
北勢 令和元年11月5日現在

宣言日 事業所名 市区町村

平成29年10月13日 株式会社　田中運輸 いなべ市
平成30年5月29日 有限会社　小寺塗装店 いなべ市
平成30年5月30日 株式会社　員弁環境サービス いなべ市
平成30年6月18日 有限会社　安藤板金工業所 いなべ市
平成30年9月19日 （株）　伊藤喜産業 いなべ市
平成31年4月1日 株式会社　イシザキ いなべ市
平成30年4月16日 員弁郡　東員町
平成30年7月6日 平和工業　株式会社 員弁郡　東員町
平成30年9月25日 株式会社　みつわポンプ製作所 員弁郡　東員町
平成30年10月5日 新興運輸　株式会社 員弁郡　東員町
平成30年3月21日 株式会社　カワキタエクスプレス 亀山市
平成30年7月17日 広伊建設　株式会社 亀山市
平成30年9月7日 Ｏｄ　株式会社 亀山市
平成30年9月14日 有限会社　太田コンクリート 亀山市
平成30年9月28日 株式会社　一誠堂 亀山市
令和元年5月21日 株式会社　布気自動車 亀山市
令和元年5月22日 有限会社　亀山鈑金自動車工業 亀山市
令和元年6月3日 丸中運送　有限会社 亀山市
平成30年2月24日 大輝　株式会社 桑名郡　木曽岬町
平成30年6月12日 岩崎産業　株式会社 桑名郡　木曽岬町
平成29年3月14日 ユニオン商事　株式会社 桑名市
平成29年3月16日 株式会社　伊勢志ぐれ 桑名市
平成29年3月29日 三重淡水魚株式会社 桑名市
平成29年3月28日 株式会社　兼松造園 桑名市
平成29年4月25日 株式会社　ナヤデン 桑名市
平成29年5月1日 エリートクリーニング　株式会社 桑名市
平成29年9月27日 一般財団法人　三重県産業衛生協会 桑名市
平成29年9月27日 社会福祉法人耕逸山児童福祉協会　耕逸山たどこども園 桑名市
平成29年11月14日 日商器材　株式会社 桑名市
平成29年11月15日 株式会社　ＮＴＮ多度製作所 桑名市
平成30年2月6日 株式会社　平野 桑名市
平成30年3月14日 株式会社　センチュリークリエイティブ 桑名市
平成30年5月30日 株式会社　桑友興業 桑名市
平成30年6月4日 菱田商事　株式会社 桑名市
平成30年6月5日 株式会社　カワソウ 桑名市
平成30年6月4日 株式会社　山本本店 桑名市
平成30年6月9日 有限会社　坂倉鉄工所 桑名市
平成30年6月13日 有限会社　東海薬草研究所 桑名市
平成30年6月18日 有限会社　かわはし 桑名市
平成30年6月20日 有限会社　寺田商店 桑名市
平成30年5月30日 医療法人　伊藤内科クリニック 桑名市
平成30年6月26日 福井屋新太郎仏壇　株式会社 桑名市
平成30年6月27日 株式会社　川北電気 桑名市
平成30年7月3日 有限会社　城福鋳造所 桑名市
平成30年7月5日 株式会社　大島水道 桑名市
平成30年7月5日 中部綜建　株式会社 桑名市
平成30年7月6日 株式会社　六晃電気産業 桑名市
平成30年7月18日 株式会社　濱　製作所 桑名市
平成30年7月18日 さんあい薬局　株式会社 桑名市
平成30年7月23日 株式会社　桑名保険センター 桑名市
平成30年7月24日 株式会社　清水鉄工所 桑名市
平成30年7月27日 有限会社　フミコーポレーション 桑名市
平成30年7月31日 有限会社　桑名製凾所 桑名市
平成30年8月1日 有限会社　タクミスタジオ 桑名市
平成30年7月31日 藤本会計パートナー　藤本　純 桑名市
平成30年8月1日 株式会社　共栄商会 桑名市
平成30年8月6日 株式会社　大城 桑名市
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平成30年8月9日 株式会社　ほくせい 桑名市
平成30年8月9日 株式会社　花のホクセイ 桑名市
平成30年8月9日 有限会社　コスモスホールディングス 桑名市
平成30年8月9日 株式会社　秋桜 桑名市
平成30年8月23日 社会福祉法人　アパティア福祉会 桑名市
平成30年9月19日 株式会社　金星堂 桑名市
平成30年9月19日 株式会社　ヤスダ工業 桑名市
平成30年9月20日 株式会社　木下 桑名市
平成30年9月25日 日本ホーク　株式会社 桑名市
平成30年9月28日 株式会社　三重農福支援センター 桑名市
平成30年10月2日 有限会社　長瀬印刷所 桑名市
平成30年10月5日 柴田運送　株式会社 桑名市
平成30年10月16日 株式会社　アベテック 桑名市
平成30年10月12日 合同会社　ソーシャルビジネスサポート 桑名市
平成30年11月13日 有限会社　ＨＩＲＡＮＯ　ＭＥＴＡＬ　ＷＯＲＫＳ 桑名市
平成30年11月29日 有限会社　岡村組 桑名市
平成30年12月4日 （株）　一中 桑名市
平成31年1月29日 株式会社　アサプリ 桑名市
平成31年2月15日 有限会社　イトウ精機 桑名市
平成31年2月18日 株式会社　佐藤工業所 桑名市
令和元年7月31日 株式会社　エーアンド・エム 桑名市
令和元年8月9日 ワタナベ商事　株式会社 桑名市
令和元年9月13日 株式会社　佐藤製作所 桑名市
令和元年10月1日 有限会社　かさぎ 桑名市
平成28年2月18日 三重郡菰野町役場 三重郡　菰野町
平成28年2月18日 株式会社　グリーンホテル 三重郡　菰野町
平成28年2月18日 三重郡　菰野町
平成28年2月18日 株式会社　佐野テック 三重郡　菰野町
平成28年2月18日 社会福祉法人　三和福祉会 三重郡　菰野町
平成28年2月18日 菰野町社会福祉協議会 三重郡　菰野町
平成28年2月18日 社会福祉法人鈴鹿聖十字会老人保健施設　聖十字ハイツ 三重郡　菰野町
平成28年2月18日 有限会社　大和技建 三重郡　菰野町
平成28年2月18日 東海住電精密　株式会社 三重郡　菰野町
平成28年3月23日 あづまフ―ズ　株式会社 三重郡　菰野町
平成28年4月21日 株式会社　イナガキ 三重郡　菰野町
平成29年10月25日 株式会社　明和製作所 三重郡　菰野町
平成30年5月25日 有限会社　エムアイトランスポートサービス 三重郡　菰野町
平成30年5月25日 古川物流　株式会社 三重郡　菰野町
平成30年6月21日 平尾鋼管　株式会社 三重郡　菰野町
平成30年9月26日 有限会社　裕進運輸 三重郡　菰野町
平成30年10月1日 水谷モデル　株式会社 三重郡　菰野町
令和元年5月15日 株式会社　Μ―ＴＥＡＭ 三重郡　菰野町
令和元年8月8日 アイサン物流株式会社 三重郡　菰野町
平成28年4月13日 マツオカ建機　株式会社 三重郡　川越町
平成30年4月2日 株式会社　暁興産 三重郡　川越町
平成30年6月1日 東海エクスプレス　株式会社 三重郡　川越町
平成30年6月18日 有限会社　レイズ 三重郡　川越町
平成30年6月18日 有限会社　中川工作所 三重郡　川越町
平成30年6月18日 株式会社　サンプレゼント 三重郡　川越町
平成30年10月9日 川越運送　株式会社 三重郡　川越町
平成30年10月9日 川越商事　有限会社 三重郡　川越町
平成30年10月25日 株式会社　ミツボシ 三重郡　川越町
平成30年12月18日 有限会社　四日市塗装工業所 三重郡　川越町
令和元年10月 9日 谷口石油精製　（株） 三重郡　川越町
平成30年8月7日 株式会社　サンロツク 三重郡　朝日町
平成28年2月18日 医療法人社団　プログレス 四日市市
平成28年11月16日 中日臨海バス　株式会社 四日市市
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平成28年11月14日 株式会社　マイプレジャー 四日市市
平成29年6月2日 株式会社　ミズノ 四日市市
平成29年9月27日 株式会社　四日市事務機センター 四日市市
平成29年10月10日 株式会社　ジエツク 四日市市
平成29年10月10日 大東電気　株式会社 四日市市
平成29年11月9日 伊藤製油　株式会社 四日市市
平成29年11月24日 株式会社　東産業 四日市市
平成29年12月18日 株式会社　中部メディカル 四日市市
平成29年12月25日 株式会社　サノプランニング 四日市市
平成30年1月10日 株式会社　ライフロジサポート 四日市市
平成30年1月11日 公益社団法人　四日市市シルバー人材センター 四日市市
平成30年2月20日 株式会社　サイトウ工研 四日市市
平成30年3月5日 株式会社　富洋組 四日市市
平成30年3月29日 新成運輸　株式会社 四日市市
平成30年4月16日 コスモ電子　株式会社 四日市市
平成30年4月20日 協同海運　株式会社 四日市市
平成30年4月24日 社会福祉法人　三重ワイエムシイエイ福祉会 四日市市
平成30年4月14日 有限会社　鈴峰 四日市市
平成30年5月2日 成和運送　株式会社 四日市市
平成30年5月21日 株式会社　大勢断熱 四日市市
平成30年5月21日 鈴木造船　株式会社 四日市市
平成30年5月23日 株式会社　久志本組 四日市市
平成30年5月24日 三昌運輸倉庫株式会社 四日市市
平成30年5月25日 株式会社　尾張屋 四日市市
平成30年5月28日 株式会社　アート・宙 四日市市
平成30年6月1日 阿倉川運送　株式会社 四日市市
平成30年6月5日 信藤建設　株式会社 四日市市
平成30年6月6日 ホームズ　株式会社 四日市市
平成30年6月7日 株式会社　フアクター 四日市市
平成30年6月7日 有限会社　メーケン 四日市市
平成30年6月7日 中部ドラム罐工業　株式会社 四日市市
平成30年6月12日 阿倉川物流　株式会社 四日市市
平成30年6月14日 株式会社　光本美容商事社 四日市市
平成30年6月14日 株式会社　三エスゴム 四日市市
平成30年6月14日 平和急送　株式会社 四日市市
平成30年6月15日 有限会社　市川 四日市市
平成30年6月15日 新陽工業　株式会社 四日市市
平成30年6月18日 藤原工業　株式会社 四日市市
平成30年6月25日 東電運輸　株式会社 四日市市
平成30年6月26日 株式会社　サンメツク 四日市市
平成30年6月22日 株式会社　松南 四日市市
平成30年7月18日 大光産業　株式会社 四日市市
平成30年7月23日 和幸保険　株式会社 四日市市
平成30年7月28日 ＡＣＴデザイン　株式会社 四日市市
平成30年7月30日 株式会社　トヨタトータルデザイン 四日市市
平成30年8月8日 有限会社　トータル保険サービス 四日市市
平成30年8月10日 三重県富田トラック事業協同組合 四日市市
平成30年8月29日 伊勢湾倉庫　株式会社 四日市市
平成30年9月7日 司法書士法人　富田総合事務所 四日市市
平成30年9月7日 土地家屋調査士法人 TOMITA総合事務所 四日市市
平成30年9月7日 有限会社　Ｔ・サ―ベイコンサルタント 四日市市
平成30年9月14日 スズカン　株式会社 四日市市
平成30年9月18日 三泗ホンダ販売　株式会社 四日市市
平成30年9月13日 株式会社　中村組 四日市市
平成30年9月19日 株式会社　草薙製作所 四日市市
平成30年9月20日 中部サービス　有限会社 四日市市
平成30年9月20日 小西運送　株式会社 四日市市
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平成30年9月21日 有限会社　保険ネットサービス 四日市市
平成30年9月25日 有限会社　保険プロデュース 四日市市
平成30年10月1日 株式会社　東和工業所 四日市市
平成30年10月3日 株式会社　グットキャリーミエ 四日市市
平成30年10月3日 東洋電機　株式会社 四日市市
平成30年10月4日 若松建軌工業　株式会社 四日市市
平成30年10月4日 株式会社　ウインクス 四日市市
平成30年10月12日 株式会社　種瀬組 四日市市
平成30年10月12日 株式会社　ヒロ・サービス 四日市市
平成30年10月16日 株式会社　伊藤鉄工所 四日市市
平成30年10月17日 谷口石油　株式会社 四日市市
平成30年10月17日 株式会社　ＧＭＣ 四日市市
平成30年10月24日 株式会社　アーキ・ジャパン 四日市市
平成30年10月26日 伊藤管機工業　株式会社 四日市市
平成30年10月26日 伸友物流　有限会社 四日市市
平成30年10月29日 株式会社　常磐商事 四日市市
平成30年10月31日 株式会社　かぶと運送 四日市市
平成30年11月1日 株式会社　三重　平安閣 四日市市
平成30年11月5日 株式会社　マインドハウス 四日市市
平成30年11月7日 和光金属　株式会社 四日市市
平成30年11月12日 日本オフィス・オートメーション　株式会社 四日市市
平成30年11月12日 有限会社　こむら工業 四日市市
平成30年11月12日 株式会社　テレコマンド 四日市市
平成30年11月19日 株式会社　ＴＲＧ 四日市市
平成30年11月19日 池畑運送　株式会社 四日市市
平成30年11月19日 システム物流　株式会社 四日市市
平成30年11月21日 ＴＲＩＰ　株式会社 四日市市
平成30年11月29日 社会福祉法人　日の本福祉会 四日市市
平成30年12月11日 野呂水産運輸　有限会社 四日市市
平成30年12月20日 コスモテクノ四日市株式会社 四日市市
平成31年1月21日 株式会社　グリーンズ 四日市市
平成31年1月25日 菰野東部交通　株式会社 四日市市
平成31年2月20日 片岡製網　株式会社 四日市市
平成31年3月4日 株式会社　ぷらいむ 四日市市
平成31年3月4日 株式会社　Ｗａｒａ　Ｆｕｋｕ 四日市市
平成31年3月4日 株式会社　Ｇｒｏｗ　ｕｐ 四日市市
平成31年3月4日 株式会社　ＳＥＥＤ 四日市市
平成31年3月4日 株式会社　Ｍ’ｓ―ｍｉｎｄ 四日市市
平成31年3月22日 高砂建設　株式会社 四日市市
平成31年3月27日 株式会社　破天荒 四日市市
平成31年4月1日 有限会社　伊藤鈑金工作所 四日市市
平成31年4月4日 鈴鹿エンヂニヤリング　株式会社 四日市市
平成31年4月12日 有限会社　三重電機商会 四日市市
平成31年4月19日 株式会社　日野 四日市市
令和元年5月7日 オリンピアスポーツクラブ 四日市市
令和元年5月8日 三浜紙器　株式会社 四日市市
令和元年5月8日 九鬼肥料工業　株式会社 四日市市
令和元年5月14日 中京防災システム　株式会社 四日市市
令和元年5月22日 中日本建設　株式会社 四日市市
令和元年5月23日 有限会社　安立塗装 四日市市
令和元年5月28日 藤田ブロック工業　株式会社 四日市市
令和元年5月28日 株式会社　エイワ 四日市市
令和元年5月31日 株式会社　ウエスギ 四日市市
令和元年5月31日 有限会社　四日市義肢製作所 四日市市
令和元年6月10日 株式会社　ビコーインプレス 四日市市
令和元年6月19日 株式会社　ミライト 四日市市
令和元年7月26日 株式会社　クスノキケミコ 四日市市
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令和元年7月31日 株式会社　一ヱ商店 四日市市
令和元年8月7日 三重電設　株式会社 四日市市
令和元年8月7日 朝日土木　株式会社 四日市市
令和元年8月8日 株式会社　ニッケンエンジニアリングサービス 四日市市
令和元年8月8日 三重品川産業　株式会社 四日市市
令和元年8月9日 有限会社　八王子屋 四日市市
令和元年9月3日 エービー産業　株式会社 四日市市
令和元年9月11日 三重近鉄タクシー　株式会社 四日市市
令和元年9月19日 株式会社　有隣会 四日市市
令和元年10月 3日 株式会社　ブランチェ 四日市市
令和元年10月24日 株式会社　羽田工業 四日市市
令和元年10月24日 株式会社　テクノ・プランニング 四日市市
令和元年10月25日 株式会社　サービスネット 四日市市
令和元年10月25日 株式会社　リョウシン 四日市市
令和元年10月25日 株式会社　リョウシンＨＤ 四日市市
令和元年10月25日 株式会社　ライズ 四日市市
令和元年10月31日 有限会社　井髙 四日市市
平成29年4月13日 株式会社　まるかつ 鈴鹿市
平成29年4月24日 株式会社　葵 鈴鹿市
平成29年6月5日 株式会社　宝輪 鈴鹿市
平成29年9月26日 株式会社　細合染紙芸 鈴鹿市
平成29年10月10日 野町どい眼科　土井素明 鈴鹿市
平成29年10月20日 株式会社　豊栄モータース 鈴鹿市
平成30年2月3日 イケダアクト　株式会社 鈴鹿市
平成30年3月16日 鈴鹿中央物流　株式会社 鈴鹿市
平成30年5月23日 株式会社　ＵＣＨＩＤＡ 鈴鹿市
平成30年5月24日 株式会社　マルタカ 鈴鹿市
平成30年5月30日 有限会社　キタオカテック 鈴鹿市
平成30年6月1日 市川ロテック株式会社 鈴鹿市
平成30年6月4日 株式会社　鈴鹿 鈴鹿市
平成30年6月8日 伊藤商運　有限会社 鈴鹿市
平成30年6月22日 株式会社　トーヨーテクノ 鈴鹿市
平成30年6月29日 株式会社　エムテック・中京 鈴鹿市
平成30年7月3日 有限会社　伸興設備 鈴鹿市
平成30年7月11日 株式会社　神戸ダイハツ 鈴鹿市
平成30年7月12日 有限会社　ヒカリ住建 鈴鹿市
平成30年7月13日 株式会社　スズカサポｰト 鈴鹿市
平成30年7月13日 峰徳運輸　株式会社 鈴鹿市
平成30年7月18日 有限会社　つばき総合設備 鈴鹿市
平成30年7月19日 有限会社　国府自動車 鈴鹿市
平成30年7月23日 鈴峰企業　株式会社 鈴鹿市
平成30年7月23日 株式会社　エ－エム開発モデル製作所 鈴鹿市
平成30年7月25日 有限会社　中西力雄商店 鈴鹿市
平成30年7月25日 有限会社　ヤマモト 鈴鹿市
平成30年7月26日 有限会社　白木業務店 鈴鹿市
平成30年7月27日 有限会社　浜村工務店 鈴鹿市
平成30年7月27日 株式会社　ハマムラ工業 鈴鹿市
平成30年7月27日 松井自動車工業　株式会社 鈴鹿市
平成30年8月9日 農事組合法人　鈴鹿山麓・ＮＡＴＵＶＥ 鈴鹿市
平成30年8月10日 有限会社　大日向管工 鈴鹿市
平成30年8月14日 株式会社　東海メカナイズ 鈴鹿市
平成30年8月24日 エムフーズサービス　株式会社 鈴鹿市
平成30年8月24日 北伊勢窯業　株式会社 鈴鹿市
平成30年8月31日 株式会社　フラット 鈴鹿市
平成30年9月1日 有限会社　レッカージャンボ 鈴鹿市
平成30年9月5日 有限会社　岩元商運 鈴鹿市
平成30年9月10日 有限会社　吉澤組 鈴鹿市
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平成30年9月11日 株式会社　ＮＥＯカトウ自動車 鈴鹿市
平成30年9月12日 国際技術支援協同組合 鈴鹿市
平成30年9月14日 株式会社　ストーリア 鈴鹿市
平成30年9月15日 有限会社　ＳＰｉＣヒグチ 鈴鹿市
平成30年9月19日 株式会社　シーアイエル 鈴鹿市
平成30年9月28日 株式会社　信誠興業 鈴鹿市
平成30年9月19日 大一塗装　株式会社 鈴鹿市
平成30年9月19日 サンコーロジテック　株式会社 鈴鹿市
平成30年9月21日 三重執鬼　株式会社 鈴鹿市
平成30年9月28日 杉野工業　株式会社 鈴鹿市
平成30年9月28日 池内工業　株式会社 鈴鹿市
平成30年9月28日 株式会社　マザキナ 鈴鹿市
平成30年10月5日 有限会社　大嶽商会 鈴鹿市
平成30年10月5日 株式会社　ｅ―ｌаｂ． 鈴鹿市
平成30年10月15日 株式会社　第一不動産販売 鈴鹿市
平成30年11月7日 丸加運輸　株式会社 鈴鹿市
平成30年11月12日 株式会社　世古工務店 鈴鹿市
平成30年11月13日 徳積　有限会社 鈴鹿市
平成30年11月20日 （有）小川板金工業 鈴鹿市
平成31年1月31日 有限会社　コンフォーム 鈴鹿市
平成31年4月15日 株式会社　コンフォート・ヒル 鈴鹿市
平成31年4月17日 多貴商運　株式会社 鈴鹿市
令和元年5月20日 株式会社　みらくる 鈴鹿市
令和元年5月27日 鈴鹿市
令和元年6月5日 株式会社　古市自動車 鈴鹿市
令和元年6月5日 株式会社　エフティーレンタリース三重 鈴鹿市
令和元年6月12日 株式会社　ディグリー 鈴鹿市
令和元年6月18日 株式会社　スズカキャリーサービス 鈴鹿市
令和元年7月8日 鈴鹿商工会議所 鈴鹿市
令和元年7月19日 株式会社　日本陸送 鈴鹿市
令和元年9月13日 恵守商運　有限会社 鈴鹿市
令和元年9月17日 株式会社　桐生 鈴鹿市
令和元年10月1日 株式会社　クスハラ自動車 鈴鹿市
令和元年10月1日 有限会社　ワンダーコーポレーション 鈴鹿市
令和元年10月10日 株式会社　フジスタッフィング 鈴鹿市


