
氏名 企業名 役職名 業種

青木　佑司 （株）むつみ運輸 主任 一般貨物運送事、倉庫管理、業務請負、人材派遣業、産業廃
棄物収集運搬

青野　康治 （株）宮崎工務店 営業部長 総合建設業、一般住宅、土地活用

青山　英資 （株）サンメック 代表取締役 物性評価及び試験装置の設計・製作・修理

朝井　亮太 （株）広益社 代表取締役 広告代理店（交通広告、看板）

浅田　孝枝 （株）シャンテ・アクアリュクス 代表取締役 結婚式場、レストラン、貸衣裳店、ギフトの取扱い

浅野　文夫 （有）浅野デンキ商会 代表取締役 家電販売、電気工事

阿部　雅登 （株）神戸ダイハツ 代表取締役 自動車の販売・修理

天野　文雄 アマノシステム（株） 代表取締役 ＩＴコンサル及び設計製造

新井　應誠 （株）コウヨー 部長 電気設備・電気通信工事、自火報設計・施工

池内　孝 （株）ホクセイ 代表取締役 各種塗料販売、鋼構造物（タンク・架台・配管等）、民家・
ガソリンスタンドの塗装

池畑　豪人 （有）池畑モータース 代表取締役 自動車販売・修理他

池本　誠義 （株）オフィスセブン 代表取締役 事務機器販売

泉　晃多 ビーシアフル（株） 代表取締役社長 飲食店経営（らーめん店・寿司店・居酒屋）

市田　明 （株）東海テクノ 取締役総務部長 環境調査・分析・品質試験・製品分析、環境対策設備設計・
施工、環境用計測器の販売・メンテナンス

伊藤  悠人 （有）伊藤鈑金工作所 一般建築及び工場倉庫等の板金工事、雨漏り検査業務、住宅
リフォーム

伊藤　幸八 （有）魚芳商店 取締役 水産加工

伊藤　省吾 （株）鍛冶儀商店 常務取締役 鉄鋼材・工具販売

伊藤　大輔 ａｔ-ｌｉｎｋｓ（株） 代表取締役 営業コンサルティング・業務改善支援・コミュニティ支援・
教育サポート支援業務

伊藤　太一 （株）大明電気 代表取締役 一般住宅・工場・店舗等の電気工事及び空調設備工事等の設
計・施工

伊藤　隆 （株）事業承継アドバイザー 代表取締役 公認会計士 事業の承継および相続・贈与のコンサルティング

伊藤　琢也 （株）伊藤エンジニアリング 代表取締役社長 機械設備メンテナンス業

伊藤　俊博 （株）浪花電機 代表取締役 自動車電気装置販売整備

伊藤　友洋 登記・測量・土地家屋調査士 伊藤事務所 所長 不動産登記・測量

伊藤　弘隆 伊藤会計事務所
税理士・経営革新等支
援機関（中小企業庁認
定）

税務会計、経営コンサルティング

伊藤　裕司 （有）角屋 代表取締役 食肉販売、惣菜・食肉製品製造販売

伊藤　隆滋 シンコー（株） 代表取締役 空調設備のメンテナンス・工事

稲垣　明将 （有）東栄電機工業所 代表取締役 高圧ステーターコイルの製作・納め接続、バーコイルの絶縁
テーピング

稲垣　朋宏 （有）アイエス設備工業 代表取締役 水道工事業、土木工事業、給排水衛生・空調設備工事、浄化
槽設備工事、排水処理施設設計・施工・維持管理

稲垣　伸亮 イナガキ産業（株） 代表取締役 総合建設業、住宅店舗の新築・リフォーム、設備機器修理・
設置・販売、家電販売

稲垣　法信 （株）稲垣鉄工 代表取締役社長 建築鉄骨工事業

今井　かおり （有）イスキナ 取締役 ＵＳＢ・携帯バッテリーのノベルティ制作、出張ヨガ教室、
親勉インストラクター

今村　雅彦 ＳＫＹグローバルリンク（株） 代表取締役 グローバル人材コンサルティングと紹介、登録支援機関サー
ビス

岩佐　雄二 亀山急送(株) 代表取締役社長 運送業、倉庫業

岩崎　功 ランチェスター経営三重（有） 取締役社長 ランチェスター戦略及びモティベーションの研修指導

岩瀧　太郎 （株）ＡＴＩＳ 代表取締役 チラシ～SPツールまでデザイン全般、HP制作・イベント運
営、JOINFO・MAG、カフェ経営、デザインコンサルティング

岩谷　たけし （株）アトラス 代表取締役 コンピューターシステム関係

岩谷　英充 岩谷興産（株） 代表取締役社長 産業廃棄物収集運搬処理解体工事一式、土木、製銅原料一般

因　新吾 （株）ちなみ 専務取締役 各種メッキ及びバレル研磨・倉庫

上岡　治生 （株）ウエオカ金属工業 代表取締役 建築の屋根・外壁工事全般、太陽光発電システム・屋根・外
壁断熱化工事、防犯フィルム工事



宇佐美　裕命 （株）現代プラントサービス 代表取締役 プラントメンテナンス・建設業

内田　裕二 内田鍛工（株） 取締役総務部長 配電線路装柱用品、地中配電線路用保護鋼管、フェンス、昇
塔防止金具、電柱

大久保　佑香 社会福祉法人　六永会 理事長
福祉事業（通所介護・訪問介護・居宅介護支援の各事業所、
短期入所老人施設）、人材派遣業、業務請負業、輸入品の製
造販売業

大塚　大 （株）大塚商店 店長 職場用ユニフォーム販売

大橋　恭久 （株）ダイコウ 代表取締役 エクステリア工事（カーポート・ウッドデッキ・フェンス取
付）造園・土木工事

岡島　英樹 釜屋硝子建材（株） 板ガラス及び建装品の卸販売、板ガラスの施工

岡本　浩延 （株）岡本總本店 代表取締役社長 家具販売業

小川　勝彦 （株）ミエスレート 支店長 波形スレートの製造販売施工

小串　拓由 （株）メディサポジャパン 取締役副社長 医療・介護に特化した印刷・WEB・コンサルティング事業・
人材紹介業

小田　勉 （株）ミライト 専務取締役 損害保険・生命保険代理店

尾高　健太郎 稲七総合法律事務所 弁護士 法律事務（企業法務・医療法務・労務・交通事故等）

海津　英志 ユニオンビズ（株） ダイレクター 人工芝製造販売

片山　穰二 （株）エー・エス・シー 代表取締役社長 結婚相談所の運営

門井　恵介 東海運輸建設（株） 代表取締役 一般貨物運送業、産廃物処理、警備業

加藤　一男　 生川建設（株） 営業部長 総合建設業

加藤　健一郎 さくら経営支援室 代表 中小企業向けの賃金・人事評価制度の構築、（社会保険労務
士・中小企業診断士）

加藤　健介 トーケンサービス（株） 代表取締役社長 浄化槽管理事業、雨水活用促進事業

加藤　裕樹 ジャスト物流（株） 代表取締役 業務請負業、労働者派遣業、板金加工業

門脇　匡伸 （有）門脇商店 代表取締役 機械工具販売

金澤　宏樹 （株）菜友 取締役統括本部長
学校給食の予約・集金管理システム販売・運営、学校給食立
ち上げのコンサルティング、給食関連のソフトウェア開発・
販売、給食ポータルサイト運営

川合　淳 富士電設（株） 代表取締役 電力・電気設備工事、環境計器保守

川喜田　洋二 北勢印刷（有） 営業・取締役
印刷・広告全般、パンフレット・チラシ・冊子、看板製作・
設置、ホームページ製作・管理、三重テレビ・ＦＭ三重代理
店

川島　勝士 （株）スタッフブリッジ 代表取締役 人材ビジネス、業務請負、販売代行、ＳＰ事業、ＰＲ事業

川嶋　敏文 クラタヤ（株） 代表取締役社長 塗料販売店

川橋　敏雅 （株）МＫインダストリー 代表取締役社長 人材派遣業、有料職業紹介事業

木村　祐基 （株）三重ブレイブ 代表取締役 建設業事業・特定労働派遣事業・有料職業紹介事業・鋳造原
料加工販売

九鬼　紋七 九鬼産業（株） 代表取締役会長 胡麻製品製造販売

国安院　章良 （株）リフォックス 代表取締役会長 一般建築、商業施設の設計、施工

國安院　ゆみ 社会保険労務士事務所フェイルノート 特定社会保険労務士 社会保険労務士業

小島　令子 （株）ＴＲらぼ 代表取締役 ホームページ制作、パンフレットや名刺などの紙媒体のデザ
インと制作

後藤　明德 （有）東海不動商事 代表取締役 不動産の仲介、賃貸物件の仲介・管理

後藤　友彦 銀河電機工業（株） 専務取締役 モータ及びコントローラ・アクチュエータの設計・製造・販
売

小林　一貫　 （有）ＳＫサービス三重 代表取締役 安心サービス業、健康ハート、エコ事業

小林　健一 （株）ハヤシヤ商事 代表取締役 作業衣料・作業用品・保安用品販売

小林　登志樹 （株）小林鈑金 代表取締役 自動車鈑金・塗装、自動車販売、保険販売

小林　正幸 （有）小林商店 代表取締役 酒類・米穀類・燃料等の販売

小林　賢行 （株）宮田塗装 代表取締役 塗装工事業（住宅・プラント設備等の塗替え）

小村　真之介 伊勢乃 代表 おこわ・お弁当の製造販売

近田　賢一郎 （株）ミッドランド経営 部門長 経営コンサルティング

近藤　伸悟 （株）ビコーインプレス 代表取締役 商業施設の企画・設計・施工、一級建築士事務所

近藤　大輔 東海衣料（株） 代表取締役 学生服・企業制服製造卸、紳士（服・用品）販売



斎藤　英雄 菱江ロジスティクス（株） 支店長 一般貨物自動車運送業、貨物運送取扱事業、倉庫業、構内作
業、物流ｺﾝｻﾙﾃｲﾝｸﾞ、人材派遣業、輸出入業務

榊原　淳司 （株）マルユー 代表取締役 青果仲卸業

坂本　龍太郎 （有）スミ・コーポレイション 資産運用、営業代行（鉄鋼専門）

櫻川　裕通 釜屋（株） 常務取締役 鋼材の販売及びシステム建築設計施工

佐々木　悠人 （有）安寿 専務取締役 訪問介護、通所介護事業

佐藤　唯文 （有）フィット総合保険 代表取締役 生命保険・損害保険代理業

佐藤　正憲 三電工業（株） 代表取締役 電動機（モーター）・分電盤・制御盤・束線（ハーネス）

佐野　明郎 （株）佐野テック 取締役会長
橋梁事業:橋梁関連部品等の製作・設置工事　建築事業:鉄
骨･木造建築の新築･増改築等の設計･施工金属製品製造業、
総合建築工事業

佐野　貴信 （株）サノプランニング　（株）プラトンホテル 代表取締役 ホテル・飲食店経営

佐野　貴代 （株）佐野テック 代表取締役 橋梁事業:橋梁関連部品等の製作・設置工事　建築事業:鉄
骨･木造建築の新築･増改築等の設計･施工

佐野　康治 （有）ビジネスホテルビーエル 代表取締役 ビジネスホテル、コインランドリー、ネット事業、貸家

澤田　浩一 社会福祉法人 久間田福祉会 理事長 保育園

清水　直樹 （有）イスキナ 代表取締役 リユース関連商品販売、トナー、インク、中古ＰＣ、フルハ
ルシート、刃物研ぎ

神宮司　道宏 （一社）特化エキスパート推進協議会 代表理事 中小企業の支援業務、各業界の特化エキスパートの育成・協
働・組織化

杉山　豊 （株）Ｏ－ＧＯＥ 代表取締役 人材採用支援事業・求人広告販売業

須藤　清範 須藤鋼機（株） 代表取締役 機械・工具・鋼材等の販売

世古　眞睦 （株）Ｐｌｕｓ　Ａｓｉａ 代表取締役 有料職業紹介（ベトナム・タイの技術者）

髙村　宗司 髙村宗司税理士事務所 所長 税理士業

高山　到 （有）タカヤマ 代表取締役 住宅新築、リフォーム、外構、住宅機器販売

竹内　稔 東洋電機（株） 代表取締役 電気機械器具卸・小売

田中　康介 イケダアクト（株） 専務取締役 建設業

田中　大補 （有）クローバー総合保険事務所 代表取締役 損害保険、生命保険代理店

田中　美守　 三田工業（株） 代表取締役社長 アルミサッシ・鋼製建具製造販売、鉄骨建築工事

田村　崇史 （株）ＧＭＣ 代表取締役 損保2社・生保5社の代理店で個人及び企業へのトータルリス
クマネージメント、車両販売

出口　雄也 （株）辻プロテック工業 取締役 精密板金加工業、組立

寺村　祐一 （株）東和工業所 代表取締役 プラント配管・鋼構造物・機械器具設置・消防施設工事

寺本　哲也 （株）トーカイ・テクノサービス 代表取締役 発電設備・化学プラントメンテナンス・各種ポンプ、クレー
ン点検・保守・修理

寺本　誠 （有）アイテムフーズ 代表取締役 高級珍味・割烹材料一式、オードブル材料・仕出し材料・オ
リジナル食品の企画・販売

仲井　博文 ナカイ石油商事（株） 取締役 燃料油脂販売

中川　直樹 （有）中商 代表取締役 自販機オペレーター、飲料水・乳製品小売､卸

中澤　秀之 丸中建材（株） 代表取締役 砂利採取、販売

中村　憲和 一般社団法人わくわくスイッチ 代表理事 実践型インターンシップや人材育成プログラムの開発・コー
ディネート事業

西井　真理子 （株）マザーリーフ 代表取締役 不動産業

西岡　朋晃 西岡公認会計士事務所 公認会計士・税理士 税務申告、財務会計、経営管理、経営コンサル

西田　太郎 （有）ホテル湯の本 常務取締役 旅館業

西村　信博 （株）誠文社 代表取締役社長 オフィス家具、事務用品、物流機器、包装機材の販売

丹羽　孝直 丹頂ガス（株） 代表取締役 LPガス販売、電気・ガス・水道工事、太陽光発電システム販
売

野田　耕治 （有）ユニバーサル・ツアー 代表取締役 旅行業、空き家管理[空き家みまわり隊]

羽木　良和 （株）フォークローバー 取締役会長 清掃用品賃貸

羽木　良介 （有）羽木米穀店 代表取締役 米穀類の卸、小売

萩原　宏林 曙自動車工業（株） 代表取締役社長 整備部：大型貨物車検整備（指定工場）、重機部：建設揚重
業（移動式クレーン）



橋本　圭司 ハシペン 代表 塗装業

橋本　堅 社会保険労務士行政書士オフィスはしもと 代表 社会保険労務士、行政書士

橋本　佳明 （有）ヤママス 代表取締役 上下水道設計施工、米穀、プロパン、厨房機器販売

長谷川　達智 長谷川シャッター工業（株） 代表取締役 板金工事・建具工事

長谷川　利敦 長谷川シャッター工業（株） 取締役専務 板金工事・建具工事

服部　茂樹 大誠商事（株） 代表取締役 古紙回収卸売業

服部　浩明 （有）山勝建材 屋根工事

服部　祐司 （有）服部酒店 代表取締役 酒類販売、コンビニエンスストア

浜中　俊哉 （株）ＰｌａｎＢ 代表取締役 介護保険事業

早川　尚孝 （株）マデコム 代表取締役 IT関連機器販売・保守、Web製作、パソコン教室

早川　雄一 （有）ワタベ 機械器具製造業、スペーサー・カラー・ワッシャー製造

原田　努 （株）ファースト 代表取締役 情報システム開発、印刷デザイン、広告

稗田　大輔 嶋田・稗田法律事務所 弁護士 弁護士

日置　記平 （株）大扇 代表取締役 工作機械・産業機械・情報機器

日沖　真則 （株）黒部プラントサービス 代表取締役 回転機器メンテナンス、ボイラー補機及びタービン本体定期
整備

平尾　康則 （株）ジーエルプラン 代表取締役 住宅用地盤調査、現況測量、地盤補強工事

平野　一喜 川越運送（株） 常務取締役 一般貨物自動車運送業

平野　和彦 （有）平野商会 代表取締役 各種自動車販売・整備、鈑金、塗装

平松　慧之 平松産業（株） 大型クラフト紙袋製造加工

平松　俊範 平松産業（株） 代表取締役 大型クラフト紙袋製造加工

藤井　由久 藤井撚糸（株） 取締役社長 カーペット・車両マットの糸製造・加工

藤田　満 （有）トウ環境企画 代表取締役 建築、外構土木、造園解体

藤牧　正浩 （株）フルバック 代表取締役 ソフトウェアサービス

藤本　孝次 パックスアライブ（株） 代表取締役 紙や木を使ったオリジナルパッケージの製造・販売

藤原　英雄 （株）フジケンホーム 代表取締役 建設・不動産業

堀　博人 （株）ライフステージ 代表取締役 介護保険指定事業所（訪問介護・認知症専用型事業全般）

前田　昌彦 （株）前田テクニカ 代表取締役 精密プレス・板金部品の製造及びプレス金型の設計・製作

前田　雅大 （有）前田船舶 専務取締役 伊勢湾・三河湾における海上防災業務、危険物を積載した巨
大船のエスコート及び荷役警戒

前田　正巳 （株）飯田建設 常務取締役 総合建築業（アパート・マンション建築・戸建住宅建築）、
不動産業

前田　光久 旭電気（株） 代表取締役 電機器具製造

前野　修 前野段ボール（株） 代表取締役 段ボール製造販売

松田　光 エムツー・サイン（有） 代表取締役 看板全般（企画・製作・設置工事）、Ｔシャツ地プリント、
デザイン、海外支援事業

松林　繁久 坂部運送（株） 代表取締役社長 一般貨物自動車運送事業、倉庫業

水谷　昌幸 （株）ワークス 代表取締役 学校教材販売

溝口　泰司 （株）福村屋 代表取締役社長 高齢者福祉事業

道上　香 （株）ゼロエンショップ/花と風せん屋さん彩葉（いろは） 代表取締役 イベント企画運営他

光用　翔太郎　 フコク印刷工業（有） 専務取締役 印刷業

光本　幸史 （株）光本美容商事社 代表取締役 美容関連のプロ用商品の卸売

南川　伸一 三浜紙器（株） 代表取締役 段ボールの製造販売・梱包業務、産業廃棄物収集運搬

南川　勤 ミナミ産業（株） 代表取締役 食品機器の製造、販売

南川　雄一郎 （株）オリオン 取締役 ドライアイス・保冷容器の販売、省力機器開発・販売他

宮﨑　由至 （株）宮﨑本店 代表取締役会長 酒類製造・販売

三好　啓治 （株）ペガサス 取締役 ミキプルーン代理店

村木  剛 （株）大藤工務店 代表取締役 建設業



村土　香生里 オフィスむらつち 代表者 労働関係コンサルティング、社員教育、研修

森　真人 （有）ＢＯＳＣＯ 代表取締役 注文住宅の設計・施工

森　裕介 森瓦店 代表 瓦葺・屋根葺き替え・社寺瓦葺・洋瓦・シックイ工事

森　幸男 （同）キャリアアップ東海 代表社員 就労継続支援Ａ型事業所及び計画相談事業所の運営

森川　道博 中日臨海バス（株） 代表取締役 一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗合旅客運送事業

森口　貴道 （株）エール 代表取締役 求人広告・人材紹介

森田　耕平 （株）三重フリット 代表取締役 釉薬用フリット硝子、抗菌硝子、塗料用硝子、溶接棒用フ
ラックス硝子

諸岡　智哉 中部システム・エンジニアリング（株） 代表取締役 コンピューターシステム設計・開発、コンピュータ及び周辺
機器販売

柳川　貴子 （株）柳川建材店 代表取締役 セメント・左官資材・生コン・コンクリート二次製品等の販
売

矢野　正剛 矢野防災設備（株） 代表取締役 消防設備設計施工保守管理

山路　熟 サイバー・ネット・コミュニケーションズ（株） 代表取締役 全国のケーブルTV局を中心にインターネットサービスの提
供、コールセンター業務

山下　広幸 （株）ビジネス・ソリューション 専務取締役 セールスプロモーション、web・DTPデザイン、DM等発送代
行、コールセンター、障害者・外国人特化型就労支援

山添　卓也 （株）中村製作所 代表取締役 工作機械部品加工

山田　知美 ５５カフェ 代表 飲食業

山中　祐 （株）サンワークス 代表取締役 写真撮影、フォトブック製作、動画撮影、プロモーション動
画、商品撮影、イベント企画

山中　正直 （株）紺文 取締役 貸衣装、写真、貴金属・ブランド品買取販売

横山　礼央 （株）辻プロテック工業 取締役 精密板金加工業、組立

若林　忠 北勢電気（株） 代表取締役社長 電気設備・空気調和冷凍冷蔵設備・給排水衛生設備・省エネ
ルギー対策工事、各種点検修理

若林　弘樹 スズカン(株) 代表取締役 業務用・家庭用ＬＰガス、業務用厨房設備機器・道具・食
器・洗剤販売

和田　博 （有）和田電気商会 代表取締役 オール電化・住宅電気工事

渡辺　滋 三重化糧（株） 代表取締役社長 糖化製品製造販売

渡邉　智大 （有）渡邉精機 専務取締役 製造業

渡邉　正夫 三昌運輸倉庫（株） 代表取締役社長 運輸・倉庫業

渡邉　将充 北三重通信システム（株） 代表取締役社長 ビジネスホン・防犯カメラ・ネットワーク工事、LED等


