
採択事業者名 市町名

1 有限会社アドバンス 津市

2 寒紅梅酒造株式会社 津市

3 腰山商店 津市

4 河芸運輸株式会社 津市

5 合歓の木 津市

6 MELLOW 津市

7 株式会社セキデンアクシス 津市

8 株式会社喜場 津市

9 有限会社赤塚製麺 津市

10 有限会社大西畜産 津市

11 株式会社エイト不動産Lab 津市

12 株式会社西口組鉄工 津市

13 家族的美食屋あじへい河芸店 津市

14 おぼろタオル株式会社 津市

15 有限会社清少納言 津市

16 WEST GATE 津市

17 有限会社クリーニングヨコイ 四日市市

18 有限会社三重グリーンテニスクラブ 四日市市

19 中島製茶株式会社 四日市市

20 有限会社夢菓子工房ことよ 四日市市

21 有限会社住吉孔版社 四日市市

22 鈴鹿エンヂニヤリング株式会社 四日市市

23 伊藤酒造株式会社 四日市市

24 キングスサロン三重四日市店 四日市市

25 株式会社水沢かぶせ会 四日市市

26 有限会社伊勢昆布 四日市市

27 株式会社つばきフードサービス 四日市市

28 マルクメ鎌田製茶 四日市市

29 株式会社ピーズプレアコーポレーション 四日市市

30 本郷製茶 四日市市

31 有限会社四日市プレイボウルスタジアム 四日市市

32 有限会社クリエイト 伊勢市

33 パンダ・バ 伊勢市

34 ヒメヤ工業有限会社 伊勢市

35 株式会社エムケイ・コーポレーション 伊勢市

36 有限会社ふじむら園芸 伊勢市

37 有限会社まめや 伊勢市

38 ベストパートナー株式会社 伊勢市

39 食工房タオ 伊勢市

40 三重化学工業株式会社 松阪市

41 有限会社ジンテック 松阪市

42 株式会社UMEDA 松阪市

43 cafe & dining Viognier 松阪市

44 環境システム株式会社 松阪市

45 有限会社小林木材 松阪市

46 株式会社ダイギ 松阪市

47 株式会社宮路施術院 松阪市

48 御菓子司 保々屋 桑名市

49 パティスリーアノ 桑名市

50 伊藤黒鉛工業株式会社 桑名市



51 株式会社松岡慶熹鋳造 桑名市

52 株式会社鳥文 桑名市

53 株式会社テクノアート 鈴鹿市

54 有限会社小川板金工業 鈴鹿市

55 株式会社三秀 鈴鹿市

56 伊藤精機株式会社 鈴鹿市

57 株式会社セイワ 鈴鹿市

58 株式会社亀井商事 名張市

59 JOLION株式会社 名張市

60 株式会社エス・シー・エム 名張市

61 楠丑材木店 尾鷲市

62 株式会社セキデン 亀山市

63 有限会社小菅屋 亀山市

64 共和木材有限会社 亀山市

65 山形屋酒店 亀山市

66 株式会社TANIGUCHI 亀山市

67 株式会社前田製作所 亀山市

68 株式会社アップルクス 亀山市

69 鳥羽観光会館ビル株式会社 鳥羽市

70 有限会社新屋 鳥羽市

71 有限会社世古 鳥羽市

72 株式会社戸田家 鳥羽市

73 有限会社羽柴商店 鳥羽市

74 マルヒサ渡船 熊野市

75 糸川屋製菓株式会社 熊野市

76 有限会社松田石油店 熊野市

77 野地木材工業株式会社 熊野市

78 株式会社マルデ鋳器 いなべ市

79 奥岡建設工業株式会社 いなべ市

80 VANILLA いなべ市

81 すこやか いなべ市

82 株式会社TK・FARM 志摩市

83 株式会社上田商店 志摩市

84 株式会社廣建設 志摩市

85 有限会社河井ファーム肉よし 志摩市

86 有限会社ムカイ 志摩市

87 株式会社ユナイトファーム 志摩市

88 株式会社長太屋 志摩市

89 有限会社観光旅館福寿荘 志摩市

90 伊勢富撚糸 伊賀市

91 光月窯 伊賀市

92 有限会社インドゥ 伊賀市

93 アズマ株式会社 伊賀市

94 廣嶋建材株式会社 伊賀市

95 中外医薬生産株式会社 伊賀市

96 糸伍株式会社 伊賀市

97 株式会社紅梅屋 伊賀市

98 ラ・ポアール 東員店 東員町

99 有限会社日の出屋製菓 菰野町

100 株式会社三重フリット 菰野町

101 ユアースタイル 川越町



102 池下商会 多気町

103 有限会社亀田石油店 多気町

104 株式会社大西縫工所 大台町

105 株式会社三重額椽 大台町

106 有限会社村木耐建工業 玉城町

107 株式会社三友工業 玉城町

108 有限会社鈴木水産 度会町

109 愛海丸 大紀町

110 豚とんまる 大紀町

111 株式会社上村組 南伊勢町

112 株式会社松本鉄工所 南伊勢町

113 割烹の宿 美鈴 紀北町

114 マルキ商店 紀北町

115 山口石材店 紀北町

116 株式会社河村こうじ屋 紀北町

117 株式会社三重魚新水産 紀北町

118 良福丸 紀北町

119 株式会社ヤナギダ・テクノ 紀北町

120 有限会社マルミツ古川商店 御浜町

121 やま梅農園株式会社 御浜町

122 石本果樹園 紀宝町


