせい 桑名市 サービス業（他に分類されないもの）

北勢運送　株式会社 桑名市 運輸業、郵便業

医療法人　北勢会 いなべ市 医療、福祉

北勢商事グループ：北勢商事株式会社・大誠商事株式会社・三愛紙業株式会社 桑名市 卸売業、小売業

有限会社　保険工房みえ 津市 サービス業（他に分類されないもの）

Honda Cars 四日市東／ホンダアシストムラセ株式会社 四日市市 卸売業、小売業

株式会社　ホンダ販売マツモト 津市 卸売業、小売業

マツオカ建機　株式会社 川越町 不動産業、物品賃貸業

松岡建設株式会社 川越町 建設業

マツカワ工業株式会社 津市 建設業

松田工業株式会社 伊勢市 製造業

松田精工株式会社 伊勢市 製造業
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株式会社　丸一ハイテック 東員町 製造業

有限会社まるじ運輸 四日市市 運輸業、郵便業

株式会社　丸昇建設 尾鷲市 建設業

株式会社　丸昇石材 尾鷲市 鉱業、採石業、砂利採取業

株式会社　丸昇ホールディングス 尾鷲市 サービス業（他に分類されないもの）

マルゼン有限会社 津市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社　丸谷建設 四日市市 建設業

マルヒロ産業株式会社 伊勢市 建設業

株式会社　マルミフーズ 鳥羽市 卸売業、小売業

農事組合法人　三重伊賀里山整備活用組合 名張市 複合サービス事業

三重県下垂体友の会 明和町 医療、福祉

一般財団法人三重県環境保全事業団 津市 サービス業（他に分類されないもの）

一般社団法人　三重県トラック協会 津市 サービス業（他に分類されないもの）

三重県美容業生活衛生同業組合 津市 生活関連サービス業、娯楽業

みえ婚 四日市市 生活関連サービス業、娯楽業

三重田村薬品株式会社 松阪市 卸売業、小売業

三重中華飲食文化連合会 津市 サービス業（他に分類されないもの）

有限会社　三重千代田総合保険事務所 津市 金融業、保険業

株式会社　三重電気システム 津市 建設業

三坂ライト工業株式会社 四日市市 製造業

美杉鈑金 津市 サービス業（他に分類されないもの）

水谷建設株式会社 いなべ市 建設業

株式会社みずほ銀行 津市 金融業、保険業

株式会社ミッド八光 菰野町 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社見取コンサルタント 四日市市 学術研究、専門・技術サービス業

株式会社三宅工業 松阪市 建設業

株式会社むつみ運輸 四日市市 運輸業、郵便業

村瀬建設株式会社 鳥羽市 建設業

株式会社　明和製作所 菰野町 製造業

明和町 明和町 公務（他に分類されるものを除く）

諸岡建設株式会社 菰野町 建設業

株式会社安田製作所 桑名市 製造業

株式会社やなぎ 多気町 生活関連サービス業、娯楽業

株式会社　矢野組 朝日町 建設業

株式会社ヤマゲン 津市 製造業

株式会社 山本本店 桑名市 不動産業、物品賃貸業

ヤマモリ株式会社 桑名市 製造業

洋洋住研株式会社 四日市市 建設業

株式会社ライフステージ 松阪市 金融業、保険業

有限会社　ラ・ディッシュ 四日市市 医療、福祉

株式会社LA・PITA 四日市市 卸売業、小売業

株式会社LIXIL　LWT中部支社　三重営業所 津市 製造業

Ｒｅホーム株式会社 津市 建設業

旅館　大田家 鳥羽市 宿泊業、飲食サービス業

リラクゼーションジラク 伊勢市 生活関連サービス業、娯楽業

冷凍プリンソフト株式会社 伊勢市 製造業

NPO法人　歴史と文化のある匠の見える里の会 鈴鹿市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社ロータス 松阪市 卸売業、小売業

和光紙器株式会社 鈴鹿市 製造業
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