
経営革新計画承認企業一覧（な行）

企業名 内藤製餡株式会社 22.4.14追加

所在地 四日市市西町１５－１３

業種 その他の食料品製造業

電話番号 ０５９－３５２－３５０８

ＵＲＬ http://www.e‒anko.co.jp

計画テーマ
あん専業メーカーが取り組む、新たな販売チャネルの構築と新たに開発した「和菓子の手
づくりセット」直売提供による新市場開拓の販売計画

承認番号/計画期間 ６０７ / 平成２１年７月～平成２４年６月の３年間

企業名 中井商事株式会社 H27.8.10追加

所在地 志摩市磯部町恵利原９５９－２

業種 洗濯業

電話番号 ０５９９－５５－０２７９

ＵＲＬ  

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ８４２

企業名 有限会社中井商店 22.1.22更新

所在地 伊勢市二見町江６８２－２９

業種 ジュエリー製品小売業

電話番号 ０５９６－４３－２４５６

ＵＲＬ  

計画テーマ ネットを利用した効率的な訪問販売と商品構成の大幅な見直しによる売上げアップ

承認番号/計画期間 ５８５ / 平成２１年８月～平成２６年７月の５年間

企業名 長井船舶

所在地 度会郡南伊勢町栃ノ木竃１４

業種 船舶機械・修理・販売

電話番号 ０５９６－７８－０８６３

ＵＲＬ  

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ２５２ /

企業名 株式会社中尾製作所 21.4.23追加

所在地 津市高茶屋７丁目５番４４号

業種 建築用金属製品製造業

電話番号 ０５９－２３４－２９０１

ＵＲＬ http://www.nakaoss.com

計画テーマ 新製品開発による利益率向上

承認番号/計画期間 ５３２ / 平成２０年１０月～平成２５年９月の５年間 

企業名 株式会社中川製作所

所在地 津市安濃町粟加４４２－３

業種 一般機械器具製造業



電話番号 ０５９－２６８－２３２１

ＵＲＬ http://www.nks‒j.com

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ０９６ /

企業名 株式会社中島組

所在地 四日市市川島町９８９－２

業種 総合工事

電話番号 ０５９３－２１－１３５８

ＵＲＬ  

計画テーマ 協力企業選定方式に係る随意型契約から入札型契約への変革と新たな受注方策の構築

承認番号/計画期間 ２０２ / 平成１５年９月～平成１９年９月の５年間

企業名 有限会社中田商事

所在地 伊賀市柘植町３２７０－５

業種 道路貨物運送

電話番号 ０５９５－２６－３５３５

ＵＲＬ http://www.nakata‒shoji.co.jp

計画テーマ 提案型物流サービス企業への転換

承認番号/計画期間 ２０１ / 平成１５年４月～平成１９年３月の４年間

企業名 有限会社中田商事

所在地 伊賀市千歳辻之内７２７－１

業種 産業廃棄物収集運搬業

電話番号 ０５９５－２６－３５３５

ＵＲＬ  

計画テーマ 静脈物流から動脈物流への新規参入

承認番号/計画期間 ３３６ / 平成１７年９月～平成２２年８月の５年間

企業名 中村鋼業株式会社 H28.6.28追加

所在地 桑名郡木曽岬町大字栄２６０番地

業種  

電話番号  

ＵＲＬ  

計画テーマ 自社オリジナルの改良を加えた最新設備の導入による、高品質な厚板加工の確立

承認番号/計画期間 ８５３ / 平成２７年４月～平成３１年３月の５年間

 

企業名 なかむら建設株式会社 22.2.18追加

所在地 伊勢市中須町６０９

業種 木造建築工事業

電話番号 ０５９６－２５－６３６３

ＵＲＬ http://nakamurakensetu.jp/

計画テーマ 住まいのリノベーション～強く、美しく「今甦る昭和の家」～

承認番号/計画期間 ５９７ / 平成２１年４月～平成２６年３月の５年間



企業名 株式会社中村製作所

所在地 四日市市広永町１２４５

業種 金属加工機械製造業

電話番号 ０５９－３６４－９３１１

ＵＲＬ http://www.nakamuraseisakusyo.co.jp/

計画テーマ 環境と無人化を同時に実現する新たな生産システムの導入

承認番号/計画期間 ４７２ / 平成１９年７月～平成２４年６月の５年間

企業名 中山水熱工業株式会社

所在地 鈴鹿市平野町７６８６－１０

業種 設備工事建設業

電話番号 ０５９３－７５－０３３０

ＵＲＬ  

計画テーマ
自然言語処理技術を応用した知識管理システムの開発・販売と情報共有ツールを利用した
営業力強化

承認番号/計画期間 ２１１ / 平成１５年８月～平成１８年９月の４年間

企業名 有限会社ナニハ木材

所在地 松阪市山下町２６９

業種 一般製材業

電話番号 ０５９８－２８－２５３５

ＵＲＬ  

計画テーマ 新商品不燃木材、不燃布、木製乾燥機を使用した提案型木材工業会社への転換

承認番号/計画期間 ４１１ / 平成１９年４月～平成２４年３月の５年間

企業名 株式会社鍋忠建材 21.7.16追加

所在地 三重郡菰野町大字吉沢１４３９番地１

業種 砂利採取業

電話番号 ０５９－３９４－２２２２

ＵＲＬ  

計画テーマ 環境にやさしい安全、安心で改良を加えた良質な山砂の販売

承認番号/計画期間 ５４９ / 平成２０年８月～平成２５年７月の５年間

企業名 株式会社ナベル 25.1.22追加

所在地 伊賀市ゆめが丘７丁目２－３

業種 他に分類されない製造業

電話番号 0595‒21‒5060

ＵＲＬ http://www.Bellows.co.jp

計画テーマ
国内に残る工作機械向けの新たな複合的なジャバラ型カバー等の提案と効率的な生産、販
売体制

承認番号/計画期間 752 / 平成24年10月～平成27年9月の3年間

企業名 生川倉庫株式会社

所在地 鈴鹿市国分町６５０

業種 倉庫業

電話番号  



ＵＲＬ  

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ３５３ /

企業名 株式会社南勢養鶏

所在地 度会郡南伊勢町伊勢路１１５２－２

業種 鶏卵販売業

電話番号 ０５９９－６５－３５２９

ＵＲＬ http://www.coccoland.jp

計画テーマ 廃鶏卵を利用した新商品の開発と市場展開

承認番号/計画期間 ４９８ / 平成２０年１月～平成２３年１２月の４年間

企業名 株式会社西川建設 23.3.24追加

所在地 松阪市大黒田町305

業種 建築工事業

電話番号 0598‒21‒4341

ＵＲＬ  

計画テーマ 本格的省エネ住宅の開発及び生活体験を通した販売による経営革新

承認番号/計画期間 663 / 平成22年9月～平成26年8月の4年間

企業名 西日本エコアドバンス株式会社 23.12.8追加

所在地 伊賀市下友生字池之谷3012番地3

業種 機械解体業

電話番号 0595‒26‒1826

ＵＲＬ http://www.ecoadvance.co.jp/

計画テーマ 希土類磁石の再生・生産設備の導入による高付加価値経営の実現事業

承認番号/計画期間 706 / 平成23年5月～平成27年4月の4年間

企業名 有限会社西村酸素販売

所在地 伊勢市黒瀬町中尾９０４－１３

業種 高圧ガス等販売業

電話番号 ０５９６－２３－４４５４

ＵＲＬ http://www.nishimurasanso.co.jp

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ３０５ /

企業名 合資会社西村商店

所在地 度会郡玉城町田丸２４４

業種 食料品製造業

電話番号 ０５９６－５８－２２２５

ＵＲＬ http://www.mieman.co.jp/

計画テーマ 豆腐オカラや鶏がらを用いた新たな調味料の製造

承認番号/計画期間 ０７０ / 平成１３年１月～平成１５年１２月の３年間

企業名 株式会社西村木材店

所在地 松阪市郷津町１８６



業種 製材業

電話番号 ０５９８－５１－２７６１

ＵＲＬ  

計画テーマ 高周波・高温蒸気式複合木材乾燥機の導入による製品品質の向上と生産増

承認番号/計画期間 ４１２ / 平成１９年３月～平成２２年２月の３年間

企業名 有限会社西村電設 23.5.31追加

所在地 四日市市貝家町2319番地

業種 電気工事業

電話番号 059‒320‒3561

ＵＲＬ  

計画テーマ 子育てママの就職支援教室の事業化

承認番号/計画期間 683 / 平成22年9月～平成26年8月の4年間

企業名 日印食品開発有限会社

所在地 四日市市日永西５－１７－１９

業種 製造業、小売業、飲食店

電話番号 ０５９３－４６－６１７７

ＵＲＬ  

計画テーマ トレーサビリティーの確立した「安全」・「安心」な調理済み食品の製造・販売

承認番号/計画期間 ２７６ / 平成１６年７月～平成１９年６月の３年間

企業名 ニチニチ製薬株式会社

所在地 伊賀市富永２３９－１

業種 化学工業

電話番号 ０５９５－４８－０２０１

ＵＲＬ http://www.Nichinichi‒phar.co.jp

計画テーマ FK－２３原菌末の生産及び販売拡大

承認番号/計画期間 １４７ / 平成１４年１２月～平成１８年１２月の５年間

企業名 有限会社日商環境

所在地 津市久居北口町５５１－５

業種 総合工事

電話番号 ０５９－２５４－４５５６

ＵＲＬ  

計画テーマ 塗装ブース清掃業務の導入

承認番号/計画期間 ２２５ / 平成１５年９月～平成１８年８月の３年間

 

企業名 株式会社日新トランスポート  24.4.1追加

所在地 松阪市上川町2739番地62

業種 一般貨物自動車運送業

電話番号 0598‒61‒0145

ＵＲＬ  

計画テーマ 食品運送業のノウハウを活かした提案型混載配送システムの構築による経営革新



承認番号/計画期間 724 / 平成23年4月～平成27年3月の4年間

企業名 日洗科学株式会社

所在地 鈴鹿市下大久保町１６１２－４

業種 輸送用機械器具製造業

電話番号 ０５９３－７４－２８８２

ＵＲＬ  

計画テーマ 野菜の鮮度保持材

承認番号/計画期間 ２４１ / 平成１５年１２月～平成１９年１１月の４年間

企業名
ニュートリー株式会社 22.7.15追加（624）

（旧三協製薬工業株式会社）

所在地 三重県四日市市富士町1‒122

業種 その他の食料品製造業

電話番号 ０５９－３３１－０７２７

ＵＲＬ http://nutri.co.jp/

計画テーマ  

承認番号/計画期間
２９５ /

６２４ /

企業名 株式会社ぬし与仏壇店

所在地 桑名市中央町４－８

業種 家具装備品製造、小売業

電話番号 ０５９４－２２－１７８６

ＵＲＬ  

計画テーマ 歩合給の導入及び業務提携による営業力強化

承認番号/計画期間 １５４ / 平成１４年１１月～平成１９年１０月の５年間

企業名 ネイション産業株式会社 H26.8.19追加

所在地 度会郡度会町棚橋２５６番地１

業種 外衣・シャツ製造業

電話番号 0596‒62‒0251

ＵＲＬ  

計画テーマ 裁断工程の内製化を図り、市場の動向を反映させた生産体制の構築による経営革新の推進

承認番号/計画期間 816 / 平成25年8月～平成30年7月の5年間

企業名 naughty kids 24.1.4追加

所在地 津市東丸之内3番8号

業種 婦人服小売業

電話番号 059‒226‒9348

ＵＲＬ http://naughty‒kids.net/

計画テーマ 岩田川沿いにオープンカフェテラスを開業

承認番号/計画期間 712 / 平成23年1月～平成25年12月の3年間

企業名 株式会社野田米菓 25.4.3追加

所在地 津市大里睦合町２３３番地



業種 米菓製造業

電話番号 059‒230‒7772

ＵＲＬ http://www.nodabeika.co.jp

計画テーマ 伊賀産もち米及び三重県の地域資源を活用した「伊勢乃國地あられシリーズ」の開発

承認番号/計画期間 776 / 平成24年9月～平成29年8月の5年間

企業名 ノービル・インストルメント株式会社

所在地 伊勢市小俣町元町１７３７

業種 電化製品製造業

電話番号 ０５９６－２２－０８０７

ＵＲＬ http://www.nobiltap.com

計画テーマ 「顧客の要請に個別対応」できる電化製品群の提供

承認番号/計画期間 ３５１ / 平成１８年４月～平成２３年３月の５年間


