
二次医療圏

南勢志摩

登録日 事業所名称 市町村

平成29年10月2日 社会福祉法人伊勢市社会福祉協議会 伊勢市

平成29年10月3日 株式会社　ゴーリキ 伊勢市

平成29年10月6日 有限会社　北義工業所 伊勢市

平成29年10月27日 南勢運輸　有限会社 伊勢市

平成29年12月18日 株式会社　マスヤ 伊勢市

平成30年3月30日 海王丸漁業　株式会社 伊勢市

平成30年5月17日 株式会社　伊勢国際観光 伊勢市

平成30年6月4日 杉山設備　株式会社 伊勢市

平成30年6月4日 御木本製薬　株式会社 伊勢市

平成30年6月5日 明野運輸　有限会社 伊勢市

平成30年6月12日 株式会社　荒木海産 伊勢市

平成30年6月15日 小泉自動車工業　有限会社 伊勢市

平成30年6月15日 株式会社　山久木工 伊勢市

平成30年6月15日 有限会社　清六エンジニアリング 伊勢市

平成30年6月18日 株式会社　丸中商店 伊勢市

平成30年6月22日 有限会社　エムテック 伊勢市

平成30年6月28日 千巻印刷産業　株式会社 伊勢市

平成30年7月13日 マルヒロ産業　株式会社 伊勢市

平成30年7月17日 株式会社　Ａ―ＯＮＥ 伊勢市

平成30年8月22日 丸幸水産　株式会社 伊勢市

平成30年8月22日 株式会社　山野建設 伊勢市

平成30年9月4日 吉川建設　株式会社 伊勢市

平成30年9月28日 伊勢ベーカリー　株式会社 伊勢市

平成30年10月1日 有限会社　大喜 伊勢市

平成30年10月1日 株式会社　三重不動産 伊勢市

平成30年10月3日 株式会社KAETSUプレシジョン 伊勢市

平成30年10月3日 有限会社　南勢建築設計 伊勢市

平成30年10月5日 三重電子　株式会社 伊勢市

平成30年10月11日 株式会社　千種鉄工所 伊勢市

平成30年10月29日 有限会社　河野製作所 伊勢市

平成30年10月29日 中北運輸　株式会社 伊勢市

平成30年10月30日 角仙合同　株式会社 伊勢市

平成30年10月31日 株式会社　リッカ 伊勢市

平成30年10月31日 株式会社イワキコーポレーション 伊勢市

平成30年11月15日 有限会社　アルファコーポレーション 伊勢市

平成30年11月15日 株式会社　ウラタ 伊勢市

平成30年11月26日 有限会社　鳶土木東組 伊勢市

平成31年2月14日 株式会社　クロフネファーム 伊勢市

平成31年3月6日 株式会社　エーエス設備工業 伊勢市

平成31年3月11日 株式会社　フランス料理ボンヴィヴァン 伊勢市



登録日 事業所名称 市町村

平成31年3月22日 明和工産株式会社 伊勢市

平成31年4月10日 有限会社　わらしべ 伊勢市

令和1年5月10日 株式会社　近藤建設 伊勢市

令和1年5月10日 磯部工業　株式会社 伊勢市

令和1年5月15日 株式会社　空調設備ＭＡＣ 伊勢市

令和1年5月16日 株式会社　サンシン 伊勢市

令和1年5月28日 有限会社　中村石材店 伊勢市

令和1年5月29日 伊勢商工会議所 伊勢市

令和1年6月12日 株式会社　ポンプス 伊勢市

令和1年6月26日 株式会社　白清舎 伊勢市

令和1年7月12日 株式会社　下村住建 伊勢市

令和1年7月30日 株式会社　いとう 伊勢市

令和1年7月31日 有限会社　ウェルフェア三重 伊勢市

令和1年8月5日 ニュージャパンマリン株式会社 伊勢市

令和1年8月7日 株式会社　ぎゅーとら 伊勢市

令和1年8月9日 社会福祉法人　一色保育園 伊勢市

令和1年8月19日 株式会社　パ―ルファルコ 伊勢市

令和1年8月26日 株式会社　アイフク・テック 伊勢市

令和1年8月28日 株式会社　宮忠 伊勢市

令和1年9月4日 株式会社　坂谷自動車工業 伊勢市

令和1年9月29日 株式会社　伊勢福 伊勢市

令和1年12月19日 株式会社　楽 伊勢市

令和2年1月17日 株式会社　ウェルフェア 伊勢市

令和2年1月27日 フルノケミテック株式会社 伊勢市

令和2年1月28日 西部アレフ　株式会社 伊勢市

令和2年2月6日 株式会社　永南 伊勢市

令和2年2月19日 株式会社　Purana 伊勢市

令和2年3月6日 有限会社　喜多電機 伊勢市

令和2年3月25日 山五商事　株式会社 伊勢市

令和2年3月30日 石川商工　株式会社 伊勢市

令和2年3月30日 有限会社　石周メッツ 伊勢市

令和2年3月31日 株式会社　共結 伊勢市

令和2年3月31日 八木段ボール　株式会社 伊勢市

令和2年5月19日 有限会社　上村工作所 伊勢市

令和2年5月22日 有限会社　古川書店 伊勢市

令和2年6月4日 株式会社　A-LINE 伊勢市

令和2年7月9日 株式会社　アクト 伊勢市

令和2年8月19日 株式会社ウグイスエンタープライズ 伊勢市

令和2年8月26日 株式会社　鈴工 伊勢市

令和2年10月21日 三重保安商事　株式会社 伊勢市

令和2年10月23日 村井楽器　株式会社 伊勢市

令和2年10月24日 有限会社　倉世古組 伊勢市



登録日 事業所名称 市町村

令和2年10月30日 株式会社ユナイテッドエナジー 伊勢市

令和2年11月17日 医療法人　全心会伊勢けいゆう塾　保育園 伊勢市

令和2年11月18日 医療法人社団　さわらび会 伊勢市

令和2年11月27日 海老屋建設　株式会社 伊勢市

令和2年12月9日 紀央事業協同組合 伊勢市

令和2年12月18日 株式会社　神路社 伊勢市

令和3年1月14日 株式会社　アイブレ―ン 伊勢市

令和3年1月17日 医療法人　八重葉会 伊勢市

令和3年1月26日 株式会社　西山組 伊勢市

令和3年1月26日 有限会社　奥野電工 伊勢市

令和3年1月28日 株式会社　奥野建設 伊勢市

令和3年1月28日 有限会社　Ｍ－ＴＥＣ 伊勢市

令和3年1月29日 有限会社　魚勘 伊勢市

令和3年1月29日 株式会社　酒徳昆布 伊勢市

令和3年2月1日 株式会社　南部清掃 伊勢市

令和3年2月8日 小切間建設工業　株式会社 伊勢市

令和3年2月26日 伊勢市

令和3年2月26日 株式会社　ヤマト計画 伊勢市

令和3年4月6日 有限会社　播田屋 伊勢市

令和3年4月26日 株式会社　勢乃国屋 伊勢市

令和3年5月7日 株式会社植田電気工事事務所 伊勢市

令和3年5月13日 有限会社　若松屋 伊勢市

令和3年5月21日 株式会社　ベックセントラルビーライン 伊勢市

令和3年6月10日 朝日丸建設　株式会社 伊勢市

令和3年7月2日 株式会社　森組 伊勢市

令和3年7月27日 東海化学工業　有限会社 伊勢市

令和3年8月18日 株式会社　アスライト 伊勢市

令和3年9月9日 株式会社　ナカムラ工業図研 伊勢市

令和3年10月12日 株式会社　宝彩 伊勢市

令和3年10月14日 株式会社　マミテック 伊勢市

令和3年10月22日 有限会社　小川エンジニアリング 伊勢市

令和3年10月25日 株式会社　絆 伊勢市

令和3年11月18日 イーグルジャパン　株式会社 伊勢市

令和3年11月22日 伊勢市

令和3年11月24日 株式会社　中谷シャープ電化センター 伊勢市

令和3年12月13日 株式会社　K－SHOT 伊勢市

令和3年12月24日 有限会社　五十鈴勢語庵 伊勢市

令和3年12月27日 株式会社　グラシャス 伊勢市

令和4年1月13日 株式会社　富士建設 伊勢市

令和4年1月18日 伊勢総合税理士法人 伊勢市

令和4年1月22日 大盛丸看護　株式会社 伊勢市

令和4年1月23日 医療法人社団　山本医院 伊勢市



登録日 事業所名称 市町村

令和4年1月25日 秀英工業　株式会社 伊勢市

令和4年2月2日 大東自動車　株式会社 伊勢市

令和4年2月8日 ダイバーシティ事業協同組合 伊勢市

令和4年2月24日 株式会社　油米 伊勢市

令和4年2月25日 有限会社エム・アイ・オフィス 伊勢市

令和4年3月9日 有限会社　トップ設備工業 伊勢市

令和4年3月10日 有限会社　北尾印刷 伊勢市

令和4年3月30日 株式会社　コクピットテクニカ 伊勢市

令和4年4月5日 有限会社　淺井工作所 伊勢市

令和4年4月25日 株式会社　アイエスイー 伊勢市

令和4年5月16日 船谷建設　株式会社 伊勢市

令和4年5月10日 株式会社　セフティーアース 伊勢市

令和4年5月10日 株式会社　セフティージャパン 伊勢市

令和4年5月16日 エクノフ　株式会社 伊勢市

令和4年5月16日 合同会社　Flarea 伊勢市

令和4年5月16日 船谷ホールディングス　株式会社 伊勢市

令和4年6月1日 伊勢金型工業株式会社 伊勢市　

令和4年6月27日 株式会社　ウィル･ドゥ 伊勢市　

令和3年2月26日 西武緑化　有限会社 志摩市

令和3年3月26日 志摩環境事業協業組合 志摩市

令和3年9月10日 心勢水産　有限会社 志摩市

令和3年9月14日 丸文ビル管理　株式会社 志摩市

令和3年10月21日 賢島･ホテルベイガーデン株式会社 志摩市

令和3年10月29日 株式会社　エバーグレイズ 志摩市

令和4年1月11日 有限会社　なのはな 志摩市

令和4年1月15日 志摩市

令和4年1月19日 有限会社　志摩衛生社 志摩市

令和4年2月9日 有限会社　磯和真珠商会 志摩市

令和4年3月9日 作田建設　有限会社 志摩市

令和4年1月19日 有限会社　志摩衛生社 志摩市

令和4年2月9日 有限会社　磯和真珠商会 志摩市

令和4年3月9日 作田建設　有限会社 志摩市

平成28年5月9日 宇野重工　株式会社 松阪市

平成29年3月17日 株式会社　西村商店 松阪市

平成29年4月13日 株式会社　ファイン流通 松阪市

平成29年12月11日 株式会社　メディカルリンク 松阪市

平成30年4月30日 オカダコーポレーション株式会社 松阪市

平成30年5月2日 株式会社　ロータス 松阪市

平成30年5月16日 光陽電機　株式会社 松阪市

平成30年5月16日 有限会社　田園 松阪市

平成30年5月18日 有限会社　ミズタニ工機 松阪市

平成30年5月21日 松阪市



登録日 事業所名称 市町村

平成30年5月22日 株式会社　三和冷熱 松阪市

平成30年5月22日 中山商運　有限会社 松阪市

平成30年5月24日 株式会社　ミエフソ― 松阪市

平成30年5月24日 有限会社　松尾製作所 松阪市

平成30年6月7日 有限会社　前島食堂 松阪市

平成30年6月8日 株式会社トータルケア・サービス 松阪市

平成30年6月13日 株式会社　西川工機 松阪市

平成30年6月15日 小津運送　有限会社 松阪市

平成30年6月15日 株式会社　コスモス・コーポレイション 松阪市

平成30年6月15日 株式会社　みどりの森 松阪市

平成30年6月20日 須川屋　西川藤右衛門商店 松阪市

平成30年6月21日 南勢設備　有限会社 松阪市

平成30年6月21日 有限会社　山端鋏製作所 松阪市

平成30年6月27日 オオコーチ運輸　有限会社 松阪市

平成30年7月23日 有限会社　逸光電気 松阪市

平成30年7月25日 有限会社　あおき運輸 松阪市

平成30年7月25日 小貞石油　株式会社 松阪市

平成30年7月25日 中川林業　株式会社 松阪市

平成30年7月27日 有限会社　出口自動車修理所 松阪市

平成30年7月30日 協和運送　有限会社 松阪市

平成30年8月23日 進栄電子　株式会社 松阪市

平成30年8月23日 松阪工具　株式会社 松阪市

平成30年9月3日 株式会社松阪電子計算センタ― 松阪市

平成30年9月28日 社会福祉法人まつさか福祉会 松阪市

平成30年10月1日 株式会社ミツイバウ・マテリアル 松阪市

平成30年10月3日 株式会社　リンク 松阪市

平成30年10月5日 株式会社　J-FIVE 松阪市

平成30年10月17日 株式会社　オーケー土質コンサルタント 松阪市

平成30年11月9日 ＳＷＳ西日本　株式会社 松阪市

平成30年11月21日 中村土建　株式会社 松阪市

平成30年11月27日 有限会社　ＦＰタケハナ 松阪市

平成31年4月2日 株式会社　ジェントリー 松阪市

平成31年4月16日 株式会社　SECOND SCRUM INC. 松阪市

令和1年5月14日 株式会社　カネイ 松阪市

令和1年5月21日 株式会社　ヤマト塚本 松阪市

令和1年5月23日 中井土木　株式会社 松阪市

令和1年5月28日 有限会社　トラスト 松阪市

令和1年5月31日 アイリス南郊　株式会社 松阪市

令和1年5月31日 株式会社　田村組 松阪市

令和1年6月21日 クラフトコフナヤ　株式会社 松阪市

令和1年6月27日 株式会社　直三衣裳店 松阪市

令和1年7月31日 有限会社　坂谷保険事務所 松阪市



登録日 事業所名称 市町村

令和1年8月13日 社会福祉法人　むつみ福祉会 松阪市

令和1年8月23日 株式会社　北村組 松阪市

令和1年8月28日 バイオマスパワーテクノロジーズ　株式会社 松阪市

令和1年8月28日 環境システム　株式会社 松阪市

令和1年9月9日 株式会社　中建 松阪市

令和1年9月9日 株式会社　オオコ―チ 松阪市

令和1年9月19日 中川電装　株式会社 松阪市

令和1年9月27日 株式会社　高正工務店 松阪市

令和1年10月23日 松阪ケ―ブルテレビステ―ション株式会社 松阪市

令和1年11月1日 丸亀産業　株式会社 松阪市

令和1年11月5日 県印三重中央青果　株式会社 松阪市

令和1年11月13日 ドリームホールディングス株式会社 松阪市

令和2年1月17日 株式会社　尾鍋組 松阪市

令和2年1月26日 松阪市

令和2年2月6日 株式会社　マルナカ 松阪市

令和2年3月4日 株式会社　ブロックス 松阪市

令和2年3月17日 有限会社　スズ商会 松阪市

令和2年3月27日 株式会社　土上工務店 松阪市

令和2年3月27日 有限会社　北栄エンジニア 松阪市

令和2年3月31日 有限会社　西川工務店 松阪市

令和2年3月31日 株式会社　老松園 松阪市

令和2年4月8日 三光運輸　株式会社 松阪市

令和2年4月9日 株式会社　上村工建 松阪市

令和2年4月9日 三重ＪＲ　株式会社 松阪市

令和2年4月15日 情報システム・Ｊ・Ｔ株式会社 松阪市

令和2年4月16日 三重化学工業　株式会社 松阪市

令和2年5月21日 スカイプラザ有限会社 松阪市

令和2年7月29日 磯田建設　株式会社 松阪市

令和2年7月31日 株式会社　オクムラ 松阪市

令和2年8月19日 株式会社　ＮＡＫＡＧＡＷＡ 松阪市

令和2年8月27日 株式会社　グローリア 松阪市

令和2年9月11日 株式会社　橋本商事冷凍輸送 松阪市

令和2年9月18日 有限会社　岡井博進堂 松阪市

令和2年9月28日 有限会社　三協保道 松阪市

令和2年11月2日 株式会社　ウイング 松阪市

令和2年11月4日 松阪ＡＰＭ　株式会社 松阪市

令和2年11月5日 中央海産　株式会社 松阪市

令和2年11月17日 ドリームロジテック株式会社 松阪市

令和2年11月18日 東海不動産　株式会社 松阪市

令和2年11月26日 株式会社　松本組 松阪市

令和2年12月5日 村田興業　株式会社 松阪市

令和2年12月9日 三重ＶＦ　株式会社 松阪市



登録日 事業所名称 市町村

令和2年12月11日 松阪市

令和2年12月22日 松阪市

令和2年12月23日 中川電化産業　株式会社 松阪市

令和2年12月23日 中川ホールディングス株式会社 松阪市

令和2年12月24日 株式会社　三重特機 松阪市

令和3年1月22日 松阪市

令和3年1月25日 株式会社　ギャラリー森田 松阪市

令和3年1月28日 森本医院 松阪市

令和3年2月1日 伊勢低温輸送　株式会社 松阪市

令和3年2月18日 医療法人　大成会こむら内科 松阪市

令和3年2月24日 一般社団法人　敬心会 松阪市

令和3年2月24日 イーエムテクノロジー株式会社 松阪市

令和3年2月25日 航空機部品生産協同組合 松阪市

令和3年2月25日 有限会社　コットンライフ 松阪市

令和3年3月1日 東海労務経営管理センター 松阪市

令和3年3月2日 株式会社　オーパデザイン 松阪市

令和3年3月4日 ケー・アイ技術株式会社 松阪市

令和3年3月10日 ハシモト建設　株式会社 松阪市

令和3年4月7日 株式会社　深田工業所 松阪市

令和3年4月13日 池和重機　株式会社 松阪市

令和3年5月6日 松阪鑿泉　株式会社 松阪市

令和3年6月3日 株式会社　三宅工業 松阪市

令和3年6月15日 株式会社　ライフステージ 松阪市

令和3年10月4日 株式会社　権現前営農組合 松阪市

令和3年10月5日 グラント株式会社 松阪市

令和3年10月5日 岡崎鈑金　株式会社 松阪市

令和3年10月5日 自治労松阪市職員組合 松阪市

令和3年10月5日 株式会社　感謝の丸 松阪市

令和3年10月5日 有限会社　久保石油店 松阪市

令和3年10月5日 有限会社　薗部モ―タ―ス 松阪市

令和3年10月6日 株式会社　円陣 松阪市

令和3年10月8日 株式会社　勇伸 松阪市

令和3年10月12日 株式会社　JSM 松阪市

令和3年10月13日 鬼頭建材　株式会社 松阪市

令和3年11月9日 株式会社　安達金属 松阪市

令和3年11月22日 株式会社　太建工務店 松阪市

令和3年12月6日 社会福祉法人　有徳会 松阪市

令和3年12月7日 株式会社　アツミメガネ 松阪市

令和3年12月7日 特定非営利活動法人　スマイルタウン 松阪市

令和4年1月21日 株式会社　ＭＴ工業 松阪市

令和4年2月7日 三重田村薬品　株式会社 松阪市

令和4年2月24日 株式会社　アルバ 松阪市



登録日 事業所名称 市町村

令和4年3月1日 株式会社アンフィニィ･サービス 松阪市

令和4年3月16日 株式会社　北川鉄工建設 松阪市

令和4年3月18日 有限会社　きりい 松阪市

平成30年5月16日 坂口運輸　株式会社 多気郡　多気町

平成30年6月11日 クリーンアップ　タキ有限会社 多気郡　多気町

平成30年6月21日 有限会社　ニシオカ工業 多気郡　多気町

令和1年5月22日 有限会社　上田研摩工業 多気郡　多気町

令和3年3月1日 万協製薬　株式会社 多気郡　多気町

令和3年10月15日 株式会社　フルライフ 多気郡　多気町

令和3年12月10日 一般社団法人　未来の大人応援プロジェクト 多気郡　多気町

平成30年7月13日 株式会社　三栄建設 多気郡　大台町

平成30年11月14日 株式会社　エム・エス・ピー 多気郡　大台町

令和1年9月6日 株式会社　宮川林業 多気郡　大台町

令和2年2月21日 株式会社　奥伊勢ЕＸ 多気郡　大台町

令和2年3月19日 株式会社栃原整備マイカ―センタ― 多気郡　大台町

令和2年11月12日 社会福祉法人大台町社会福祉協議会 多気郡　大台町

令和3年2月17日 株式会社　ドリームシーカー 多気郡　大台町

令和4年2月1日 特定非営利活動法人　大杉谷自然学校 多気郡　大台町

平成29年12月28日 三重ブラザー精機　株式会社 多気郡　明和町

平成30年1月30日 株式会社　土屋建設 多気郡　明和町

平成30年6月1日 河田フェザ―　株式会社 多気郡　明和町

平成30年7月2日 ヤマニカートン　株式会社 多気郡　明和町

平成30年7月17日 株式会社　妃翔 多気郡　明和町

平成30年7月20日 大王運輸株式会社 多気郡　明和町

平成30年10月2日 株式会社　山邉興運 多気郡　明和町

令和1年12月10日 株式会社世古口建設南勢処分場 多気郡　明和町

令和2年1月17日 社会福祉法人ウェルハート厚生会 多気郡　明和町

令和2年7月29日 伊勢高速輸送　有限会社 多気郡　明和町

令和2年8月4日 有限会社　シンセイフ―ズ 多気郡　明和町

令和3年10月18日 多気郡　明和町

令和4年3月11日 株式会社　カワチョ― 多気郡　明和町

令和4年6月10日 岡山建設　株式会社 多気郡　明和町　

令和4年6月30日 株式会社　平井 多気郡　明和町　

平成29年8月29日 株式会社　石吉組虹の夢とば 鳥羽市

平成30年6月2日 株式会社　石鏡第一ホテル 鳥羽市

平成30年6月20日 有限会社　木下鉄工所 鳥羽市

平成30年6月20日 有限会社　珍海堂 鳥羽市

平成31年2月4日 有限会社　中村土木 鳥羽市

平成31年3月14日 鳥羽商工会議所 鳥羽市

令和2年11月6日 有限会社　豊浜 鳥羽市

令和3年2月8日 有限会社　肉料理　まつむら 鳥羽市

令和3年2月26日 有限会社　世古 鳥羽市



登録日 事業所名称 市町村

令和3年3月1日 有限会社　小野田電気 鳥羽市

令和3年3月2日 株式会社　アスリードプラス 鳥羽市

令和3年8月27日 株式会社　亀川組 鳥羽市

令和3年10月11日 村瀬建設　株式会社 鳥羽市

令和3年11月25日 丸吉設備　株式会社 鳥羽市

令和4年2月6日 フェリーサービス　株式会社 鳥羽市

令和4年6月17日 スギハラプロテック株式会社 鳥羽市　

平成30年10月4日 社会福祉法人　ゆり 度会郡　玉城町

平成30年12月6日 有限会社　竹ヤ装建 度会郡　玉城町

令和1年8月7日 株式会社　ネクスト 度会郡　玉城町

令和2年10月22日 有限会社　世古喜一商店 度会郡　玉城町

令和2年11月2日 社会福祉法人伊勢亀鈴会　宮の里ミタスメモリアルホーム 度会郡　玉城町

令和2年12月1日 度会郡　玉城町

令和3年1月18日 株式会社　エテック 度会郡　玉城町

令和3年8月24日 株式会社　佑成産業 度会郡　玉城町

令和4年1月27日 株式会社　プロフィット 度会郡　玉城町

令和3年3月3日 山西電機　株式会社 度会郡　大紀町

令和3年4月20日 有限会社　せせらぎ 度会郡　大紀町

令和3年6月17日 谷口工業　有限会社 度会郡　大紀町

令和4年3月26日 有限会社　野田建設 度会郡　大紀町

平成30年6月28日 株式会社　山下 度会郡　度会町

令和3年12月23日 有限会社　レユシール 度会郡　度会町

令和3年12月23日 ネイション産業　株式会社 度会郡　度会町

令和3年12月23日 株式会社　インピアンチュラー 度会郡　度会町

令和4年1月20日 越智ファミリークリニック 度会郡　度会町

令和4年6月16日 有限会社　大河内 度会郡　度会町　

平成30年6月14日 株式会社　谷口建設 度会郡　南伊勢町

平成30年6月26日 有限会社　ＭＩＧＩＴＡ 度会郡　南伊勢町

平成30年8月17日 株式会社　上村組 度会郡　南伊勢町

平成30年10月29日 南島設備　有限会社 度会郡　南伊勢町

令和3年10月20日 有限会社　マサヤ 度会郡　南伊勢町


