
中勢伊賀 令和元年11月5日現在

宣言日 事業所名 市区町村

平成30年2月21日 医療法人　アクアクリニック伊賀 伊賀市
平成30年4月19日 株式会社　共同技術コンサルタント 伊賀市
平成30年5月16日 コスモス観光　堀岡　孝 伊賀市
平成30年5月16日 丸山運送　株式会社 伊賀市
平成30年5月18日 株式会社　福岡醤油店 伊賀市
平成30年5月21日 三重中央開発　株式会社 伊賀市
平成30年6月8日 大同建設工業　株式会社 伊賀市
平成30年6月15日 株式会社　中田商事 伊賀市
平成30年6月7日 山森電機設備　株式会社 伊賀市
平成30年7月5日 町野運送　有限会社 伊賀市
平成30年7月9日 株式会社　ヒライ 伊賀市
平成30年7月10日 五光　株式会社 伊賀市
平成30年7月18日 有限会社　白鳳清掃 伊賀市
平成30年7月19日 小川整備　株式会社 伊賀市
平成30年7月27日 若戎酒造　株式会社 伊賀市
平成30年8月10日 伊藤精工　株式会社 伊賀市
平成30年8月23日 東洋エアゾール工業　株式会社　三重工場 伊賀市
平成30年9月27日 株式会社　東京木材相互市場　三重事業所　マルタピア 伊賀市
平成30年10月31日 樹通商　株式会社 伊賀市
令和元年8月22日 光洋メタルテック　株式会社 伊賀市
令和元年10月1日 株式会社　愛安住 伊賀市
平成28年7月20日 株式会社　松阪鉄工所 津市
平成28年8月4日 津ストラテック　株式会社 津市
平成28年9月1日 久居運送　株式会社 津市

平成28年11月29日 社会福祉法人　あけあい会 津市
平成29年4月17日 菊山鋼材　株式会社 津市
平成29年4月28日 有限会社　ＮＦＰ 津市
平成29年9月25日 東京ライフギャランティー　株式会社 津市
平成29年9月26日 中勢林業　株式会社 津市
平成29年10月4日 株式会社　グッドライフ 津市
平成29年10月13日 藪建設　株式会社 津市
平成29年10月13日 有限会社　倉田保険事務所 津市
平成29年11月6日 株式会社　カンキョー 津市
平成29年11月6日 株式会社　津市環境公社 津市
平成29年12月11日 株式会社　メディカルリンク 津市
平成30年1月18日 株式会社　アルファ 津市
平成30年1月29日 タカモリタクシー　株式会社 津市
平成30年2月27日 株式会社　スマイル・ホールディングス 津市
平成30年5月16日 合同会社　経理サポートみえ 津市
平成30年5月22日 三生運輸　株式会社 津市
平成30年6月1日 有限会社渡辺運送 津市
平成30年6月18日 中部産業　株式会社 津市
平成30年6月25日 三重県社会福祉協議会 津市
平成30年6月21日 株式会社　光機械製作所 津市
平成30年7月26日 社会福祉法人　三重ベタニヤ 津市
平成30年8月7日 中尾技研工業　株式会社 津市
平成30年8月8日 株式会社　杉新衣裳店 津市
平成30年8月8日 富士彫金　株式会社 津市
平成30年8月10日 有限会社　クローバー総合保険事務所 津市
平成30年8月21日 株式会社　中日製作所 津市
平成30年8月20日 有限会社　梅田 津市
平成30年8月30日 有限会社　グランドスラム・オートパル 津市
平成30年8月22日 モリノマシナリー　株式会社 津市
平成30年8月27日 旭工機　株式会社 津市
平成30年8月29日 シャープ三重　株式会社 津市
平成30年8月29日 アオキニック　株式会社 津市
平成30年9月6日 株式会社　萩原建設 津市



中勢伊賀 令和元年11月5日現在

宣言日 事業所名 市区町村

平成30年9月7日 鍛冶清水道　株式会社 津市
平成30年9月10日 宗教法人　圓解院 津市
平成30年9月14日 株式会社　イトウ建材 津市
平成30年9月14日 岡金　株式会社 津市
平成30年9月25日 有限会社　フルイチ設備 津市
平成30年9月25日 南ヶ丘動物病院　奥田　昌広 津市
平成30年9月28日 有限会社　八ッ波商店 津市
平成30年9月28日 株式会社　トーコー　三重支店 津市
平成30年9月28日 有限会社　西宗 津市
平成30年10月12日 八知運送　有限会社 津市
平成30年10月16日 株式会社　アオキエンジニア 津市
平成30年10月24日 株式会社　松島運送 津市
平成30年11月14日 ヤマニ産業　株式会社 津市
平成30年11月19日 株式会社　津ミート 津市
平成30年11月20日 株式会社　ホンダ販売マツモト 津市
平成30年11月22日 オーユーセス　株式会社 津市
平成30年11月29日 中勢用水土地改良区 津市
平成31年1月29日 株式会社　後藤鉄工所 津市
平成31年2月14日 伊勢湾マリン開発　株式会社 津市
平成31年3月14日 株式会社　ビ－イング 津市
平成31年3月20日 株式会社　津ドライビングスク―ル 津市
平成31年3月28日 資昇運輸　株式会社 津市
平成31年4月4日 株式会社　一志精工電機 津市
平成31年4月13日 株式会社　津松菱 津市
令和元年6月12日 株式会社　エスト 津市
令和元年6月13日 有限会社　青木新聞店 津市
令和元年7月5日 津商工会議所 津市
令和元年7月26日 井村屋グループ　株式会社 津市
令和元年8月5日 東海土建　株式会社 津市
令和元年8月5日 三重県中小企業共済協同組合 津市
令和元年8月13日 株式会社　村上商店 津市
令和元年9月6日 株式会社　ミクニ自動車 津市
令和元年9月9日 株式会社　サヤマ 津市
令和元年9月10日 アルコ　株式会社 津市
令和元年9月18日 有限会社　小林組 津市
令和元年10月 9日 医療法人　思源会 津市
令和元年10月29日 東海アヅミテクノ株式会社 津市
平成30年5月24日 株式会社　対泉閣 名張市
平成30年5月28日 名張不動産株式会社 名張市
平成30年10月2日 有限会社　前田文具 名張市
平成31年2月5日 有限会社　クリーンテツク名張 名張市
令和元年7月31日 ライフアート　株式会社 名張市


