
二次医療圏

中勢伊賀

登録日 事業所名称 市町村

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 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7日 山森電機設備　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10月31日 樹通商　株式会社 伊賀市

令和1年8月22日 光洋メタルテック　株式会社 伊賀市

令和1年9月25日 有限会社　エヌテック 伊賀市

令和1年10月24日 株式会社　富士製作所 伊賀市

令和2年1月22日 株式会社　ミヤマトータルイノベーション 伊賀市

令和2年1月28日 上野商工会議所 伊賀市

令和2年1月29日 上野電工　株式会社 伊賀市

令和2年2月19日 株式会社　吉川製作所 伊賀市

令和2年3月9日 株式会社　上島産業 伊賀市

令和2年4月2日 株式会社　安永 伊賀市

令和2年5月22日 伊賀電子株式会社 伊賀市

令和2年6月5日 株式会社　クラフトワーク 伊賀市

令和2年6月11日 中外医薬生産　株式会社 伊賀市

令和2年9月1日 ニチニチ製薬　株式会社 伊賀市

令和2年9月2日 名阪開発　株式会社 伊賀市

令和2年11月2日 株式会社ホットスタッフ伊賀 伊賀市

令和2年12月8日 株式会社　ミヤザキ・メタルサービス　三重支店 伊賀市

令和2年12月21日 市川建設　株式会社 伊賀市

令和3年1月6日 株式会社　まちだ 伊賀市



登録日 事業所名称 市町村

令和3年1月20日 有限会社　伊賀家政婦紹介所 伊賀市

令和3年1月25日 伊賀市

令和3年1月27日 上野ガス　株式会社 伊賀市

令和3年1月27日 上野都市ガス　株式会社 伊賀市

令和3年2月3日 すみれ工房　有限会社 伊賀市

令和3年2月12日 株式会社　パル 伊賀市

令和3年2月16日 株式会社白鳳建築設計事務所 伊賀市

令和3年2月19日 有限会社　四季の里まつもと 伊賀市

令和3年3月4日 株式会社　ＮＳサービス 伊賀市

令和3年5月13日 株式会社　堀川商店 伊賀市

令和3年5月18日 株式会社　長谷川鈑金 伊賀市

令和3年6月11日 株式会社ビショウ・ロジスティック 伊賀市

令和3年6月22日 社会医療法人　畿内会 伊賀市

令和3年9月28日 中西総合運輸　株式会社 伊賀市

令和3年11月17日 株式会社　キタモリ 伊賀市

令和3年11月17日 株式会社　三山建設 伊賀市

令和3年11月26日 株式会社　ＦＫＣ 伊賀市

令和3年11月30日 勇樹商事運輸　株式会社 伊賀市

令和3年12月2日 株式会社　ミエ安全 伊賀市

令和3年12月7日 株式会社　福増仏壇 伊賀市

令和3年12月13日 清水鉄工建設　株式会社 伊賀市

令和3年12月20日 株式会社　フイリング 伊賀市

令和3年12月24日 エヌアイエ　株式会社 伊賀市

令和4年2月2日 株式会社アリジインターナショナル 伊賀市

令和4年2月14日 伊賀上野ケ―ブルテレビ株式会社 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 有限会社　倉田保険事務所 津市

平成29年10月13日 藪建設　株式会社 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



登録日 事業所名称 市町村

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 三重第一交通　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21日 株式会社　光機械製作所 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20日 有限会社　梅田 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 アオキニック　株式会社 津市

平成30年8月29日 シャープディスプレイマニュファクチャリング 株式会社 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9月6日 株式会社　萩原建設 津市

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 南ヶ丘動物病院 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28日 有限会社　西宗 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



登録日 事業所名称 市町村

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15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1年6月12日 株式会社　エスト 津市

令和1年6月13日 有限会社　青木新聞店 津市

令和1年7月5日 津商工会議所 津市

令和1年7月26日 井村屋グループ　株式会社 津市

令和1年8月5日 東海土建　株式会社 津市

令和1年8月5日 三重県中小企業共済協同組合 津市

令和1年8月13日 株式会社　村上商店 津市

令和1年9月6日 株式会社　ミクニ自動車 津市

令和1年9月9日 株式会社　サヤマ 津市

令和1年9月10日 アルコ　株式会社 津市

令和1年9月18日 有限会社　小林組 津市

令和1年10月9日 医療法人　思源会 津市

令和1年10月29日 東海アヅミテクノ株式会社 津市

令和1年11月20日 株式会社　東晋商事 津市

令和2年1月14日 株式会社　こだま 津市

令和2年1月24日 株式会社　今西商運 津市

令和2年1月29日 株式会社　磯田土建 津市

令和2年1月29日 株式会社　藤谷建設 津市

令和2年1月30日 株式会社三重電子計算センター 津市

令和2年2月21日 株式会社　幸三建設 津市

令和2年2月26日 ナガフジ産業　有限会社 津市

令和2年2月28日 社会保険労務士法人綜合経営労務センター 津市

令和2年3月2日 エミタス　株式会社 津市

令和2年3月3日 マルゼン　有限会社 津市

令和2年3月4日 株式会社　ミエデンシステムソリューション 津市

令和2年3月16日 中勢製氷冷蔵　株式会社 津市

令和2年3月26日 イー・ダブリュ・エス株式会社 津市

令和2年3月30日 有限会社　原川電機工業所 津市

令和2年3月30日 三重リコピー　株式会社 津市

令和2年3月31日 紀平合板　株式会社 津市

令和2年4月6日 ダイワ空調設備　株式会社 津市



登録日 事業所名称 市町村

令和2年6月24日 株式会社　佐南組 津市

令和2年8月21日 有限会社　山岡運輸 津市

令和2年8月21日 中勢工営　有限会社 津市

令和2年8月27日 有限会社　青山建設 津市

令和2年9月3日 タカノ商事　株式会社 津市

令和2年9月18日 株式会社　美鈴急送 津市

令和2年9月28日 株式会社　朝日屋 津市

令和2年9月29日 社会福祉法人　寿泉会 津市

令和2年10月5日 ダイソウ工業　株式会社 津市

令和2年10月12日 田中土木　株式会社 津市

令和2年10月15日 社会福祉法人　敬峰会 津市

令和2年10月15日 株式会社ライフ･テクノサービス 津市

令和2年11月17日 株式会社　ｎａｇｏｍｉ 津市

令和2年11月18日 三重県交通共済協同組合 津市

令和2年11月25日 津エアポートライン株式会社 津市

令和2年12月1日 株式会社　日硝ハイウエー 津市

令和2年12月10日 楠井法律事務所 津市

令和2年12月22日 津市

令和2年12月25日 有限会社　山口コンピュ―タ―オフィス 津市

令和3年1月11日 株式会社　杉電子 津市

令和3年1月12日 株式会社　イセワン 津市

令和3年1月13日 光進興業　有限会社 津市

令和3年1月18日 小川・井熊会計事務所 津市

令和3年1月20日 旭建材株式会社 津市

令和3年1月28日 株式会社　ミエライス 津市

令和3年2月5日 有限会社　伊勢屋 津市

令和3年2月8日 株式会社　地理情報システム 津市

令和3年2月16日 一般社団法人三重県シルバー福祉協会 津市

令和3年2月17日 株式会社　ミヤザキ 津市

令和3年2月18日 株式会社　彩 津市

令和3年2月19日 津北商工会 津市

令和3年3月5日 三重県商工会連合会 津市

令和3年3月26日 三重金属工業　株式会社 津市

令和3年4月1日 生活協同組合コープみえ 津市

令和3年4月13日 有限会社　山川興業 津市

令和3年4月13日 株式会社　三重電気システム 津市

令和3年4月20日 株式会社　小林技研 津市

令和3年5月18日 株式会社　若鈴 津市



登録日 事業所名称 市町村

令和3年5月28日 プロマット・ジャパン株式会社 津市

令和3年8月24日 一般社団法人　あさあけ 津市

令和3年8月31日 株式会社　ａｏｉｓｏｒａ 津市

令和3年8月31日 株式会社ヘルシーファミリー 津市

令和3年9月7日 丸栄食品　株式会社 津市

令和3年9月10日 株式会社　河合組 津市

令和3年9月13日 有限会社　田中ビル 津市

令和3年9月16日 株式会社　機能食品研究所 津市

令和3年9月17日 株式会社　エムアドバンズ 津市

令和3年9月19日 株式会社　富士珈琲 津市

令和3年9月20日 株式会社　豊サービス 津市

令和3年9月24日 有限会社　プラーナ 津市

令和3年9月24日 有限会社　マル正 津市

令和3年9月24日 株式会社　ウェルコ 津市

令和3年10月28日 有限会社　コスモス 津市

令和3年12月2日 青山メモリアルパーク　株式会社 津市

令和3年12月6日 有限会社　スポーツショップ　ホリエ 津市

令和3年12月11日 株式会社　林電器商会 津市

令和3年12月13日 有限会社　ウェル・サポート 津市

令和3年12月22日 株式会社　ジャパン・ライジング 津市

令和4年1月14日 旭鍍金　株式会社 津市

令和4年1月21日 株式会社　南工業 津市

令和4年1月25日 株式会社　美杉リゾート 津市

令和4年2月9日 光近代塗装工業　株式会社 津市

令和4年2月17日 税理士法人せいわ 津市

令和4年2月24日 有限会社　保険工房　みえ 津市

令和4年3月11日 株式会社　モリタ東海 津市

令和4年4月21日 株式会社　シティ警備 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1年7月31日 ライフアート　株式会社 名張市

令和1年12月17日 株式会社　宴 名張市

令和2年3月26日 株式会社　大道建設 名張市

令和2年9月7日 名張商工会議所 名張市

令和2年9月14日 合同会社　サンド 名張市

令和2年9月24日 株式会社　福山工務店 名張市



登録日 事業所名称 市町村

令和2年12月5日 医療法人　武田産婦人科 名張市

令和3年2月2日 堀内自動車工業　株式会社 名張市

令和3年2月3日 三山テック株式会社 名張市

令和3年2月5日 株式会社　保険みらいエール 名張市

令和3年2月12日 株式会社　グッドサムコーポレーション 名張市

令和3年2月25日 株式会社電化のモリチェーン 名張市

令和3年2月25日 一般社団法人　楽縁 名張市

令和3年3月2日 株式会社名張ゴルフセンター 名張市

令和3年3月4日 株式会社　テラハシ 名張市

令和3年6月10日 株式会社　ネクスト･ワン 名張市

令和3年7月21日 社会福祉法人名張育成会 名張市

令和3年7月27日 カジハラ電業　株式会社 名張市

令和3年8月16日 清水エンジニア　株式会社 名張市

令和3年9月28日 株式会社　ＶＣＴ 名張市

令和3年9月29日 三星精工　株式会社 名張市

令和3年9月29日 名張市人権センター 名張市

令和3年9月30日 株式会社　エフ・ファクトリー 名張市

令和3年10月1日 日新フーズ企業組合 名張市

令和3年12月19日 稲穂　株式会社 名張市

令和3年12月22日 深山運送　有限会社 名張市

令和4年2月2日 株式会社平安コーポレーション 名張市

令和4年2月15日 株式会社　昇英塾 名張市


