
事業者名 市町

株式会社エンブリス 津市

有限会社富士商会 津市

株式会社ブリオカフェカンパニー 津市

有限会社グランドスラムオートパル 津市

株式会社２３ 津市

おぼろタオル株式会社 津市

腰山商店 津市

株式会社シエン 津市

平和製粉株式会社 津市

ワンスインアライフタイム株式会社 津市

株式会社アンダーテイク 津市

株式会社セントレア 津市

峯田麹店 津市

ルフラン 津市

Cor 津市

MANY 津市

エイ・シー工業株式会社 津市

合同会社アキナイ企画 津市

株式会社光機械製作所 津市

株式会社バリューリソース・デザイン 四日市市

レインボープロモーション株式会社 四日市市

株式会社アガタ製作所 四日市市

株市会社秀英 四日市市

佐治陶器株式会社 四日市市

池田製茶 四日市市

有限会社平岡回生堂薬局 四日市市

特定非営利活動法人おりがみ 四日市市

有限会社アーバン 四日市市

株式会社THE　CENTRAL 四日市市

株式会社利行 四日市市

竹政製陶有限会社 四日市市

株式会社G.M.P. 四日市市

三重県新型コロナ克服生産性向上・業態転換支援補助金

採択事業者（市町別）



カフェナナシー 四日市市

洋菓子ナポレオン 四日市市

タイ料理パヤメンライ 四日市市

三重水産運輸有限会社 四日市市

株式会社T－STYLE 四日市市

虎三治 四日市市

有限会社藤総製陶所 四日市市

株式会社米辰商店 四日市市

有限会社ヴィ・キャップ 四日市市

沖縄料理　サスケ 四日市市

株式会社タカハシ酒造 四日市市

伊藤酒造株式会社 四日市市

くらし専科株式会社 四日市市

株式会社プリモ 四日市市

株式会社伊藤製作所 四日市市

株式会社PlanB 四日市市

株式会社トーエー 四日市市

株式会社酒徳昆布 伊勢市

有限会社呉服の松葉 伊勢市

廣瀬精工株式会社 伊勢市

株式会社グリル片山 伊勢市

有限会社ふらんす 伊勢市

JAMISE 伊勢市

株式会社PORT　SEA 伊勢市

株式会社スミス 伊勢市

有限会社婆娑羅 伊勢市

株式会社アポロン 伊勢市

杉原歯科 伊勢市

株式会社伊勢夫婦岩パラダイス 伊勢市

株式会社YAMADA 伊勢市

株式会社白清舎 伊勢市

麻福株式会社 伊勢市

株式会社伊勢萬トレーディング 伊勢市

株式会社A-LINE 伊勢市

合資会社タカト商会 伊勢市



株式会社貫じん堂 伊勢市

有限会社いすず美工 伊勢市

株式会社WACS 松阪市

三重化学工業株式会社 松阪市

オカダトラスト株式会社 松阪市

有限会社東海樹脂加工 松阪市

フローラ 松阪市

パワーサプライテクノロジー株式会社 松阪市

株式会社伊勢の国佃煮かね万 松阪市

松阪城・月見やぐら 松阪市

株式会社ばんび 松阪市

有限会社ナカムラ 松阪市

タナベ産業株式会社 松阪市

有限会社野瀬商店 松阪市

南設備 松阪市

有限会社ヤマキ高橋製茶園 松阪市

村田興業株式会社 松阪市

株式会社サカキL＆Eワイズ 松阪市

株式会社Next　stage 松阪市

豊栄工業株式会社 松阪市

有限会社牧野商店 松阪市

株式会社根本工業 松阪市

株式会社とりいちフードサービス 松阪市

紙小津産業株式会社 松阪市

御菓子司　保々屋 桑名市

桑名米商株式会社 桑名市

サンジルシ醸造株式会社 桑名市

三重精機株式会社 桑名市

有限会社伊藤電工 桑名市

株式会社ほくせい 桑名市

株式会社フレンド 桑名市

しろざけや茂三郎 桑名市

株式会社松岡慶熹鋳造 桑名市

ゆめの菓　あきぞう 桑名市

株式会社マルセンコーポレーション 桑名市



伊藤黒鉛工業株式会社 桑名市

三立精機株式会社 桑名市

株式会社今西マシーンテクノ 桑名市

株式会社ヒラマツ 桑名市

株式会社エルマーナ 桑名市

三重淡水魚株式会社 桑名市

株式会社薫田工務店 桑名市

株式会社栗原薪行 桑名市

株式会社青山製作所 桑名市

有限会社長瀬印刷所 桑名市

株式会社ヨシザワ 鈴鹿市

三惠工業株式会社 鈴鹿市

みて株式会社 鈴鹿市

株式会社テクノアート 鈴鹿市

株式会社三秀 鈴鹿市

株式会社ハマムラ工業 鈴鹿市

西食開発株式会社 鈴鹿市

株式会社エスパス 鈴鹿市

株式会社美鷹 鈴鹿市

有限会社浜村工務店 鈴鹿市

ピアテック有限会社 鈴鹿市

居酒家きっちん 名張市

株式会社アクトコーポレーション 名張市

富永米穀店 名張市

三紀産業株式会社 尾鷲市

有限会社今野製作所 亀山市

エジソン休憩所 亀山市

おおた歯科 亀山市

若林工業株式会社 亀山市

岡田屋本店 亀山市

れお　麺ism 鳥羽市

株式会社サン浦島 鳥羽市

有限会社華月 鳥羽市

株式会社石鏡第一ホテル 鳥羽市

山安水産 鳥羽市



有限会社新屋 鳥羽市

鳥羽シーサイドホテル株式会社 鳥羽市

浜辺の温泉宿かめや 鳥羽市

株式会社松村 鳥羽市

有限会社豊浜 鳥羽市

kumano　はしもと屋 熊野市

有限会社藤原築炉 いなべ市

昭栄館 いなべ市

有限会社フジタ いなべ市

株式会社RKサポート いなべ市

株式会社ゆみや石材店 いなべ市

patisserie GHIBLI いなべ市

有限会社丸義商店 志摩市

株式会社アクティブ・スマイル 志摩市

三協精工株式会社 伊賀市

株式会社ヤスカワ 伊賀市

株式会社大田酒造 伊賀市

伊賀越株式会社 伊賀市

浅井工業株式会社 木曽岬町

株式会社アサヒダイテック 東員町

合同会社IN　THE　SHELL 東員町

ラ・ポアール　東員店 東員町

エバ工業株式会社 東員町

株式会社Wis. 東員町

有限会社山口陶器 菰野町

株式会社東海精機 菰野町

株式会社鹿の湯ホテル 菰野町

合名会社早川酒造 菰野町

オートガレージ・ヒロ 菰野町

PakuPaku 菰野町

三慶園 菰野町

有限会社茶茶 菰野町

株式会社三重フリット 菰野町

有限会社泰成窯 菰野町

有限会社柳モデル技研 菰野町



株式会社NONAME　screenprint 菰野町

舘撚糸株式会社 川越町

株式会社菜のはな 多気町

合同会社STRAINS 多気町

中華料理　香蘭 明和町

OTOMONI　COFFEE　Roast Lab明和店 明和町

パティスリー・パパ 明和町

株式会社松田石油 大台町

小西食品株式会社 大台町

高洋電機株式会社 玉城町

foret bois 玉城町

PCサポート株式会社 度会町

有限会社鈴木水産 度会町

株式会社オーシャン・トラスト 南伊勢町

コミュニティデザインこどものめ 南伊勢町

マル平商店 南伊勢町

吉田隼人 南伊勢町

マルあ脇水産加工 紀北町

玉津プロパン 紀北町

株式会社平野組 紀北町

株式会社デアルケ 紀北町

株式会社ヤナギダ・テクノ 紀北町

南豊サービス 紀宝町


