
氏名 企業名 役職名 業種

青木　啓 アオキニック（株） 会長 自動車部品試作、各種治工具設計製作

青山　好一 （有）青山商店荷役 代表取締役専務 運送業・取扱業、倉庫業

赤塚　耕一 （株）赤塚植物園 代表取締役 園芸植物の生産・卸販売・小売販売・貿易業務

飯田　和生 （株）三重ティーエルオー 代表取締役社長 大学等の研究成果や新技術を産業界に移転・企業等の研究開
発を支援・企業等と大学等との交流を支援する業務

池田　慎一郎 （株）三重シーリング 常務取締役 各種シール、ステッカー印刷

石坂　俊雄 三重合同法律事務所 弁護士

石崎  淳嗣 （株）クリエイト寿づか 取締役 製陶業、貿易業、飲食業

磯谷　優 （株）あかり屋 支配人 高田会館にて宿泊業・飲食業、ぼんぼりにて飲食業

市川　則行 （有）市川 代表取締役 機械工具省力機械販売、電気工事施工、加工品製作

伊藤　朗 Ｆ・テクノ(有)　シックスアグリ(株) 代表取締役 工場建物の新築・リニューアル搬送設備、他設備の新設・点
検修理

稲垣　源之進 （株）丸源商店 代表取締役 水産加工・水産物卸

井上　雅樹 （株）井上 代表取締役 食品卸売(ヤマザキパン三重代理店）

今村　太一 菱工産業（株） 取締役 電設資材、制御機器、配線器具、照明器具の卸

江間　次郎 （株）神広エージェンシー 総合広告代理業

太田　振一郎 （名）太田商店 代表社員 砂糖、小麦粉等の食品卸

大西　正徳 クリーンアップタキ（有） 代表取締役 一般・産業廃棄物収集運搬、浄化槽維持管理

岡田　泰典　 （株）猪の倉 代表取締役 旅館事業と日帰り温泉事業、スポーツ振興事業、化粧品・農
業・観光農園事業

奥島　要人 本町総合事務所 代表 行政書士業務（法人設立、行政許認可手続、事業法令遵守、
制度活用コンサル）損害・生命保険代理店併設

神尾　理恵 （有）ガージュー 代表取締役 警備・建設業

川原　平生 （株）川原製茶 代表取締役会長 お茶の加工、卸、小売業

北村　俊治 （株）北村組 取締役会長 総合建設業

草深　英夫 センチュリー税理士法人 代表社員 税理士事務所（税務・会計）、経営計画作成のお手伝い

楠　幸治 三重電業(株) 代表取締役社長 電気設備工事の設計・施工

倉田　基史 （株）クラユニコーポレーション 代表取締役 白衣・事務服・作業服・販売製造

黒川　哲至 （株）リンク 代表取締役 損害・生命保険代理店、経営コンシェルジュ

元坂　新 元坂酒造（株） 代表取締役 清酒の製造と販売

駒田　真美子 西村建設（株）　Soleil cafe 取締役 不動産賃貸業（マンション・テナントオーナー）、カフェ

古御門　侑 （有）田園 代表取締役 農産物の生産・加工・販売

坂井　治美 （株）エスト 専務取締役 ブランド構築支援、印刷物・ＨＰの企画・デザイン・制作

坂口　毅 （株）エルモ 専務取締役 造船

佐々木　幸太郎 （有）上野屋 代表取締役 こんにゃく製造・卸、ＬＰガス及び設備機器の販売、お茶・
椎茸卸

澤田　勝志 澤田建設（株） 代表取締役 総合建設業

清水　三昭 （有）清水商会 会長 消防設備工事業

下津　浩嗣 下津醤油（株）　（株）あかり屋 代表取締役社長 醤油の製造・卸 各種調味液製造

正呂地　敏昌 （株）カワチョー 営業部部長 本社（精密機械の運搬・据付・解体等）二見（レストラン・
コテージの運営）

鈴木　正之 鈴木建材（有） 代表取締役 砂利・砂・砕石販売・アスファルト・コンクリートリサイク
ル

高岡　良治 （株）インターナショナル・コントリビューション 代表取締役 航空券・宿泊券の手配・販売、海外事業のコンサルティン
グ、人材育成の支援

高橋　恵司 学校法人めぐみ学園　まつさか幼稚園 園長 幼稚園

田中　美恵子 （株）田中孝建築設計事務所 取締役 建築設計・監理・調査



田山　嘉治 （株）タヤマ 代表取締役 廃棄物処理、鉄スクラップ処理、古紙処理等

辻　忠男 （株）おおとり建設 代表取締役 建設業

刀根　隆幸 （有）トネヒロ商事 代表取締役 建築・土木資材の販売

中村　吉勝 茶来まつさか（株） 代表取締役 茶生産・製造・販売、ティーパック委託加工

中山　豊 中山商運（有） 代表取締役 一般貨物自動車運送事業、貨物取扱い事業

西川　孝幸 税理士法人きらめき 代表社員 税理士業

西口　鐵也 （有）岡村 代表取締役社長 豆富・揚げ類の製造・販売

西山　典孝 （有）丸井食品三重工場 専務 食品製造メーカー（タレ・スープ）

新田　記久 新田社会保険労務士事務所 人事制度・給与制度コンサルティング

野瀬　岩朗 （有）野瀬商店 代表取締役 地元で栽培した大豆での豆腐つくり

野田　恵子 （株）野田米菓 代表取締役 米菓製造販売

橋本　正敏 橋本電子工業（株） 代表取締役 電子機器の設計製作

平松　大知 （株）ヒラマツ　虹の夢 津 専務取締役 特定施設入居者介護事業の運営、重量鋼構造物・大型車輌用
洗車機・他車輌洗浄機製造販売

平松　洋一郎 （株）ヒラマツ　虹の夢 津 代表取締役社長 重量鋼構造物・大型車輌用洗車機・他車輌洗浄機製造販売、
特定施設入居者介護事業の運営

廣田　正治 伊勢プラスチック（株） 代表取締役 ポリエチレン製品、包装資材製造販売

鴻原　光 松阪まるよし・（株）まるよし 代表取締役会長 精肉販売と飲食業

藤川　勝彦 旭鍍金（株） 監査役 電気めっきを中心とした各種表面処理

古市　菊雄 （株）丸新水産 代表取締役 水産加工業

前田　幸秀 （有）前田金属 代表取締役 非鉄金属屑全般・産業廃棄物中間処理業

前野　優紀 ＹＵＫＩビジネスサポート 代表者 社会保険労務士、人事労務コンサルタント

増田　芳久 津酒類販売（株） 代表取締役 酒類・食品の小売・卸売・販売

松村　亜矢子 （株）司 代表取締役社長 一般・産業廃棄物の収集・運搬・中間処理、清掃メンテ

松本　くみ子 （株）松本組 代表取締役 公共土木

松本　信吾 （株）松本薬品 代表取締役社長 塗料・工業薬品・医療用ガスの販売業

松本　浩 （有）深緑茶房 取締役会長 お茶の生産加工・販売

松吉　謙祐 （株）大弘通信システム 代表取締役 電気通信工事業、電気工事業、消防施設工事業

水谷　秀樹 （有）大平工具製作所 代表取締役 各種精密金属・試作部品加工、治具設計製作、

水谷　豊 （株）館設計事務所 代表取締役 建築設計

三井　義則 （株）ミツイバウ・マテリアル 代表取締役会長 建築資材・環境設備機器販売・施工

宮川　晴行 シティ・ホールディングス（株） 飲食業（珈琲屋らんぷ・その他）

宮木　純 （株）栄屋理化 取締役 理化学・光学・環境測定・臨床用検査・実験室設備機器、実
験用消耗器材、試薬等の販売

百木　孝司 （株）百木組 代表取締役 総合建設業

森田  壮 おぼろタオル（株） 常務取締役 タオル製造販売

森本　鉄也 モリノマシナリー（株） 専務取締役 一般産業用機械の製作・据付

山岡　規伸 （有）ヤマオカテクノサービス 代表取締役 ビル清掃管理業

山岡　幹也 （有）山岡運輸 代表取締役 一般運輸、積合せ配送、倉庫及び流通加工

山口　修平 （株）東洋レーベル 代表取締役 シール印刷

山口　友美 キャリアフェイス 代表者 人事コンサルタント、社内研修、メンタルヘルス研修

山口　英樹 （株）山博運送 代表取締役 一般貨物自動車運送業

吉田　利明 （株）三重電気システム 代表取締役 通信設備工事


