
Ｎｏ． 　[サポーター企業名] [業種] [住所] [HPアドレス]

1 株式会社フミックス
その他のサービ
ス業

名張市下比奈知1465

2
株式会社エイゼットソリュー
ション

卸売・小売業 尾鷲市栄町11-5 http://az-s.com

3 株式会社広島工務店 建設業 名張市西原町2605 http://www.kiwacocoro.co.jp

4 株式会社大杉型紙工業 製造業 鈴鹿市白子3-8-6 https://www.osugi.co.jp

5 Miik hair
生活関連サービ
ス・娯楽業

名張市鴻之台2-186-2 http://www.miikhair.com/

6
特別養護老人ホームウェル
ハート明和

医療・福祉 多気郡明和町大字志貴1334 http://www.wellheart.jp

7 西村配管株式会社 建設業 志摩市阿児町神明1499-9

8 スマート不動産 不動産業
四日市市新正4-1-1　チトセビ
ル3F

http://www.smart-f.jp

9 松阪木材株式会社 卸売・小売業 松阪市木の郷町21
10 株式会社三電機 製造業 いなべ市大安町平塚442-2 http://www.sdgp.net

11 コスモテクノ四日市株式会社
その他のサービ
ス業

四日市市大協町1-1

12 株式会社山田工業所 製造業 津市河芸町東千里524-1
13 菱田建材株式会社 建設業 伊勢市中須町874-3 http://www.hishida-k.com

14 株式会社ウェルフェア 医療・福祉 伊勢市黒瀬町865-1 http://www.welfare-mie.jp

15 有限会社ウェルフェア三重 医療・福祉 伊勢市黒瀬町865-1 http://www.welfare-mie.jp

16 有限会社青木製作所 製造業 松阪市大口町1162-2 http://www.aokiseisakusyo.co.jp

17 たすけあい 医療・福祉 松阪市久保町1049-4
18 有限会社アイプロ 製造業 伊賀市西之沢796-1 http://www.ipro-ltd.jp
19 クラフトアルマジロ株式会社 製造業 鈴鹿市国府町7669-57 https://www.craft-armadillo.com

20 御在所ロープウエイ株式会社 運輸業 三重郡菰野町大字菰野8625 http://www.gozaisho.co.jp/

21
株式会社スマイルライフサ
ポート

医療・福祉 伊賀市四十九町3113 http://www.37-ie.com

22 株式会社ダイソウ 卸売・小売業 桑名市和泉278 http://www.daisou-m.com/

23 東洋化工機株式会社 建設業 四日市市塩浜894 http://www.toyokakoki.jp

24 株式会社バース 情報通信業 四日市市西浦2-4-17 http://www.birth.ne.jp
25 藤井撚糸株式会社 製造業 四日市市羽津町20-14 http://www.nenshi.co.jp

26 三重県中小企業家同友会
その他のサービ
ス業

四日市市南浜田町2-14　水谷ビ
ル3F

http://www.mie.doyu.jp

27 株式会社メディソップ 医療・福祉 名張市夏見2859-1 http://medisop.jp
28 株式会社ヤマシタオート 卸売・小売業 鈴鹿市西条8-11
29 特定非営利活動法人和親 医療・福祉 松阪市下村町346-15
30 有限会社こころ 医療・福祉 松阪市八重田町485-2 http://www.kokoro16.co.jp

31 株式会社スズカサポート 製造業 鈴鹿市国府町273-3 http://suzuka-s.com
32 株式会社シティスキャナー 情報通信業 伊勢市宇治浦田3-31-7 http://www.cityscanner.co.jp

33 株式会社イトジュ
その他のサービ
ス業

四日市市川原町1-3 http://www.ito-jyu.co.jp

34 株式会社メイク・プラスター 建設業 鈴鹿市南玉垣町6898 http://www.makeplaster.com/

35 三重県観光開発株式会社
その他のサービ
ス業

津市新町1-5-35 http://www.iseshimaskyline.com

36 有限会社羽田野設備 建設業 伊勢市村松町1356-12

37 戸田社会保険労務士事務所
専門・技術サー
ビス業

津市久居小野辺町2026-7
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38
高和電氣工業株式会社桑名事
業所

製造業 桑名市坂井字畑田890 http://www.kowa-dk.jp/

39 株式会社岩間化学 製造業 四日市市波木町816-11 http://iwamakagaku.co.jp/

40 有限会社明日桧 建設業 四日市市室山町122-1 http://www.asu-naro.jp

41 有限会社タクミスタジオ
その他のサービ
ス業

桑名市長島町中川683-1 http://www.takumistudio.jp

42 豊神堂商事株式会社 卸売・小売業 四日市市松本3-12-17 https://hoshindo.biz

43 株式会社RAISE
生活関連サービ
ス・娯楽業

桑名市寿町2-23　サンケイビル
2F

44 KOZO
生活関連サービ
ス・娯楽業

名張市鴻之台2-54　ハックベ
リーコート内

http://kozococo.jimdo.com

45 株式会社シュテルン三重 卸売・小売業 四日市市日永4-1-54 http://stern-mie.co.jp/
46 近藤緑化株式会社 建設業 鈴鹿市矢橋1-23-4 http://www.kondo-r.com

47 Rian
生活関連サービ
ス・娯楽業

四日市市鵜の森1-2-15　メゾン
ヴァンベール304

48 株式会社金星堂 製造業 桑名市江場481 http://www.kinseido.co.jp

49 有限会社伊藤整備工作所
その他のサービ
ス業

四日市市高浜町9-30

50 株式会社プラトンホテル 飲食店・宿泊業 四日市市西新地7-3 http://www.platon-hotel.co.jp

51
特定非営利活動法人シルバー
サービス憩いの汀

医療・福祉 津市海岸町14-20

52 社会福祉法人慈恵会 医療・福祉 伊勢市村松町3294-1 http://www.jikeikai-ise.or.jp

53 細川商事株式会社 卸売・小売業 四日市市高砂町1-6 http://www.cty-net.ne.jp/~hoso-1/

54 株式会社一十　四日市工場 製造業 四日市市平尾町2370-17 http://www.ichiju.co.jp
55 有限会社岡野自動車商会 卸売・小売業 度会郡玉城町中楽693-1 http://www.okanojidousha.co.jp

56 TKRoots株式会社 飲食店・宿泊業 桑名市大字福島字矢田野955-2 http://www.butanomichi.com/

57 有限会社シスター
生活関連サービ
ス・娯楽業

四日市市富田3-22-22 http://www.edge-hair.com

58 須川社会保険労務士事務所
専門・技術サー
ビス業

南牟婁郡紀宝町鵜殿940

59 株式会社山信工業 建設業 伊勢市田尻町441-1
60 三重シンリョー設備株式会社 建設業 津市雲出本郷町1805-25 http://www.mie-shinryo.com

61 株式会社中田商事 運輸業 伊賀市荒木野々浦893-1 http://www.nakata-shoji.co.jp/

62 Dolce nail
生活関連サービ
ス・娯楽業

四日市市安島1-5-12 http://www.mirror-blue.com

63 株式会社アド三愛
専門・技術サー
ビス業

四日市市浜田町5-12　第二加藤
ビル3F

http://www.ad-sanai.co.jp

64 KiKi 飲食店・宿泊業 桑名市東方563-11 http://kiki140420.wixsite.com/kiki

65 有限会社服部製菓舗 製造業 桑名市多度町柚井538 http://www.hattori-seika.co.jp

66 有限会社山村乳業 製造業 伊勢市大世古3-5-8 http://www.yamamuramilk.co.jp

67 霞共同事業株式会社
その他のサービ
ス業

四日市市霞1-1 http://www.kkj.co.jp

68 株式会社丸の内福祉会 医療・福祉 津市東丸之内25-11 http://smile-house.jp/

69 株式会社堀口建築設計
専門・技術サー
ビス業

名張市さつき台2-385 http://www.horiguchi-sekkei.com

70
社会保険労務士事務所フェイ
ルノート

専門・技術サー
ビス業

四日市市生桑町919-1　SOHOビ
ル2階

71 山崎労務管理事務所
専門・技術サー
ビス業

伊勢市岩渕2-5-1

72 ハールヘアデザイン
生活関連サービ
ス・娯楽業

四日市市生桑町109-1 http://www.haar.jp

73 株式会社赤井薬局 医療・福祉 名張市鴻之台3-31 http://www.myph.jp/akai_ph/

74 株式会社共栄商会 卸売・小売業 桑名市参宮通19 http://kyoei-sk.jp

75 株式会社アシスト
その他のサービ
ス業

四日市市小古曽1-1-15

76
ケア・サポート青い鳥有限会
社

医療・福祉 津市豊が丘2-38-6

77 経営労務・亀永事務所
専門・技術サー
ビス業

愛知県弥富市鯏浦町南前新田25
Nビル4階

78
特定非営利活動法人スマイル
タウン

医療・福祉 松阪市立野町801-1 http://www.smile-town.org/

79 蒼築舎株式会社 建設業 四日市市浜一色町16-35 http://tutikabe.net/
80 有限会社竹田工業所 建設業 鳥羽市大明西町24-14
81 地域ケア株式会社 医療・福祉 津市殿村1553 http://www.tonomura-web.com



82 株式会社ドリームシーカー
生活関連サービ
ス・娯楽業

多気郡大台町菅合1277-2 http://www.ceremonyhall-shion.com

83 有限会社花しょうぶ苑 医療・福祉 亀山市本町1-2-12
84 有限会社HIRANO METAL WORKS 製造業 桑名市長島町平方111 http://hiranometalworks.com

85
株式会社GTOコーポレーショ
ン

医療・福祉 津市長岡町82-1 http://terakoya-orangekids.com/

86 農事組合法人土実樹 農業・林業 度会郡南伊勢町切原502 http://tumiki-mikan.com/

87 hair salon un peu
生活関連サービ
ス・娯楽業

津市西丸之内7-4 http://www.un-peu.com

88 前川浩一税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

松阪市郷津町192-5 http://www.maegawakaikei.com/

89 安藤・内田会計事務所
専門・技術サー
ビス業

津市久居野村町606-43 http://www.autax.net

90 株式会社アスライト
その他のサービ
ス業

伊勢市曽祢1-1-18 http://www.asu-light.com

91 ナカケンホーム株式会社 建設業 津市庄田町2078-1 http://nakakenhome.com

92 株式会社清水鉄工所 製造業 桑名市東金井1169-1 http://shimizu-ironcompany.webnode.jp/

93 株式会社iGO
教育・学習支援
業

名張市桔梗が丘4-1-33

94 株式会社稲藤 卸売・小売業 四日市市日永4-4-48 http://inatoh.co.jp

95
カツラヤマ社会保険労務士事
務所

専門・技術サー
ビス業

員弁郡東員町八幡新田174-1

96 株式会社キミドリ造型社 製造業 四日市市諏訪栄町22-6 http://1koubou.net
97 寿司割烹醍醐 飲食店・宿泊業 名張市百合が丘西6-72 http://www.sushi-daigo.com/

98 白鳳アーキテック株式会社
専門・技術サー
ビス業

名張市希央台5-109 http://www.hakuho-g.com

99 株式会社白鳳アドバンス
専門・技術サー
ビス業

伊賀市西明寺2217-5 http://www.hakuho-g.com

100
株式会社ブリオカフェカンパ
ニー

飲食店・宿泊業 津市垂水214-1 http://brio-caffe.com

101 YUKIビジネスサポート
専門・技術サー
ビス業

津市栄町2-420　オフィス5　1
階

102 株式会社FEED 製造業 鈴鹿市寺家町985-1 http://www.feed2007.com

103 三重電設株式会社 建設業 四日市市生桑町347-4 http://miedensetsu.co.jp/

104 南勢オートリース株式会社
その他のサービ
ス業

伊勢市東大淀町17-6

105 有限会社大山 飲食店・宿泊業 多気郡明和町竹川33-5 http://daisen-33-5.com
106 株式会社川本タイヤ 卸売・小売業 伊勢市吹上2-1-2

107 株式会社三重旅行サービス
生活関連サービ
ス・娯楽業

伊賀市服部町尾﨑1788 http://www.jtb-mts.com

108 株式会社ユー
その他のサービ
ス業

名張市南町834-1 http://www.iga-younet.co.jp

109
株式会社GINZA global
company

生活関連サービ
ス・娯楽業

四日市市小杉新町10 http://www.andiamo.jp

110 株式会社ヤマザキ 建設業 四日市市日永東3-8-19 http://www.yamafen.jp/

111
エールアドエイジェンシー合
同会社

専門・技術サー
ビス業

四日市市栄町1-11　ビズ・スク
エアよっかいち6F

http://www.yell-ad-agency.co.jp

112 三交興業株式会社 飲食店・宿泊業 亀山市関町萩原39 http://www.sancocogyo.co.jp/

113
株式会社ケアサポートはらか
ら

医療・福祉 鈴鹿市若松東1-20-17

114 株式会社ナベカ 製造業 亀山市能褒野町47-47 http://www.nabeka.co.jp

115 亀山商工会議所
その他のサービ
ス業

亀山市東御幸町39-8 http://www.kameyama-cci.or.jp

116 株式会社Eプレゼンス
その他のサービ
ス業

四日市市久保田2-10-13　杉善
ビル1F

http://www.e-presence.jp/

117
平和コンクリート工業株式会
社

製造業 四日市市楠町吉崎1 http://heiwa-con.co.jp

118 株式会社ラヴフォー 卸売・小売業 四日市市中部12-11

119 南部博税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

鈴鹿市寺家6-16-32 http://www.nambukaikei.com

120 株式会社ぷらいむ
生活関連サービ
ス・娯楽業

四日市市北浜田町7-20 http://prime-web.jp

121 REMIX
生活関連サービ
ス・娯楽業

鈴鹿市中江島町17-10　プラ
ドール92

http://www.remix-marl.com



122 株式会社never 製造業 鈴鹿市三日市南3-3-16 http://www.never2014.com

123 Lindwurm
生活関連サービ
ス・娯楽業

松阪市中央町38-9 http://hair-lindwurm.com

124 株式会社アオキエンジニア 製造業 津市稲葉町460-5 http://www.aeng-acre.jp/

125 株式会社エスポワール 医療・福祉 四日市市高花平2-1-63

126
特定非営利活動法人なちゅら
ん

医療・福祉 四日市市高花平2-1-63

127 Brace Beaute+
生活関連サービ
ス・娯楽業

桑名市末広町22　ヤマハウィン
グ北勢堂5F

http://nailbook.jp/nail-salon/20794/

128 株式会社アラキ
生活関連サービ
ス・娯楽業

松阪市光町36-9 http://www.la-miyou.com

129 灯お木株式会社 建設業 鈴鹿市白子4-15-20 http://www.hiokigroup.com

130 合資会社西村商店 製造業 度会郡玉城町田丸244
131 株式会社市原木工所 製造業 名張市瀬古口581 http://ichiharamokkou.com

132 株式会社シナジーメディア
その他のサービ
ス業

桑名市太一丸688-4　1Ｆ https://symedia.co.jp

133
ストレッチ整体　Stretch
Style

生活関連サービ
ス・娯楽業

四日市市天カ須賀3-4-19 http://www.stretch-style.com/

134 株式会社たまや 卸売・小売業 四日市市日永5-12-13 http://www.tamaya-group.jp

135 hair Grant
生活関連サービ
ス・娯楽業

四日市市鵜の森2-7-17

136 有限会社三愛岐 建設業 四日市市高見台1-5-10 http://miagi-home.com
137 株式会社VEMS 製造業 伊賀市荒木815-1 http://www.vems.co.jp/

138 ビータス
その他のサービ
ス業

名張市下比奈知3063-1

139 有限会社らーんざむ
教育・学習支援
業

松阪市嬉野中川新町1-50 https://www.meikogijuku.jp/school/mie/matsusaka-shi/S2043/

140
フォルクスワーゲン三重北
吉田自動車販売株式会社

卸売・小売業 三重郡川越町高松146 http://www.vw-miekita.com

141 株式会社ソフ
生活関連サービ
ス・娯楽業

名張市桔梗が丘2-7-16 http://sofs-sofs.com

142 桑和機工株式会社 製造業 桑名市北桑部1083
143 デイサービス第2ひだまり 医療・福祉 伊勢市川端町字浦246-2


