
（五十音順）

NO 企業名 所在地 業種※ ホームページアドレス

1 株式会社アート・宙 四日市市 建設業 https://www.artsora.com

2 株式会社愛安住 伊賀市 不動産業、物品賃貸業 https://www.aianju.co.jp/

3 株式会社アイフク・テック 伊勢市 建設業 https://aifukutec.jp/

4 アイリス南郊株式会社 松阪市 医療、福祉 https://www.home-kagayaki.com/

5 株式会社アオキエンジニア 津市 製造業 http://www.aeng-acre.jp/

6 暁舗装株式会社 桑名市 建設業 －

7 特定非営利活動法人アガペの家 伊賀市 医療、福祉 https://agapeei.jp

8 アクサ生命保険株式会社四日市支社 四日市市 金融業、保険業 http://www.axa.co.jp/

9 阿倉川運送株式会社 四日市市 運輸業、郵便業 https://akuragawa.co.jp/

10 阿倉川物流株式会社 四日市市 運輸業、郵便業 －

11 旭化成株式会社製造統括本部鈴鹿製造所 鈴鹿市 製造業 https://www.asahi-kasei.com/jp/

12 旭建材株式会社 津市 卸売業 http://asahikenzai.net/

13 朝日土木株式会社 四日市市 建設業 http://www.asahidoboku.co.jp/

14 株式会社アサプリ 桑名市 製造業 https://www.asapri.co.jp/

15
アパートメント建物管理株式会社アパマン
ショップ四日市店

四日市市 不動産業、物品賃貸業 https://www.apamanshop.com/shop/24058801/

16 社会福祉法人アパティア福祉会 桑名市 医療、福祉 https://www.apatheia.jp/

17 株式会社アンド技研工業 四日市市 建設業 https://ando-gk.co.jp

18 伊賀上野ケーブルテレビ株式会社 伊賀市 情報通信業 https://www.ict.jp

19 イケダアクト株式会社 鈴鹿市 建設業 http://ikeda-act.co.jp/

20 石岡不動産株式会社 菰野町 不動産業、物品賃貸業 https://www.ishioka-21.co.jp/

21 株式会社石吉組 志摩市 建設業、医療、福祉 https://www.ishikichi.com/

22 株式会社イシザキ いなべ市 鉱業、採石業、砂利採取業 https://co-ishizaki.jp/

23 社会福祉法人伊勢市社会福祉協議会 伊勢市 医療、福祉 https://ise-shakyo.jp/

24 伊勢商工会議所 伊勢市 その他（商工会議所） https://www.ise-cci.or.jp/

25 伊勢総合税理士法人 伊勢市 学術研究、専門・技術サービス業 https://isesougou.com

26 株式会社伊勢福 伊勢市 小売業 https://okageyokocho.com/

27 株式会社伊勢湾ヘリポート 津市 小売業 https://www.info.city.tsu.mie.jp/heliport/

28 磯部建設工業株式会社 志摩市 建設業 https://www.isobe-kensetsu.com/

29 株式会社伊藤工作所 尾鷲市 製造業 http://www.pure.cc/~ito/

30 稲葉建設株式会社 南伊勢町 建設業 http://kir572163.kir.jp/

31 井村屋グループ株式会社 津市 製造業 https://www.imuraya-group.com/

32 岩崎産業株式会社 木曽岬町 運輸業、郵便業 http://www.iwasakisangyou.co.jp/

「三重とこわか健康経営カンパニー２０２２（ホワイトみえ）」

認定企業一覧（236企業）

※「日本標準産業分類」を一部修正して設定
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33 株式会社院南組 菰野町 建設業 https://innamigumi.com/

34 上野ガス株式会社 伊賀市 小売業 https://www.ueno-gas.co.jp/

35 上野キヤノンマテリアル株式会社 伊賀市 製造業 https://ueno.canon/

36 上野都市ガス株式会社 伊賀市 電気･ガス･熱供給･水道業 https://www.ueno-gas.co.jp/

37 株式会社上村組 南伊勢町 建設業 http://uemuragumi.com/

38 株式会社ウェルコ 津市 その他サービス業 http://welco-company.com/company.html

39 社会福祉法人ウェルハート厚生会 明和町 医療、福祉 http://www.wellheart.jp/

40 株式会社ウェルフェア 伊勢市 医療、福祉 http://www.welfare-mie.jp/

41 有限会社ウェルフェア三重 伊勢市 医療、福祉 http://www.welfare-mie.jp/

42 ＳＷＳ西日本株式会社 松阪市 製造業 http://www.sws-w.co.jp/

43 株式会社エスト 津市 学術研究、専門・技術サービス業 https://esto.jp/

44 株式会社ＮＴＮ多度製作所 桑名市 製造業 https://ntn-tado.com/

45 株式会社エバーグレイズ 志摩市 宿泊業 http://www.everglades.jp

46 株式会社エフテック亀山事業所 亀山市 製造業 https://www.ftech.co.jp/

47 エミタス株式会社 津市 医療、福祉 http://hp.kaipoke.biz/fwx/

48 有限会社エムアイトランスポ－トサ－ビス 菰野町 運輸業、郵便業 https://mi-tp.com

49
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 その他サービス業 https://www.mcpartners.co.jp/

50 株式会社大島水道 桑名市 建設業 https://ooshimasuidou.jp/

51 株式会社オクムラ 松阪市 製造業 http://www.okumura.co.jp/

52 医療法人三慶会かとう小児科 紀北町 医療、福祉 －

53 株式会社亀川組 鳥羽市 建設業 https://www.kamegawagumi.co.jp

54 有限会社川井電気商会 鈴鹿市 建設業 https://www.kawai-denki.com/

55 株式会社カワセ 松阪市 建設業 －

56 キオクシア株式会社四日市工場 四日市市 製造業 https://about.kioxia.com/ja-jp/about-us/yokkaichi/profile.html/

57 有限会社紀州興業 四日市市 建設業 https://kisyu-kogyo.jp

58 紀州鐵工株式会社 尾鷲市 建設業 https://kisyu-tekko.co.jp/

59 株式会社北川鉄工建設 松阪市 建設業 －

60 株式会社北村組 松阪市 建設業 http://www.kitamuragumi.co.jp/

61 合同会社キャリアアップ東海 鈴鹿市 医療、福祉 －

62 協同海運株式会社 四日市市 運輸業、郵便業 https://www.kyodokaiun.jp/

63 九鬼肥料工業株式会社 四日市市 製造業 http://www.kuki-hiryou.co.jp/

64 株式会社久志本組 四日市市 建設業 https://www.kusimoto.co.jp/

65 株式会社クスノキケミコ 四日市市 その他（倉庫業） https://www.j-materials.jp/company/group/kusunoki_chemico/

66 株式会社クスハラ自動車 鈴鹿市 小売業 https://www.kmg-kusuhara.com/

67 株式会社グットキャリーミエ 菰野町 運輸業、郵便業 －
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68 国光カーボン工業株式会社 鈴鹿市 製造業 https://kunimitsu-carbon.com/

69 株式会社グリーンズ 四日市市 宿泊業 https://www.kk-greens.jp/

70 有限会社クローバー総合保険事務所 津市 金融業、保険業 https://www.clover4968.net/

71 社会福祉法人敬峰会 津市 医療、福祉 https://www.keihoukai.net/

72 県印三重中央青果株式会社 松阪市 卸売業 http://www.kenjirushi-mie.co.jp/

73 現代機工株式会社 四日市市 学術研究、専門・技術サービス業 －

74 航空機部品生産協同組合 松阪市 製造業 http://www.apmc.or.jp

75 光進興業有限会社 津市 建設業 http://www2.hp-ez.com/hp/koshin

76 光洋メタルテック株式会社 伊賀市 製造業 https://koyo-mt.com/

77 生活協同組合コープみえ 津市 複合サービス事業（協同組合） https://www.coop-mie.jp

78 株式会社ゴーリキ 伊勢市 製造業 http://www.goriki.jp/

79 コジマ・フジ通商株式会社 四日市市 卸売業 －

80 株式会社コスモス・コーポレイション 松阪市 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.safetyweb.co.jp

81 小西運送株式会社 四日市市 運輸業、郵便業 －

82 有限会社小林組 津市 建設業 http://kobayashigumi.sakura.ne.jp/

83 株式会社酒徳昆布 伊勢市 製造業 http://www.sakatoku-kombu.jp

84 作田建設有限会社 志摩市 建設業 http://www.sakuda-k.jp

85 株式会社サクマ工業 鈴鹿市 建設業 https://mizumore-rescue.com/

86 有限会社サトー工業 東員町 建設業 https://www.kensetsukaitai.co.jp/

87 三栄林産株式会社 亀山市 建設業 https://sanei-rinsan.com

88 株式会社三エスゴム 四日市市 卸売業 http://www.sanesugomu.co.jp

89 サンコーロジテック株式会社 鈴鹿市 運輸業、郵便業 https://sltq.co.jp/

90 株式会社三十三銀行 四日市市 金融業、保険業 https://www.33bank.co.jp/

91 株式会社ジェントリー 松阪市 その他サービス業 https://www.gently.co.jp

92 株式会社塩谷組 紀北町 建設業 https://shiotanigumi.wixsite.com/shiotanigumi

93 システム物流株式会社 四日市市 運輸業、郵便業 http://www.system-log.co.jp/

94 株式会社下村住建 伊勢市 建設業 https://shimomura-housing.com/

95 株式会社シンコー 四日市市 製造業 http://www.shinko-cera.com

96 新成運輸株式会社 四日市市 運輸業、郵便業 http://shinseiunyu.co.jp/

97 伸友物流有限会社 四日市市 運輸業、郵便業 －

98 スカイプラザ有限会社 松阪市 その他サービス業 －

99 杉山設備株式会社 伊勢市 電気･ガス･熱供給･水道業 http://www.sugiyamasetsubi.com/

100 株式会社鈴鹿 鈴鹿市 建設業 https://www.suzuka-group.co.jp/

101 株式会社スズカキャリーサービス 鈴鹿市 運輸業、郵便業 https://www.s-carry.co.jp

102 株式会社鈴工 伊勢市 製造業 https://www.suzuko-inc.com

※「日本標準産業分類」を一部修正して設定
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103 株式会社ストーリア 鈴鹿市 宿泊業 https://storia.co.jp/

104 住友電装株式会社 四日市市 製造業 https://www.sws.co.jp/

105 住友理工株式会社松阪事業所 松阪市 製造業 https://www.sumitomoriko.co.jp/

106 西武緑化有限会社 志摩市 建設業 －

107 株式会社世古工務店 鈴鹿市 建設業 https://www.seko-c.co.jp/

108 株式会社扇港電機 四日市市 卸売業 https://www.senko-grp.co.jp

109 社会保険労務士法人綜合経営労務センター 津市 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.jinji-roumu-consul.com/

110
SOMPOひまわり生命保険株式会社三重支
社

津市 金融業、保険業 https://www.himawari-life.co.jp/

111 株式会社第一電気工業 四日市市 建設業 https://www.daiichi-eic.com/

112 大宗建設株式会社 四日市市 建設業 https://www.daiso-c.co.jp/

113 株式会社大道建設 名張市 建設業 https://daido-kensetsu.co.jp

114 株式会社大松 鈴鹿市 建設業 －

115 株式会社ダイワコーポレーション 鈴鹿市 小売業 https://new.suzuka-pharmacy.com/index.html

116 高砂建設株式会社 四日市市 建設業 http://www.takasago-const.jp/

117 株式会社takac 菰野町 建設業 https://takac.co.jp/

118 有限会社タクミスタジオ 桑名市
その他（看板製作・施工、その他の製造

業）
http://www.takumistudio.jp

119 株式会社田村組 松阪市 建設業 https://www.tamuragumi.com/

120
特定非営利活動法人地域福祉を支える三重
の会三重まごころ

津市 医療、福祉 －

121 中勢林業株式会社 津市 製造業 https://www.chusei-ringyo.co.jp/

122 中部エコテクノロジー株式会社 四日市市 その他（廃家電リサイクル業） http://www.cetec.co.jp

123 株式会社中部メディカル 四日市市 卸売業 http://www.chubumedical.com/

124 有限会社珍海堂 鳥羽市 卸売業、小売業 https://www.iseebihonpo-chinkaido.com

125 辻製油株式会社 松阪市 製造業 https://www.tsuji-seiyu.co.jp

126 津商工会議所 津市 その他（経済団体　商工会議所） http://www.tsucci.or.jp/

127 株式会社津市環境公社 津市 その他サービス業 －

128 医療法人（社団）寺田病院 名張市 医療、福祉 http://www.terada-hp.or.jp/

129 株式会社デンソー大安製作所 いなべ市 製造業 https://www.denso.com/jp/ja/

130 株式会社デンソートリム 菰野町 製造業 http://www.densotrim.co.jp/

131 株式会社デンソーパワトレインテクノロジーズ いなべ市 学術研究、専門・技術サービス業 http://www.denso-ptc.com/

132 東海メルテックス株式会社 四日市市 製造業 －

133 東洋工業株式会社 四日市市 製造業 http://www.netoyo.co.jp/

134 東洋電機株式会社 四日市市 卸売業 https://www.e-toyo.co.jp/

135 有限会社トータル保険サービス 四日市市 金融業、保険業 https://totalhoken.com/

136 常磐工芸株式会社 四日市市 製造業 http://www.tokiwaco.com

※「日本標準産業分類」を一部修正して設定
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137 徳積有限会社 鈴鹿市 運輸業、郵便業 https://www.tokuzumi.co.jp/

138 トヨタ車体株式会社いなべ工場 いなべ市 製造業 http://www.toyota-body.co.jp

139 株式会社ＴＲＵＳＴＹ 鈴鹿市 学術研究、専門・技術サービス業 https://tanida-tax.com

140 中井土木株式会社 松阪市 建設業 http://www.nakai-kk.co.jp

141 中川電化産業株式会社 松阪市 製造業 http://www.nakagawa-electric.co.jp/

142 中川ホールディングス株式会社 松阪市 その他（純粋持株会社） http://www.nakagawa-electric.co.jp/

143 株式会社中建 松阪市 建設業 －

144 ナガフジ産業有限会社四日市事業所 四日市市 製造業 －

145 株式会社中村組 四日市市 建設業 http://www.nakamuragumi.co.jp/

146 中村土建株式会社 松阪市 建設業 https://nakamuradoken.jp/

147 株式会社nagomi 津市 医療、福祉 https://www.nagomi-uc.jp/

148 一般社団法人名張市観光協会 名張市 その他サービス業 https://www.kankou-nabari.jp/

149 有限会社南勢建築設計 伊勢市 学術研究、専門・技術サービス業 http://nks.parallel.jp/

150 南部急送有限会社 志摩市 運輸業、郵便業 http://nanbu-kyusou.co.jp

151 有限会社肉料理まつむら 鳥羽市 飲食サービス業 https://niku-matsumura.co.jp/

152 株式会社日硝ハイウエー 津市 運輸業、郵便業 https://www.nhw.co.jp/

153 株式会社日本陸送 鈴鹿市 運輸業、郵便業 https://nippon-rikuso.co.jp/

154 NOZAWAカンパニー株式会社 桑名市 医療、福祉 https://wataru-kuwana.com/

155 株式会社のぞみ 四日市市 医療、福祉 http://nozomi-care.co.jp/index.html

156 有限会社野田建設 大紀町 建設業 https://noda-kensetsu.co.jp

157 株式会社能登谷商店 桑名市 卸売業 http://www.k-notoya.co.jp

158 野町どい眼科 鈴鹿市 医療、福祉 https://www.doiganka.jp/

159 株式会社白清舎 伊勢市 生活関連サービス業、娯楽業 http://www.hakuseisya.co.jp/

160 有限会社ハサマデンキ 伊勢市 建設業 http://hasamadenki.com/

161 有限会社八王子屋 四日市市 製造業 －

162 万協製薬株式会社 多気町 製造業 https://bankyo.com

163 株式会社光機械製作所 津市 製造業 https://www.hikarikikai.co.jp/

164 光精工株式会社 桑名市 製造業 https://www.hikariseiko.com

165 株式会社ビコーインプレス 四日市市 建設業 http://www.biko-impress.com/

166 久居運送株式会社本社営業所 津市 運輸業、郵便業 https://hisaiunsou.com/

167 株式会社百五銀行 津市 金融業、保険業 https://www.hyakugo.co.jp/

168 株式会社富士製作所伊賀工場 伊賀市 製造業 http://www.fuji-bearing.com/japanese/index.html

169
富士フイルムマニュファクチャリング株式会社
鈴鹿事業所

鈴鹿市 製造業 https://www.fujifilm.com/fbmfg/

170 藤原工業株式会社 四日市市 建設業 https://www.fujiwara-kk.jp/

171 扶桑工機株式会社 桑名市 製造業 http://www.fusokoki.co.jp/

※「日本標準産業分類」を一部修正して設定
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172 有限会社プラーナ 津市 医療、福祉 －

173 株式会社フリーダム 津市 情報通信業 http://free-dam.jp/

174 特定非営利活動法人ふるさと企画舎 紀北町 宿泊業 https://furusatokikakusha.com/

175 フレッシュ物流株式会社 四日市市 運輸業、郵便業 http://fresh-logi.jp/

176 株式会社ヘルシーファミリー 津市 金融業、保険業 https://healthy-family.co.jp

177 ベルツリージャパン 鈴鹿市 金融業、保険業 －

178 株式会社豊栄モータース 鈴鹿市 その他（自動車整備業） －

179 ホームズ株式会社 四日市市 その他サービス業 https://www.mie-homes.co.jp/

180 株式会社北栄 四日市市 金融業、保険業 －

181 北進運輸株式会社 桑名市 運輸業、郵便業 https://www.hokushin-tp.co.jp

182 株式会社ホンダオート三重 津市 小売業 http://www.hondacars-mienaka.co.jp/

183 本田技研工業株式会社鈴鹿製作所 鈴鹿市 製造業 https://www.honda.co.jp/suzuka/

184 株式会社マイプレジャー 四日市市 小売業 http://www.my-pleasure.co.jp/

185 松岡建設株式会社 川越町 建設業 https://www.matsuokakensetsu.com/

186 松阪ケーブルテレビ・ステーション株式会社 松阪市 情報通信業 https://www.mctv.jp/

187 株式会社松阪電子計算センター 松阪市 情報通信業 https://www.matsusaka.co.jp/

188 丸加運輸株式会社 鈴鹿市 運輸業、郵便業 http://marukaunyu.co.jp

189 丸亀産業株式会社 松阪市 建設業 https://www.marukame.jp/

190 有限会社マル正 津市 医療、福祉 －

191 株式会社マルタカ 鈴鹿市 運輸業、郵便業 http://www.marutaka-tp.co.jp/

192 マルヒロ産業株式会社 伊勢市 建設業 https://r.goope.jp/maruhiro

193 丸文工業株式会社 志摩市 建設業 http://marubun-k.co.jp

194 三重化学工業株式会社 松阪市 製造業 http://www.miekagaku.co.jp/

195 三重金属工業株式会社 津市 製造業 https://www.miekin.co.jp

196 一般財団法人三重県産業衛生協会 桑名市 医療、福祉 https://www.kenkoshindan.or.jp/

197 三重田村薬品株式会社 松阪市 小売業 https://www.mie-tamura.com/

198 有限会社三重電機商会 四日市市 建設業 －

199 三重電子株式会社 明和町 製造業 https://mie-elec.co.jp/

200 株式会社三重電子計算センター 津市 情報通信業 https://www.mieden.co.jp/

201 株式会社ミエデンシステムソリューション 津市 情報通信業 https://www.msysol.co.jp/

202 三重電設株式会社 四日市市 建設業 https://miedensetsu.co.jp/

203 三重農水株式会社 四日市市 運輸業、郵便業 http://www.mienosui.co.jp/

204 社会福祉法人三重ベタニヤ 津市 医療、福祉 https://betaniya.jp/

205 三重リコピー株式会社 津市 卸売業 https://www.miericopy.co.jp/

206 有限会社ミサキ建設 四日市市 建設業 https://misaki-kensetsu.jp/

※「日本標準産業分類」を一部修正して設定
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207 水谷モデル株式会社 菰野町 製造業 http://www.mizutani-model.co.jp/

208 株式会社ミズノ 四日市市 その他サービス業 https://www.e-mizuno.co.jp/

209 株式会社ミツイバウ・マテリアル 松阪市 卸売業 https://mitsuibau.com/

210 株式会社ミヤザキ・メタルサービス三重支店 伊賀市
その他（製鋼原料卸（金属スク

ラップリサイクル業））

http://www.miyazaki-

metal.com/

211 特定非営利活動法人海山スイミングクラブ 紀北町 生活関連サービス業、娯楽業 https://kihoku-kenko.com/

212 明治安田生命保険相互会社津支社 津市 金融業、保険業 https://www.meijiyasuda.co.jp/

213 明治安田生命保険相互会社四日市支社 四日市市 金融業、保険業 https://www.meijiyasuda.co.jp/

214 八木段ボール株式会社 伊勢市 製造業 http://www.yagidan.co.jp

215 株式会社山久木工 伊勢市 製造業 https://www.pro-yamakyu.jp

216 株式会社山下組 志摩市 建設業 http://www.ymstg.co.jp/

217 株式会社山野建設 伊勢市 建設業 https://yamanokensetu.net/

218 株式会社山本建材 志摩市 建設業 http://www.e-yamaken.com/

219 株式会社勇伸 松阪市 製造業 －

220 株式会社佑成産業 玉城町 建設業 －

221 株式会社ユナイテッドエナジー 志摩市 生活関連サービス業、娯楽業 https://fitnessjymlightbody.com/

222
ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン株式
会社三重工場

桑名市 製造業 https://www.usjpc.com/

223 株式会社ユナイテッドファーマシー 志摩市 小売業 https://hikariphamacy.wixsite.com/hikari

224 吉川建設株式会社 伊勢市 建設業 https://yoshikawakensetsu.jp/

225 株式会社ヨシザワ 鈴鹿市 製造業 https://www.yoshipack.co.jp/

226 四日市合成株式会社 四日市市 製造業 https://yg-chem.co.jp/

227 株式会社四日市事務機センター 四日市市 小売業 https://www.yj-c.co.jp/

228 株式会社ライフ・テクノサービス 津市 医療、福祉 https://www.life-techno.jp/

229 リコージャパン株式会社三重支社 四日市市 卸売業 https://www.ricoh.co.jp/sales/about/ricoh-digital-processing-service/

230 株式会社リンク 松阪市 金融業、保険業 https://hokenbrothers.com/

231 株式会社鈴友 鈴鹿市 その他サービス業 http://cleanmente.co.jp/

232 株式会社ロータスオートバックス 松阪市 小売業 https://lotus-web.jp

233 株式会社若鈴 津市 学術研究、専門・技術サービス業 http://www.wakasuzu.co.jp/index.html

234 若松建軌工業株式会社 四日市市 建設業 －

235 有限会社ワタルホ－ムズ 四日市市 建設業 －

236 有限会社ワンダーコーポレーション 鈴鹿市 小売業 －

※「日本標準産業分類」を一部修正して設定
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