
団体名 所在地 業種

株式会社 アイ・エヌ・ジー 木曽岬町 サービス業（他に分類されないもの）

青木製材所 津市 製造業

有限会社　青山建設 津市 建設業

株式会社アクト 菰野町 建設業

有限会社あけぼの警備保障 松阪市 サービス業（他に分類されないもの）

朝日ガスエナジー　株式会社 四日市市 電気・ガス・熱供給・水道業

株式会社アサプリホールディングス 桑名市 サービス業（他に分類されないもの）

社会福祉法人安濃津福祉会 津市 医療、福祉

海女小屋　相差かまど 鳥羽市 宿泊業、飲食サービス業

海女の家　五左屋 鳥羽市 卸売業・小売業

株式会社　彩 津市 建設業

イケダアクト株式会社 鈴鹿市 建設業

池和重機株式会社 松阪市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社　石吉組 志摩市 建設業

伊勢くすり本舗株式会社 伊勢市 製造業

株式会社　伊藤工務店 伊勢市 建設業

いなべ子育てネットワークいなこね いなべ市 サービス業（他に分類されないもの）

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

株式会社今西商運 津市 運輸業、郵便業

有限会社岩間設備 四日市市 建設業

株式会社　　院南組 菰野町 建設業

株式会社ウィル・ドゥ 伊勢市 情報通信業

株式会社宇戸平工務店 津市 建設業

株式会社エコアドバンス 伊賀市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社エス・アイ・シー 松阪市 製造業

株式会社エヌエステック 桑名市 建設業

エムシーパートナーズ株式会社　中日本センター　三重オフィス 四日市市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社エンジョイ 鈴鹿市 医療、福祉

オウサツキッチン0032 鳥羽市 宿泊業、飲食サービス業

大内山動物園 大紀町 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社O－GOE 四日市市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社大西縫工所 大台町 製造業

一般社団法人　大山田農林業公社 伊賀市 農業、林業

有限会社　ALL地域リハネットワーク 伊勢市 医療、福祉

株式会社岡興産 いなべ市 建設業

小川電気工事株式会社 名張市 建設業

奥岡建設工業株式会社 いなべ市 建設業

株式会社オデッサ三重 伊勢市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社　おにぎりの桃太郎 四日市市 食品製造、販売、卸

オフィス・ヒロ 桑名市 情報通信業

社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院 松阪市朝日町 医療、福祉

有限会社　加藤端子工業 津市 製造業

紙小津産業株式会社 松阪市 卸売業、小売業

亀山ライオンズクラブ 亀山市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社　川原製茶 多気町 卸売業、小売業

北浦工業　株式会社 伊勢市 製造業

有限会社北岡建設 明和町 建設業

北三重通信システム株式会社 四日市市 建設業
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北村音響 明和町 学術研究、専門・技術サービス業

有限会社　キャトルウッド 松阪市 建設業

近畿日本ツーリスト株式会社　津支店 津市 サービス業（他に分類されないもの）

近畿日本ツーリスト株式会社　四日市営業所 四日市市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社近鉄百貨店四日市店 四日市市 卸売業、小売業

楠町商工会　青年部 四日市市 サービス業（他に分類されないもの）

グリーンウッドタクミ協同組合 松阪市 製造業

グリーンライフ株式会社 鈴鹿市 卸売業、小売業

有限会社　クリエイト 伊勢市 不動産業、物品賃貸業

栗田工業株式会社 四日市市 製造業

呉山コルク工業株式会社 四日市市 製造業

有限会社桑名不動産鑑定所 桑名市 不動産業、物品賃貸業

株式会社けやきメディカル 松阪市 医療・福祉

有限会社　コマツ電子 伊賀市 製造業

株式会社　五味建設 紀北町 建設業

株式会社小山 志摩市 生活関連サービス業、娯楽業

株式会社　近藤建設 伊勢市 建設業

株式会社近藤友男商店 伊勢市 卸売業、小売業

有限会社　阪組 津市 建設業

株式会社ササキ塗研 四日市市 建設業

株式会社 佐野テック 菰野町 製造業

株式会社サポート24　伊勢本店 伊勢市 金融業、保険業

株式会社サポート24　大紀支店 大紀町 金融業、保険業

株式会社サポート24　松阪支店 松阪市 金融業、保険業

株式会社サン・サービス 鳥羽市 宿泊業、飲食サービス業

株式会社サン浦島　あじ蔵carocaro 鳥羽市 宿泊業、飲食サービス業

株式会社サン浦島　　御宿　The　Earth 鳥羽市 宿泊業、飲食サービス業

株式会社サン浦島 悠季の里 鳥羽市 宿泊業、飲食サービス業

株式会社三栄建設 大台町 建設業

株式会社　三エスゴム 四日市市 卸売業、小売業

山央工業株式会社 鈴鹿市 建設業

三恭工業有限会社 菰野町 建設業

有限会社　三功 津市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社 三光エンジニアリング 四日市市 建設業

サンユー技研工業株式会社 津市 製造業

株式会社　三洋開発 津市 学術研究、専門・技術サービス業

有限会社　三和真珠 伊勢市 卸売業、小売業

ＪＴK有限会社 伊勢市 建設業

潮路亭 鳥羽市 宿泊業、飲食サービス業

志摩市商工会 志摩市 公務（他に分類されるものを除く）

志摩地中海村 志摩市 宿泊業、飲食サービス業

株式会社高野 桑名市 建設業

株式会社　昭栄建設 伊勢市 建設業

株式会社　真珠漬本舗 伊勢市 製造業

株式会社新生わたらい茶 度会町 卸売業、小売業

シンフォニアエンジニアリング株式会社　伊勢事業所 伊勢市 建設業

株式会社真和工務店 四日市市 建設業

有限会社瑞宝軒 亀山市 卸売業、小売業

末広運輸株式会社 四日市市 運輸業、郵便業

2 / 5 ページ



団体名 所在地 業種

有限会社スカイル 明和町 製造業

杉野工業株式会社 鈴鹿市 製造業

鈴鹿享栄学園　鈴鹿高等学校　特進コース 鈴鹿市 教育、学習支援業

株式会社セイワ 鈴鹿市 卸売業、小売業

株式会社　SECOND SCRUM INC. 松阪市 金融業、保険業

株式会社せこ住研 玉城町 建設業

株式会社　ゼロ 玉城町 情報通信業

社会福祉法人　洗心福祉会 津市 医療、福祉

株式会社センチュリークリエイティブ 桑名市 医療、福祉

株式会社セントラルリフォーム 津市 建設業

第一生命保険株式会社　三重支社 津市 保険業

大王運輸株式会社 明和町 運輸業、郵便業

株式会社　大扇 四日市市 機材工具販売業

大東建託株式会社　鈴鹿支店 鈴鹿市 建設業

大平金属株式会社 東員町 卸売業、小売業

有限会社竹ヤ装建　絆ハウス 玉城町 建設業

有限会社　ダスキン米彦 伊勢市 卸売業・小売業

株式会社タナカ 四日市市 卸売業・小売業

有限会社　田村総合保険事務所 （代理店名：アークス） 津市 金融業、保険業

中央建設株式会社 四日市市 建設業

中外医薬生産株式会社 伊賀市 製造業

株式会社中間TRC 津市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社中勢ゴム 津市 製造業

津安芸農業協同組合 津市 複合サービス事業

椿緑化株式会社 鈴鹿市 建設業

株式会社ティ．ディ．エムエンタープライズ 四日市市 サービス業、飲食サービス業

株式会社テクノ・バンダリー 松阪市 製造業

株式会社デンソートリム 菰野町 製造業

株式会社　東亜機工 桑名市 卸売業、小売業

特定医療法人同心会遠山病院 津市 医療、福祉

東誠工機　株式会社 桑名市 製造業

東邦地水株式会社 四日市市 サービス業（他に分類されないもの）

トーケントランスポート　株式会社 津市 運輸業、郵便業

鳥羽国際ホテル 鳥羽市 宿泊業、飲食サービス業

株式会社　トミテックスチール 松阪市 製造業

とよさ　株式会社 伊賀市 農業、林業

中川林業株式会社 松阪市 卸売業・小売業

株式会社　 中村組 尾鷲市 建設業

株式会社 中山自工 伊勢市 サービス業（他に分類されないもの）

名張近鉄ガス株式会社 名張市 電気・ガス・熱供給・水道業

株式会社ナヤデン 桑名市 卸売業、小売業

南勢糧穀 株式会社 伊勢市 卸売業、小売業

西井　正高 明和町 不動産業、物品賃貸業

医療法人　西井歯科医院 明和町 医療、福祉

日本テクノ株式会社　三重営業所 四日市市 電気・ガス・熱供給・水道業

株式会社日本メディア 四日市市 建設業

NEMU GOLF CLUB 志摩市 宿泊業、飲食サービス業

NEMU RESORT　HOTEL NEMU 志摩市 宿泊業、飲食サービス業

野島飼料株式会社 松阪市 製造業

野村證券株式会社津支店 津市 金融業、保険業
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株式会社　ハートランド 津市 不動産業、物品賃貸業

株式会社　バイタル 津市 複合サービス事業

株式会社はぐみ 四日市市 サービス業（他に分類されないもの）

有限会社　婆娑羅 伊勢市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社　長谷川建装 鈴鹿市 建設業

長谷電工株式会社 松阪市 建設業

ＮＰＯ法人ＨＡ－ＨＡ－ＨＡ 津市 医療、福祉

パワーサプライテクノロジー株式会社 松阪市 製造業

株式会社美建 鈴鹿市 製造業

株式会社日乃出エヤコン 松阪市 建設業

ヒメヤ工業 有限会社 伊勢市 製造業

株式会社　平井 明和町 医療、福祉

株式会社平野塗装 四日市市 サービス業（他に分類されないもの）

フコク印刷工業有限会社 四日市市 製造業

株式会社　富洋組 四日市市 建設業

ホクセイ株式会社 桑名市 製造業

株式会社保険のアンサー 津市 金融業、保険業

株式会社保険みらいエール 名張市 金融業、保険業

有限会社ホテルみち潮 鳥羽市 宿泊業、飲食サービス業

株式会社ポンプス 伊勢市 建設業

株式会社マツザカ 松阪市 サービス業（他に分類されないもの）

株式会社マツザキ 伊賀市 建設業

株式会社　松本組 松阪市 建設業

株式会社　まる天 伊勢市 製造業

マルト建設株式会社 名張市 建設業

丸文工業株式会社 志摩市 建設業

株式会社マルヨシコーポレーション 鈴鹿市 建設業

三重環境開発株式会社 伊勢市 サービス業（他に分類されないもの）

公益財団法人 三重県建設技術センター 津市 サービス業（他に分類されないもの）

三重水熱工業株式会社 津市 建設業

三重電子株式会社 明和町 製造業

三重執鬼株式会社 鈴鹿市 運輸業、郵便業

三重農林建設株式会社 津市 建設業

三重リコピー株式会社 津市 卸売業、小売業

株式会社御木本真珠島 鳥羽市 サービス業（他に分類されないもの）

三舞建設株式会社 鈴鹿市 建設業

宮本建設株式会社 伊勢市 建設業

社会福祉法人むつみ福祉会 松阪市 医療、福祉

有限会社　村幸 松阪市 卸売業、小売業

森大建地産株式会社 伊賀市 建設業

藪建設株式会社 津市 建設業

山一建設株式会社 伊賀市 建設業

株式会社山口自動車 四日市市 サービス業

山添建設　株式会社 大紀町 建設業

株式会社 ヤマタケ 名張市 建設業

株式会社山田製材 鈴鹿市 建設業

有限会社ヤマモト住設 松阪市 建設業

株式会社UL Japan 伊勢市 学術研究、専門・技術サービス業

吉川建設株式会社 伊勢市 建設業

4 / 5 ページ



団体名 所在地 業種

有限会社　ﾗｲｽﾞ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 鈴鹿市 金融業、保険業

株式会社　ライラック 四日市市 金融業、保険業

リフォームのヨシムラ 鈴鹿市 建設業

株式会社　リペックス 四日市市 建設業

株式会社　隆工業 四日市市 建設業

ルミナス学院 津市 教育、学習支援業

株式会社レイワレンタカー 志摩市 サービス業（他に分類されないもの）

有限会社レンタル若葉　レントオール松阪 松阪市 不動産業、物品賃貸業

有限会社　わかば共栄保険 名張市 金融業、保険業

わがまち助け合いNetworKUSU 四日市市 サービス業（他に分類されないもの）
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