
経営革新計画承認企業一覧（ま行）

企業名 株式会社前田運送

所在地 三重郡川越町北福崎１４２

業種 運送業

電話番号 ０５９３－６４－５９５７

ＵＲＬ http://www.maeda‒t.com/

計画テーマ 中小企業の物流革命～一時保管から配送まで可能な環境型物流センター～

承認番号/計画期間 ３０７ / 平成１７年４月～平成２２年３月の５年間 

企業名 有限会社真弘 24.6.29追加

所在地 津市高茶屋７－５－４７

業種 他に分類されない生活関連サービス業

電話番号 059‒234‒2020

ＵＲＬ  

計画テーマ 犬の癒し効果を取り入れた新サービスと犬の出張躾サービスの開発・提供

承認番号/計画期間 730 / 平成23年8月～平成28年7月の5年間

企業名 有限会社正木商店

所在地 四日市市東日野町３１８番地２

業種 魚介類加工業

電話番号 ０５９３－４６－１１２０

ＵＲＬ  

計画テーマ 積極的顧客支援型営業スタイルへの転換による販路拡大

承認番号/計画期間 ３２９ / 平成１７年１０月～平成２０年９月の３年間 

企業名 株式会社マザキナ 21.4.23追加（531） 26.7.22追加(813）

所在地 鈴鹿市国府町１０９８－４

業種 自動車・同附属品製造業

電話番号 ０５９－３７９－２７２７

ＵＲＬ http://www.mazakina.co.jp

計画テーマ
５３１）樹脂素材の自動車試作部品の生産

８１３）現地で自動車の試作部品製造を行う工場のタイ初進出

承認番号/計画期間
５３１ / 平成２０年７月～平成２４年６月の４年間

８１３ / 平成２５年７月～平成２９年６月の４年間

企業名 株式会社雅匠 28.6.28追加

所在地 三重郡川越町南福崎１４－１２

業種 総合工事業

電話番号 ０５９－３９９－７０８１

ＵＲＬ http://www.masashou.com/

計画テーマ
リフォーム工事における顧客イメージをＣＧ化で具体化し、受注率を高める新たなビジネ
スモデルの構築とパッケージ化による展開

承認番号/計画期間 ８５７ / 平成27年6月～平成32年５月の５年間

 



企業名 有限会社マサヤ

所在地 度会郡南伊勢町宿浦１１１４－１０

業種 飲食料品小売

電話番号 ０５９９－６９－３１１１

ＵＲＬ  

計画テーマ
１）特産品テコタンを使ったひとくちようかんの開発・販売及び新規宅配サービスによる
販路拡大

承認番号/計画期間
１）２０３ /
２）４０７ /

企業名 有限会社松岡製作所

所在地 桑名市大字西別所８７１番地

業種  

電話番号 ０５９４－２１－７８９８

ＵＲＬ

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ５３５ /

企業名 松井機工有限会社 28.6.28追加

所在地 度会郡玉城町下田辺８９０番地

業種 その他の金属製品製造業

電話番号 ０５９６－５８－３２６４

ＵＲＬ http://www.matsui‒kikou.jimbo.com/

計画テーマ 難削材加工技術等の確立による加工能力向上と新分野進出

承認番号/計画期間 ８６４ / 平成２７年７月～平成３２年６月の５年間

 

企業名 有限会社松阪米穀

所在地 松阪市清生町６３８－２

業種 米穀販売業

電話番号 ０５９８－５１－７５７３

ＵＲＬ  

計画テーマ
 伝統農産物発掘と耕作放棄地を利用した農業参入による、直売所「ファーマーズマーケッ
ト」の強化

承認番号/計画期間
８１ /

593 / 平成２２年２月～平成２７年１月の５年間

企業名 株式会社マツザキ 28.6.28追加

所在地 伊賀市下阿波２６９７番地の１

業種 建設業

電話番号 ０５９５－４８－０２２１

ＵＲＬ http://www.matuzaki.info/

計画テーマ 小規模水力発電における新導水路工法の開発・販売

承認番号/計画期間 ８５４ / 平成27年7月～平成32年6月の５年間

 

企業名 松島防水



所在地 松阪市横地町４７５－２

業種 防水業

電話番号 ０５９８－２８－５１０８

ＵＲＬ  

計画テーマ 建築分野における県内１社の代理店の取得による顧客にニーズに合った新工法での施工

承認番号/計画期間 ４３８ / 平成１９年１２月～平成２３年１２月の５年間

企業名 松野正己商店 24.2.1追加

所在地 桑名市安永8丁目985

業種 漁網製造業

電話番号 0594‒22‒3420

ＵＲＬ  

計画テーマ 製網技術を活かしたネットカーテン（涼風幕）の開発と販売

承認番号/計画期間 716  716‒2 / 平成23年5月～平成27年12月までの5年間

企業名 有限会社松葉溶接

所在地 いなべ市北勢町川原２４１２番地

業種 溶接業

電話番号 ０５９４－７２－５６０４

ＵＲＬ  http://www.matsuba‒yousetsu.com

計画テーマ パチンコ台専用ネスティングラックの開発及び販路拡大

承認番号/計画期間 ５７７ / 平成２１年７月～平成２６年６月の５年間

企業名 有限会社マツヤ 23.12.16追加（708）

所在地 亀山市下庄町595

業種 建設用・建築用金属製品製造業

電話番号 0595‒82‒3016

ＵＲＬ  

計画テーマ
469）在庫管理を改善し、納期短縮と在庫管理コスト削減への転換を図る

708）工場集約化によるコスト低減と品質向上による更なる提携先との連携強化

承認番号/計画期間
469 / 平成19年7月～平成22年6月までの3年間

708 / 平成23年7月～平成26年6月までの3年間

企業名 有限会社マツヤマスポーツ

所在地 名張市蔵持町原出２０１３

業種 スポーツ用品・レジャー用品の販売、スポーツ施設の企画・運営・管理

電話番号 ０５９５－６４－９５３３

ＵＲＬ http://www.matsu‒spo.net

計画テーマ アスリート対応型スポーツアミューズメント施設の事業化

承認番号/計画期間 ３６８ / 平成１８年８月～平成２２年３月の４年間

企業名 株式会社マル伊綜合食品

所在地 四日市市楠町北五味塚１３７３－１

業種 水産食料品製造業

電話番号 ０５９－３９７－５７７７



ＵＲＬ  

計画テーマ 新たな主軸商品の開発、製造、販売

承認番号/計画期間 ５６９ / 平成２１年６月～平成２６年５月の５年計画

企業名 丸亀産業株式会社

所在地 松阪市高町４５０－１

業種 総合建設業

電話番号 ０５９８－５３－９１１１

ＵＲＬ http://www.marukame.jp

計画テーマ
建設業、不動産業、賃貸管理業を相乗的に活動するシステムの立ち上げによる経営の安定
確立

承認番号/計画期間 ４４６ / 平成２０年１月～平成２２年１２月の３年間

企業名 有限会社丸正水産 28.6.28追加

所在地 北牟婁郡紀北町紀伊長島区長島１１８９番地の９２

業種 農畜産物・水産物卸売業

電話番号 0597‒47‒1212

ＵＲＬ  

計画テーマ
作業効率と鮮度保持・衛生管理の向上により、より新鮮で安全な食品を求める社会のニー
ズに果敢に対応出来得る体制の構築

承認番号/計画期間 ８６２ / 平成27年7月～平成32年6月の5年間

 

企業名 株式会社マルタシェルサービス 23.4.18追加

所在地 鈴鹿市一ノ宮町1156‒1

業種 金型製造業

電話番号 059‒384‒1181

ＵＲＬ  

計画テーマ 試作品の10営業日以内製造サービス「試作品スピード10」の事業化

承認番号/計画期間 673 / 平成22年7月～平成26年6月の4年間

企業名 丸太水産

所在地  

業種  

電話番号  

ＵＲＬ  

計画テーマ 異業種コラボによる新商品開発と新たな販路の活用による地域の活性化

承認番号/計画期間 ６０８ /

企業名 株式会社丸中産業

所在地 津市久居万町７８９－１

業種 設備メンテナンス業

電話番号 ０５９－２５６－４１８６

ＵＲＬ  

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ６１５ / 平成２１年４月～平成２４年３月の３年間



企業名 丸福食品株式会社

所在地 伊賀市千歳８ー１

業種 その他の食料品製造業

電話番号 ０５９５－２１－６８８８

ＵＲＬ http://www.marufukufoods.com/

計画テーマ 玉子事業の専門業者に進出

承認番号/計画期間 ４７６ / 平成１９年７月～平成２４年６月の５年間

企業名 丸福精肉店

所在地 名張市元町３９１－２

業種 食肉小売業

電話番号 ０５９５－６３－３４００

ＵＲＬ http://www.iga‒nikuya‒marufuku.com/shop.html

計画テーマ 専門店の商品特性を生かした移動店舗と焼肉店開業

承認番号/計画期間 ５６４ / 平成２１年１月～平成２５年１２月の５年間

企業名 丸万水産株式会社 23.4.18追加

所在地 北牟婁郡紀北町紀伊長島区長島1912番地3

業種 水産食料品製造業

電話番号 0597‒47‒3613

ＵＲＬ  

計画テーマ 長期保存可能なサンマの燻製商品の開発と新規市場の開拓

承認番号/計画期間 672 / 平成22年7月～平成27年6月の5年間

企業名 有限会社まんきちや 23.3.24追加

所在地 いなべ市大安町石榑東2853‒2

業種 弁当・惣菜製造小売業

電話番号 0594‒78‒4477

ＵＲＬ  

計画テーマ 保有施設・ノウハウ等を活かした高齢者向け弁当の製造・販売・配送

承認番号/計画期間 662 / 平成22年5月～平成25年4月の3年間

企業名 有限会社萬福フーズ

所在地 志摩市阿児町鵜方１２２５

業種 飲食店、不動産賃貸

電話番号 ０５９９－４６－１００５

ＵＲＬ  

計画テーマ 志摩餃子の開発販売による革新

承認番号/計画期間 ４４８ / 平成１９年８月～平成２４年７月の５年間

企業名 三重可鍛工業株式会社

所在地 三重郡川越町大字高松１４２４－１

業種 鉄鋼

電話番号 ０５９３－６５－９１１１

ＵＲＬ  



計画テーマ ロストフォーム法による鋳鉄の遷移制御セミソリッド鋳造法及びロストフォーム用金型技
術に関する研究開発

承認番号/計画期間 １９ / 平成１５年４月～平成１８年３月の３年間

企業名 株式会社三重木型製作所    26.5.26追加

所在地 四日市市平尾町２３７０－１５

業種 発泡・強化プラスチック製品製造業

電話番号 059‒325‒3237

ＵＲＬ http://www.miekigata.co.jp

計画テーマ 切削加工とコーティング技術を用いた『柔らか柔軟ボディ』の提供

承認番号/計画期間 809 / 平成25年4月～平成28年3月の3年間

企業名 三重精機株式会社 26.5.23追加

所在地 桑名市西別所２８番地の２

業種 自動車・同附属品製造業

電話番号 0594‒22‒0856

ＵＲＬ http://www.mie‒seiki.co.jp

計画テーマ  

承認番号/計画期間 808 / 平成26年1月～平成30年12月の5年間

企業名 株式会社三重電機

所在地 桑名市大字島田７０５番地の１

業種 電気機械器具製造業

電話番号 ０５９４－３１－５６４１

ＵＲＬ http://www.kk‒miedenki.co.jp/

計画テーマ 特殊曝気装置を組み込んだ水中ポンプの開発による提案型販売への転換

承認番号/計画期間 ３３０ / 平成１７年１０月～平成２２年９月の５年間

企業名 三重電子株式会社

所在地 伊勢市藤里町７１１－１

業種 電気機械器具製造業

電話番号 ０５９６－５２－５２８１

ＵＲＬ http://www.mie‒elec.co.jp/

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ９１ /

企業名 三重ユニフォーム株式会社 28.6.28追加

所在地  

業種  

電話番号

ＵＲＬ  

計画テーマ 新型自動裁断機導入による新商品の開発

承認番号/計画期間 ８６０ /

 

企業名 株式会社三重旅行サービス



所在地 伊賀市服部町１７８８番地 アピタ伊賀上野店内

業種 旅行業

電話番号 ０５９５－２６－０２１１

ＵＲＬ http://www.jtb‒mts.com/

計画テーマ インバウンドを中心とした着地型旅行商品の企画・販売・運営と新しい市場の開拓

承認番号/計画期間 ６４２ / 平成２２年１月～平成２６年１２月の５年間 

企業名 ミカドプロペラ株式会社

所在地 名張市八幡１３００番地の２

業種 非鉄金属鋳物製造業

電話番号 ０５９５－６４－０３１１

ＵＲＬ  

計画テーマ 自社開発した大型プレジャーボート用スクリュープロペラの製造・販売

承認番号/計画期間 ２９６ / 平成１６年１２月～平成２１年１１月の５年間 

企業名 三坂ライト工業株式会社

所在地 四日市市下海老町３０９－１１

業種 プラスチック製品製造業

電話番号 ０５９３－２６－５９５３

ＵＲＬ  

計画テーマ 熱可塑性樹脂による一体成型での滑り止めトレーの開発

承認番号/計画期間 １５５ / 平成１５年４月～平成１９年８月の５年間 

企業名 株式会社三角田工業 23.2.9追加

所在地 熊野市井戸町446‒16

業種 一般管工事業

電話番号 0597‒89‒3100

ＵＲＬ  

計画テーマ
設計から施工までできる総合力と永い業暦がもたらす顧客名簿を活かし、成長市場である
リフォーム分野にデータベースマーケティングで生涯顧客を創造する

承認番号/計画期間 655 / 平成22年9月～平成25年8月の3年間 

企業名 株式会社道山

所在地 伊賀市島ヶ原８８１８－４

業種 輸送用機械器具製造業

電話番号 ０５９５－５９－２５２５

ＵＲＬ  

計画テーマ 加工法の新技術で脱二次下請け

承認番号/計画期間 １７３ / 平成１５年３月～平成１８年２月の３年間 

企業名 株式会社ミツイバウ・マテリアル

所在地 松阪市高須町３４６０－１２５

業種 その他の建材材料卸売業

電話番号 ０５９８－５１－３３０８

ＵＲＬ  

計画テーマ エコロジー・エコノミーを軸とした新事業への参入



承認番号/計画期間 ４１３ / 平成１９年４月～平成２４年３月の５年間 

企業名 株式会社みつわポンプ製作所

所在地 員弁郡東員町大字山田新蔵原３６１７

業種 一般機械器具製造業

電話番号 ０５９４－７６－１１００

ＵＲＬ  

計画テーマ 大型自吸式ゴムポンプの開発、販路構築

承認番号/計画期間 １５２ / 平成１４年１１月～平成１８年１０月の４年間 

企業名 ミナミ産業株式会社

所在地 四日市市東新町３－１８

業種 食品機器製造業

電話番号 ０５９３－３１－２１５８

ＵＲＬ  

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ２９４ /

企業名 南出株式会社

所在地 鈴鹿市神戸７ー８－５

業種 建築材料、鉱物、金属材料等卸売

電話番号 ０５９３－８２－００４０

ＵＲＬ http://www.minamidekk.co.jp

計画テーマ ＣＳ ＰＯＴを使った屋上緑化システムの開発・販売

承認番号/計画期間 １６６ / 平成１４年６月～平成１９年５月の５年間 

企業名 株式会社みのり

所在地 鈴鹿市上野町字西野１１０３－１０

業種 飲料・たばこ・飼料製造

電話番号 ０５９３－７３－３６３１

ＵＲＬ  

計画テーマ  

承認番号/計画期間 １８９ / 平成１５年３月～平成１８年２月の３年間 

企業名 三浜紙器株式会社

所在地 四日市市野田２－２－４２

業種 パルプ・紙加工品製造

電話番号 ０５９３－３１－２０２６

ＵＲＬ http://www.mihamasiki.jp

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ７３ / 平成１３年６月～平成１８年５月の５年間 

企業名 ミホクインダストリ株式会社

所在地 桑名市長島町押付７０番地７

業種 金属加工業

電話番号 ０５９４－４２－１１００



ＵＲＬ  

計画テーマ
量産から試作市場の開拓、新型高性能プレス機導入により微細な調整を強みにするノウハ
ウ提供企業への展開

承認番号/計画期間 ４９２ / 平成２０年８月～平成２３年９月の４年間 

企業名 株式会社ミヤケ

所在地 伊賀市佐那具町１６２６

業種 軸受製造業

電話番号 ０５９５－２３－５１１１

ＵＲＬ http://www.miyake‒net.co.jp/

計画テーマ 金型の内製化・コージェネレーションシステム導入に伴う原価削減

承認番号/計画期間 ２１３ / 平成１５年８月～平成２０年７月の５年間 

企業名 有限会社みやまレンタカー

所在地 伊賀市長田３４８０－３

業種 サービス業、運輸業

電話番号 ０５９５－２２－２７８１

ＵＲＬ http://www.miyamakanko.co.jp/

計画テーマ 輸送業務で培った高齢者へのきめ細かいサービス力を活かした介護施設への進出

承認番号/計画期間 ２２１ / 平成１６年１月～平成２０年１２月の４年間 

企業名 三輪縫製株式会社

所在地 いなべ市藤原町志礼石新田１７－１

業種 婦人服製造業

電話番号 ０５９４－４６－２１４６

ＵＲＬ  

計画テーマ 消費者リクエストから始まる衣料の生産

承認番号/計画期間 ３８３ /  

企業名 向川しいたけ園 25.3.22追加

所在地 津市一志町波瀬７０５５

業種 野菜作農業

電話番号 059‒294‒7743

ＵＲＬ  

計画テーマ  

承認番号/計画期間 /

企業名 村井楽器株式会社

所在地 松阪市田村町４４９－３

業種 楽器小売業

電話番号 ０５９８－２１－１０３０

ＵＲＬ  

計画テーマ 楽器店教室運営の中に音楽療法を取り入れることによる、新しい需要の創造

承認番号/計画期間 ５５２ / 平成２０年１０月～平成２５年９月の５年間 

企業名 名阪警備保障株式会社



所在地 名張市東田原２１７５番地

業種 サービス業

電話番号 ０５９５－６５－６１１１

ＵＲＬ  

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ２３１ / 平成１５年９月～平成１８年８月の３年間 

企業名 株式会社名阪ステンレス工業 24.10.26追加

所在地 伊賀市中友田７８９－１

業種 他に分類されない金属製品製造業

電話番号 0595‒43‒9888

ＵＲＬ  http://msk2001.xxxxxxxx.jp/

計画テーマ 受け身型の受注から提案型の受注への変換

承認番号/計画期間 745 / 平成24年6月～平成28年5月の4年間

企業名 株式会社明和製作所

所在地 三重郡菰野町大字小島２４６１－３２

業種 非鉄金属製造業

電話番号 ０５９３－９６－１８２８

ＵＲＬ http://www.meiwa‒jpn.co.jp/

計画テーマ ＣＡＭシステムによる外注主型の新たな生産方式の導入

承認番号/計画期間 ６８ / 平成１３年１０月～平成１８年３月の５年間 

企業名 有限会社メガテック

所在地 亀山市住山町６４４－１６

業種  

電話番号 ０５９５－８４－４０５５

ＵＲＬ  

計画テーマ
最新設備と高度な金属加工技術を活かし、新製品釣具リールハンドルを重点商品にＯＥＭ
から自社ブランドメーカーへの転換

承認番号/計画期間 ６３６ /

企業名 メリット三重株式会社

所在地 員弁郡東員町大木2231‒2

業種 廃棄物処理業

電話番号 0594‒76‒1335

ＵＲＬ  

計画テーマ
地域の自治会や子供会、老人会（住民組織）と連携した回収、近隣の障害者団体等に仕分
け作業による焼却ごみから再度紙にしようとする事業

承認番号/計画期間 629 / 平成22年4月～平成27年3月の５年間

企業名 株式会社モアレリゾート 28.2.16追加

所在地 志摩市阿児町神明８２２

業種 旅館・ホテル

電話番号 ０５９９－４３－２６０３

ＵＲＬ http://www.kashikojima.com/



計画テーマ 間接部門の整備・集約、新宿泊施設の開業を通じた企業ブランド強化

承認番号/計画期間 ８５２ /  平成27年11月～平成32年10月の5年間

 

企業名 有限会社農業法人モクモク

所在地 伊賀市西湯舟３６０９

業種 サービス業、食料品製造・小売

電話番号 ０５９５－４３－０９０９

ＵＲＬ http://www.moku‒moku.com/

計画テーマ 新たな惣菜店及び温泉事業の開始

承認番号/計画期間 ３７ /  平成１２年４月～平成１６年３月の４年間

企業名 株式会社モトイ

所在地 鈴鹿市寺家町１０２４－３

業種 一般機械器具製造業

電話番号 ０５９３－８６－５０００

ＵＲＬ  

計画テーマ  

承認番号/計画期間 ７５ / 平成１３年１月～平成１５年１２月の３年間 

企業名 元三株式会社

所在地 四日市市中川原三丁目１番４０号

業種 日用品化粧品卸売業

電話番号 ０５９－３５１－０８１８

ＵＲＬ http://www.motosan‒kk.com/

計画テーマ 次世代ＥＤＩと営業革新

承認番号/計画期間 ６４０ / 平成２２年６月～平成２７年６月の５年間

企業名 百夜月 23.12.14追加

所在地 南牟婁郡紀宝町鵜殿1156‒14

業種 木造建築業

電話番号 0597‒85‒2242

ＵＲＬ  

計画テーマ
花井（けい）地区百夜月の天然鮎等の漁獲、加工・販売を地域ぐるみで行うビジネスプラ
ン

承認番号/計画期間 707 / 平成23年1月～平成26年12月の4年間

企業名 有限会社モリタ

所在地 北牟婁郡紀北町海山区相賀４９１－１

業種 生麺（ラーメン、焼そば、うどん）の製造及び販売

電話番号 ０５９７－３２－０２１５

ＵＲＬ http://morita‒men.com/

計画テーマ 自慢の魚系スープ！種まき権兵衛ラーメンの販路開拓

承認番号/計画期間 ６４１ / 平成２２年７月～平成２６年６月の４年間

企業名 森田フードシステム株式会社 25.2.13追加



所在地 桑名市中央町２丁目３８番地

業種 糖類製造業

電話番号 0594‒22‒0256

ＵＲＬ http://www.morita‒fs.co.jp/

計画テーマ  

承認番号/計画期間 757 / 平成24年9月～平成29年8月の5年間

企業名 モリマープレミックス株式会社 27.1.27追加

所在地 伊賀市下阿波２８２９番地

業種 発泡・強化プラスチック製品製造業

電話番号 ０５９５－４８－０３１６

ＵＲＬ http://www.molymer.co.jp/

計画テーマ  

承認番号/計画期間
５０５ / 

８３２ /


