
地域未来牽引企業　選定一覧

愛知県

事業者名 住所 代表者 業種 URL

アイコクアルファ株式会社 愛知県稲沢市祖父江町森上本郷十一、4-1 樋田　克史 製造業 www.aikoku.co.jp

アイサンテクノロジー株式会社 愛知県名古屋市中区錦3-7-14 加藤　淳 情報通信業 http://www.aisantec.co.jp/

株式会社アイセロ 愛知県豊橋市石巻本町字越川45 牧野　渉 製造業 http://www.aicello.co.jp/

愛知海運株式会社 愛知県名古屋市港区名港2-9-31 原　弘三 運輸業、郵便業 http://www.aikai.co.jp/

株式会社あいや 愛知県西尾市上町横屋敷15 杉田　芳男 製造業 https://www.matcha.co.jp/

朝日インテック株式会社 愛知県名古屋市守山区脇田町1703 宮田　昌彦 製造業 http://www.asahi-intecc.co.jp/

旭サナック株式会社 愛知県尾張旭市旭前町新田洞5050 間宮　幹雄 製造業 http://www.sunac.co.jp/

アルプススチール株式会社 愛知県名古屋市中川区月島町11-30 利川　烈 製造業 http://www.alps-steel.com/

株式会社アンレット 愛知県海部郡蟹江町宝1-25 横井　啓人 製造業 http://www.anlet.co.jp

株式会社井高 愛知県名古屋市中区上前津1-6-3 高田　研至 卸売業、小売業 http://www.idaka.co.jp/

株式会社インディ・アソシエイツ
愛知県名古屋市中区丸の内2-18-25丸の内KS
ビル20F

舘　昭利 情報通信業 http://indy-net.co.jp/

株式会社エアウィーヴ 愛知県大府市柊山町8-288 高岡　本州 製造業 http://airweave.jp/

株式会社エアロ 愛知県弥富市楠2-65-27 西村　憲治 製造業 http://www.aeross.jp/

大岡技研株式会社 愛知県豊田市高岡町秋葉山1-1 大岡　　由典 製造業 http://o-oka.jp/

大野精工株式会社 愛知県西尾市下羽角町大縄35-1 大野　孝久 製造業 http://www.ohnoseiko.com/

加賀産業株式会社 愛知県名古屋市昭和区白金1-8-7 溝口　治 製造業 http://www.kagasangyo.co.jp

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。

http://www.aikoku.co.jp/
http://www.aisantec.co.jp/
http://www.aicello.co.jp/
http://www.aikai.co.jp/
https://www.matcha.co.jp/
http://www.asahi-intecc.co.jp/
http://www.sunac.co.jp/
http://www.alps-steel.com/
http://www.anlet.co.jp/
http://www.idaka.co.jp/
http://indy-net.co.jp/
http://airweave.jp/
http://www.aeross.jp/
http://o-oka.jp/
http://www.ohnoseiko.com/
http://www.kagasangyo.co.jp/


地域未来牽引企業　選定一覧

事業者名 住所 代表者 業種 URL

金山化成株式会社 愛知県西尾市宮町260 一柳　典行 製造業 http://www.kk-g.co.jp/

兼子合金株式会社 愛知県西尾市吉良町吉田西中浜71 兼子　浩 製造業 http://www.kaneko-g.co.jp/

カネヤ製綱株式会社 愛知県蒲郡市形原町北戸甫井11-1 牧原　昇司 製造業 http://kaneyaseiko.co.jp/

株式会社蒲郡製作所 愛知県蒲郡市御幸町28-10 伊藤　智啓 製造業 http://www.gamasei.co.jp

株式会社河村工機製作所 愛知県名古屋市緑区鳴海町字太鼓田4-1 藤本　徹 製造業 http://www.kawamura-koki.co.jp

河村電器産業株式会社 愛知県瀬戸市暁町3-86 水野　一隆 製造業 http://www.kawamura.co.jp/index.php

協和工業株式会社 愛知県大府市横根町坊主山1-31 鬼頭　佑治 製造業 http://www.kyowa-uj.com

株式会社キラ・コーポレーション 愛知県西尾市吉良町富好新田中川並39-1 大竹　健二 製造業 http://www.kiracorp.co.jp

株式会社クラウン・パッケージ 愛知県小牧市小針3-67 佐光　恵藏 製造業 http://www.crown-grp.co.jp

株式会社くればぁ 愛知県豊橋市大村町字藤田4-1 中河原　四郎 製造業 http://www.nippon-clever.co.jp

株式会社コアズ
愛知県名古屋市中区錦1-7-34 ｽﾃ-ｼﾞ錦ﾜﾝ 6F･
8F

小塚　喜城
サービス業（他に分類
されないもの）

http://www.corps.co.jp/

株式会社古久根 愛知県碧南市須磨町1-22 古久根　靖 製造業 http://www.kokune.net/

株式会社小坂鉄工所 愛知県名古屋市南区要町4-26 小坂　大介 製造業 http://www.kosakaiw.com/

サカエ理研工業株式会社 愛知県清須市西枇杷島町宮前1-48 岡野　仁 製造業 http://www.sakaeriken.co.jp

榊原工業株式会社 愛知県西尾市一色町大塚赤西18-3 榊原　勝 製造業 http://sk-shell.jp

三信建材工業株式会社 愛知県豊橋市神野新田町字二ﾉ割35-1 石田　敦則 建設業 http://sanshin-g.co.jp/

株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニ
アリング

愛知県蒲郡市三谷北通6-209-1 畠　賢一郎 製造業 www.jpte.co.jp

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。
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株式会社杉浦製作所 愛知県西尾市寺津町宮越22 杉浦　明博 製造業 http://www.ssc-ltd.co.jp

株式会社スギヤス 愛知県高浜市本郷町4-3-21 杉浦　安俊 製造業 http://www.bishamon.co.jp/

杉山重工株式会社 愛知県瀬戸市穴田町970-2 杉山　大介 製造業 http://www.e-sugiyama.co.jp

ダイドー株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅南4-12-19 山田　貞夫 卸売業、小売業 http://www.daido-net.co.jp

大和化成工業株式会社 愛知県岡崎市保母町字上平地1 小島　洋一郎 製造業 http://daiwa-kasei.co.jp/

株式会社髙木化学研究所 愛知県岡崎市大幡町字堀田21-1 高木　啓至 製造業 http://www.takagi-kagaku.co.jp

株式会社タマリ工業 愛知県西尾市米津町五郎田1-1 下玉利　淳也 製造業 http://www.tamari.co.jp

一般社団法人中部航空宇宙産業技術
センター

愛知県名古屋市中区栄2-9-26 豊田　鐵郎
サービス業（他に分類
されないもの）

https://www.c-astec.jp.net/

株式会社鶴弥 愛知県半田市州の崎町2-12 鶴見　哲 製造業 https://www.try110.com/

東海光学株式会社 愛知県岡崎市恵田町下田5-26 古澤　宏和 製造業 http://www.tokaiopt.co.jp

株式会社東海メディカルプロダクツ 愛知県春日井市田楽町字更屋敷1485 筒井　康弘 製造業 http://www.tokaimedpro.co.jp/

株式会社トウチュウ 愛知県知多郡美浜町野間字中新田5 森田　勉司 製造業 http://www.tochu.com/

東朋テクノロジー株式会社 愛知県名古屋市中区栄3-10-22 東朋ﾋﾞﾙ 富田　英之 卸売業、小売業 http://www.toho-tec.co.jp/

東明工業株式会社 愛知県知多市新刀池2-11 二ノ宮　啓 製造業 http://www.tohmei.com

東洋電機株式会社 愛知県春日井市味美町2-156 松尾　昇光 製造業 http://www.toyo-elec.co.jp

株式会社東洋発酵 愛知県大府市吉川町1-39-1 木村　浩 製造業 http://www.toyohakko.com/

東洋理工株式会社 愛知県安城市藤井町南山178 横山　真喜男 製造業 http://www.toyoriko.co.jp

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。
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ナカノアビエーション株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅2-45-7 中路　忠顯 卸売業、小売業 http://nac.nacavi.co.jp/

名古屋品証研株式会社 愛知県名古屋市熱田区千代田町18-12 山本　晴久 製造業 http://www.nqat.co.jp/index.html

日通システム株式会社
愛知県名古屋市中区栄3-18-1 ナディアパークビ
ジネスセンタービル９階

加村　稔 情報通信業 https://www.nittsusystem.co.jp/

株式会社ニノミヤ 愛知県西尾市横手町川東新田17-1 二宮　英樹 製造業 http://www.ninomiya-gr.co.jp

株式会社バイナス 愛知県稲沢市平和町下三宅菱池917-2 渡辺　亙 製造業 http://bynas.com

株式会社平松食品 愛知県豊橋市梅藪町字折地2-1 平松　賢介 製造業 http://www.bisyoku.com

株式会社フェニックス 愛知県豊川市一宮町下新切45-47 浜武　恭生
サービス業（他に分類
されないもの）

https://www.neophoenix.jp/

福井ファイバーテック株式会社 愛知県豊橋市中原町岩西5-1 福井　英輔 製造業 www.fukui-fibertech.co.jp

フタムラ化学株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅2-29-16 長江　泰雄 製造業 http://www.futamura.co.jp/

株式会社ヘルスケアシステムズ 愛知県名古屋市千種区千種2-22-8 瀧本　陽介
サービス業（他に分類
されないもの）

https://hc-sys.com

豊国工業株式会社 愛知県豊橋市花田町字百北253 山内　有恒 製造業 http://www.hokoku.co.jp/

株式会社放電精密加工研究所 神奈川県厚木市飯山3110 二村　勝彦 製造業 http://www.hsk.co.jp/

株式会社マクシスエンジニアリング 愛知県名古屋市千種区田代本通2-13 水野　敬三 製造業 http://www.maxis-inc.com/

株式会社松尾製作所 愛知県大府市北崎町井田27-1 松尾　輝男 製造業 http://www.kk-matsuo-ss.co.jp/

三河淡水魚株式会社 愛知県西尾市一色町赤羽北荒子72 柴崎　忠義 卸売業、小売業 www.mikawasuisankakou.jp

株式会社メタルヒート 愛知県安城市東栄町5-3-6 原　敏城 製造業 http://metalheat.co.jp/

株式会社山一ハガネ 愛知県名古屋市緑区大根山2-146 寺西　基治 卸売業、小売業 http://www.yamaichi-hagane.co.jp/

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。

http://nac.nacavi.co.jp/
http://www.nqat.co.jp/index.html
https://www.nittsusystem.co.jp/
http://www.ninomiya-gr.co.jp/
http://bynas.com/
http://www.bisyoku.com/
https://www.neophoenix.jp/
http://www.fukui-fibertech.co.jp/
http://www.futamura.co.jp/
https://hc-sys.com/
http://www.hokoku.co.jp/
http://www.hsk.co.jp/
http://www.maxis-inc.com/
http://www.kk-matsuo-ss.co.jp/
http://www.mikawasuisankakou.jp/
http://metalheat.co.jp/
http://www.yamaichi-hagane.co.jp/


地域未来牽引企業　選定一覧

事業者名 住所 代表者 業種 URL

山宗株式会社 愛知県名古屋市北区大曽根1-6-28 増田　英輔 卸売業、小売業 http://www.yamaso.co.jp/

株式会社山田ドビー 愛知県一宮市玉野字下新田35 山田　健雄 製造業 http://www.yamadadobby.co.jp

株式会社和田製作所 愛知県清須市春日郷ケ島72-1 和田　典之 製造業 http://www.wadass.com/

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。
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岐阜県

事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社秋田屋本店 岐阜県岐阜市加納富士町1-1 中村　正 製造業 http://www.akitayahonten.co.jp/

アピ株式会社 岐阜県岐阜市加納桜田町1-1 野々垣　孝彦 製造業 http://www.api3838.co.jp

アルプス薬品工業株式会社 岐阜県飛騨市古川町向町2-10-50 牛丸　理 製造業 http://www.alps-pharm.co.jp

株式会社アルミック 岐阜県岐阜市薮田南4-1-15 末武　悟 製造業 http://www.almic.co.jp/

揖斐川工業株式会社 岐阜県大垣市万石2-31 井上　豊秋 製造業 http://www.ibiko.co.jp/

今井航空機器工業株式会社 岐阜県各務原市金属団地128 今井　哲夫 製造業 http://www.imaiaero.co.jp/

株式会社イマオコーポレーション 岐阜県関市千疋2002 今尾　任城 製造業 http://www.imao.co.jp

株式会社今仙技術研究所 岐阜県各務原市テクノプラザ3-1-8 山田　博 医療、福祉 http://www.imasengiken.co.jp/

株式会社インフォファーム 岐阜県岐阜市柳津町流通センター1-8-4 辻　博文 情報通信業 http://www.infofarm.co.jp

上田石灰製造株式会社 岐阜県大垣市赤坂町3751 上田　和男 製造業 http://www.uedalime.co.jp/

株式会社恵那川上屋 岐阜県恵那市大井町2632-105 鎌田　真悟 卸売業、小売業 http://www.enakawakamiya.co.jp

有限会社大堀研磨工業所 岐阜県各務原市蘇原寺島町1-9 大堀　憲 製造業 http://www.ohorikenma.co.jp/

株式会社おぎそ 岐阜県土岐市駄知町1468 小木曽　剛史 卸売業、小売業 http://www.k-ogiso.co.jp/

株式会社オンダ製作所 岐阜県山県市富永18 恩田　由紀 製造業 https://www.onda.co.jp/

岐建株式会社 岐阜県大垣市西崎町2-46 木村　志朗 建設業 http://www.giken-kk.co.jp

岐阜プラスチック工業株式会社 岐阜県岐阜市神田町9-27 大松　利幸 製造業 http://www.risu.co.jp/gifu-plastic/

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。
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株式会社黒田製作所 岐阜県羽島郡岐南町伏屋9-138 黒田　昌彦 製造業 http://www.kk-kuroda.co.jp

株式会社サラダコスモ 岐阜県中津川市千旦林1-15 中田　智洋 農業、林業 http://www.saladcosmo.co.jp/

株式会社清流パワーエナジー 岐阜県岐阜市笹土居町27 酒井　康弘
電気・ガス・熱供給・水
道業

http://www.sp-ene.co.jp/

株式会社田中金属ホールディングス 岐阜県山県市日永1095 田中　和広 製造業 http://www.tanakakinzoku.com

株式会社タナック 岐阜県岐阜市元町4-24 棚橋　一成 医療、福祉 http://www.k-tanac.co.jp

株式会社テクノア 岐阜県岐阜市本荘中ﾉ町8-8-1 山崎　耕治 情報通信業 https://www.technoa.co.jp

天龍エアロコンポーネント株式会社 岐阜県各務原市蘇原興亜町1-1 福西　誠 製造業 http://www.tenryu-aero.co.jp/

名古屋モザイク工業株式会社 岐阜県多治見市笠原町2455-20 早田　辰比呂 卸売業、小売業 http://www.nagoya-mosaic.co.jp

株式会社ナベヤ 岐阜県岐阜市若杉町25 岡本　知彦 製造業 http://www.nabeya.co.jp/

鍋屋バイテック株式会社 岐阜県関市桃紅大地1 岡本　友二郎 製造業 http://www.nbk1560.com/

日電精密工業株式会社 岐阜県大垣市三塚町336-1 吉田　昌弘 製造業 www.nsk-cp.co.jp

ハビックス株式会社 岐阜県岐阜市福光東3-5-7 木村　敏之 製造業 http://www.havix.co.jp

株式会社光製作所 岐阜県羽島郡笠松町中野248-3 松原　功 製造業 http://www.hikariss.co.jp

株式会社マルエイ 岐阜県岐阜市入舟町4-8-1 澤田　栄一 卸売業、小売業 http://www.maruei-gas.co.jp/

株式会社丸杉 岐阜県岐阜市金町8-1 ﾌﾛﾝﾃｨｱ丸杉ﾋﾞﾙ 杉山　忠国 卸売業、小売業 http://www.marusugi.com/

ミズタニバルブ工業株式会社 岐阜県山県市富永194 水谷　直義 製造業 http://www.mizutani-v.co.jp

美濃工業株式会社 岐阜県中津川市茄子川中垣外1646-51 杉本　潤 製造業 http://www.mino-in.co.jp/

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。

http://www.kk-kuroda.co.jp/
http://www.saladcosmo.co.jp/
http://www.sp-ene.co.jp/
http://www.tanakakinzoku.com/
http://www.k-tanac.co.jp/
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http://www.nbk1560.com/
http://www.nsk-cp.co.jp/
http://www.havix.co.jp/
http://www.hikariss.co.jp/
http://www.maruei-gas.co.jp/
http://www.marusugi.com/
http://www.mizutani-v.co.jp/
http://www.mino-in.co.jp/


地域未来牽引企業　選定一覧

事業者名 住所 代表者 業種 URL

美濃窯業株式会社 岐阜県瑞浪市寺河戸町719 太田　滋俊 製造業 http://www.mino-ceramic.co.jp

リスパック株式会社 岐阜県岐阜市神田町9-27 大岐阜ﾋﾞﾙ12階 大松　利幸 製造業 http://www.risupack.co.jp/

株式会社和井田製作所 岐阜県高山市片野町2121 和井田　光生 製造業 http://www.waida.co.jp

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。

http://www.mino-ceramic.co.jp/
http://www.risupack.co.jp/
http://www.waida.co.jp/


地域未来牽引企業　選定一覧

三重県

事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社アクアイグニス 東京都中央区京橋1-14-9 依田忠ビル7階 立花　哲也
宿泊業、飲食サービス
業

https://aquaignis.jp/

伊賀越株式会社 三重県伊賀市上野茅町2667-1 本城　和寿 製造業 http://igagoe.tennengura.jp/index.html

五十鈴電業株式会社 三重県四日市市垂坂町98-2 黒坂　靖男 製造業 https://isuzu-gr.jp/

伊勢金型工業株式会社 三重県伊勢市柏町1137-1 中川　克己 製造業 http://www.imi-wwg.com/

株式会社伊勢村田製作所 三重県津市あのつ台2-1-4 中島　規巨 製造業 https://www.murata.com/ja-jp/group/isemurata

株式会社伊藤製作所 三重県四日市市広永町101 伊藤　澄夫 製造業 http://www.itoseisakusho.co.jp/

伊藤製油株式会社 三重県四日市市末広町16-41 辻　定昭 製造業 http://www.itoh-oilchem.co.jp

エイベックス株式会社 愛知県名古屋市瑞穂区内浜町26-3 加藤　丈典 製造業 http://avex-inc.co.jp

株式会社エースパック 大阪府大阪市天王寺区玉造本町8-3 廣川　信也 製造業 https://www.hirokawa.co.jp/ja/common/group_acepack

株式会社大津屋 三重県四日市市日永東3-2-66 大津　裕史 卸売業、小売業 http://www.ootsuya.co.jp

オーハシ技研工業株式会社 愛知県東海市南柴田町トの割266-21 大石　尚代 製造業 http://www.ohashi-giken.co.jp/

オキツモ株式会社 三重県名張市蔵持町芝出1109-7 山中　重治 製造業 https://www.okitsumo.co.jp

株式会社おやつカンパニー 三重県津市一志町田尻420 手島　文雄 製造業 https://www.oyatsu.co.jp/

尾鷲物産株式会社 三重県尾鷲市林町1-33 小野　博行 漁業 http://www.owasebussan.co.jp/

株式会社加藤製作所 岐阜県各務原市各務東町5-82-20 加藤　隆司 製造業 http://www.katoseisakusho.co.jp/

キクカワエンタープライズ株式会社 三重県伊勢市朝熊町3477-36 菊川　厚 製造業 http://www.kikukawa.co.jp/

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。

https://aquaignis.jp/
http://igagoe.tennengura.jp/index.html
https://isuzu-gr.jp/
http://www.imi-wwg.com/
https://www.murata.com/ja-jp/group/isemurata
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http://www.itoh-oilchem.co.jp/
http://avex-inc.co.jp/
https://www.hirokawa.co.jp/ja/common/group_acepack
http://www.ootsuya.co.jp/
http://www.ohashi-giken.co.jp/
https://www.okitsumo.co.jp/
https://www.oyatsu.co.jp/
http://www.owasebussan.co.jp/
http://www.katoseisakusho.co.jp/
http://www.kikukawa.co.jp/


地域未来牽引企業　選定一覧

事業者名 住所 代表者 業種 URL

九鬼産業株式会社 三重県四日市市尾上町11 渡辺　伸祐 製造業 http://www.kuki-info.co.jp/

熊野精工株式会社 三重県熊野市有馬町1491-1 檜作　羊次 製造業 http://www.kumanoseiko.com/

株式会社グリーンズ 三重県四日市市浜田町5-3 松井　清
宿泊業、飲食サービス
業

http://www.kk-greens.jp/

斎藤製菓株式会社 愛知県豊橋市大村町字島6 齋藤　祥文 製造業 http://www.saitouseika.co.jp/index.php

株式会社佐藤製作所 三重県桑名市修徳町509 佐藤　敦 製造業 http://www.sato-ss.jp/

大起産業株式会社 三重県員弁郡東員町大字山田3725-1 内藤　茂範 製造業 http://www.e-dsk.co.jp

ダイソウ工業株式会社 三重県津市芸濃町北神山工業団地1470-3 川口　宗一 製造業 http://daiso-ind.co.jp/

株式会社タナカバナナ 三重県伊賀市緑ｹ丘西町2658-2 田中　斉太郎 卸売業、小売業 https://877.co.jp/

有限会社玉城アクトファーム 三重県度会郡玉城町原4254-1 野口　好久 卸売業、小売業 http://www.amigo2.ne.jp/~act-farm/

株式会社中央鐵骨 三重県四日市市黄金町47 玉木　信介 製造業 http://www.chuou-tk.co.jp/

中外医薬生産株式会社 三重県ゆめが丘7-5-5 田山　雅敏 製造業 http://www.chugi-iyaku.co.jp

辻製油株式会社 三重県松阪市嬉野新屋庄町565-1 辻　威彦 製造業 http://www.tsuji-seiyu.co.jp

ティエムティ株式会社 三重県四日市市山田町800 吉野　巌 製造業 -

長島観光開発株式会社 三重県桑名市長島町浦安333 水野　正信
サービス業（他に分類
されないもの）

http://www.nagashima-onsen.co.jp/

株式会社ナベル 三重県伊賀市ゆめが丘7-2-3 永井　規夫 製造業 http://www.bellows.co.jp/

株式会社日商 三重県亀山市布気町550-4 笠井　紀彦 運輸業、郵便業 http://www.nissyo-net.co.jp/

株式会社日硝ハイウエー 三重県津市戸木町4857-13 杉本　健司 運輸業、郵便業 http://www.nhw.co.jp/

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。

http://www.kuki-info.co.jp/
http://www.kumanoseiko.com/
http://www.kk-greens.jp/
http://www.saitouseika.co.jp/index.php
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地域未来牽引企業　選定一覧

事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社日新 鳥取県境港市西工業団地100 又賀　航一 製造業 http://www.nisshin.gr.jp/

ニュートリー株式会社 三重県四日市市富士町1-122 川口　晋 製造業 http://www.nutri.co.jp/

ノザキ製菓株式会社 愛知県名古屋市西区城北町3-41 野嵜　伸夫 製造業 -

万協製薬株式会社 三重県多気郡多気町五桂1169-142 松浦　信男 製造業 http://www.bankyo.com/

光精工株式会社 三重県桑名市蛎塚新田806 西村　憲一 製造業 http://www.hikariseiko.co.jp

扶桑工機株式会社 三重県桑名市増田500 服部　岳 製造業 http://www.fusokoki.co.jp/

北勢運送株式会社 三重県桑名市多度町御衣野990-1 上田　泰爾 運輸業、郵便業 http://www.hokusei-tr.co.jp/

前田運送株式会社 三重県三重郡川越町亀崎新田120 野呂　正高 運輸業、郵便業 http://www.maeda-t.com

株式会社マスヤ 三重県伊勢市小俣町相合1306 浜田　吉司 製造業 http://www.masuya.co.jp/

マツオカ建機株式会社 三重県三重郡川越町当新田17 松岡　美江子 不動産業、物品賃貸業 http://www.matsuokakenki.co.jp

三重中央開発株式会社 三重県伊賀市予野字鉢屋4713 金子　文雄
サービス業（他に分類
されないもの）

http://www.dinsgr.co.jp/

三鈴工機株式会社 三重県四日市市楠町北五味塚530 打田　卓也 製造業 http://www.misuzukoki.jp

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。

http://www.nisshin.gr.jp/
http://www.nutri.co.jp/
http://www.bankyo.com/
http://www.hikariseiko.co.jp/
http://www.fusokoki.co.jp/
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地域未来牽引企業　選定一覧

富山県

事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社アイザック 富山県魚津市大海寺野村1181 石﨑　由則
サービス業（他に分類
されないもの）

http://www.izak.co.jp

朝日印刷株式会社 富山県富山市一番町1-1 一番町スクエアビル 濱　尚 製造業 http://www.asahi-pp.co.jp/

株式会社ウイン・ディー 富山県高岡市オフィスパーク6 堀江　勝人 製造業 http://www.nichinan-group.com/

株式会社ウーケ 富山県下新川郡入善町下飯野232-5 舩木　秀邦 農業、林業 http://www.wooke.co.jp/

エヌアイシ・オートテック株式会社 富山県富山市清水元町7-8 西川　浩司 製造業 http://www.nic-inc.co.jp/

NGSアドバンストファイバー株式会社 富山県富山市高内1-1 武田　道夫 製造業 www.ngs-advanced-fibers.com

株式会社小矢部精機 富山県小矢部市渋江2020 藤田　淳二 製造業 http://www.oyabe-seiki.co.jp

キタムラ機械株式会社 富山県高岡市戸出町1870 北村　彰浩 製造業 http://kitamura-machinery.co.jp

株式会社協和製作所 富山県高岡市四日市133-12 早川　勇 製造業 http://www.kyowa-fact.co.jp

株式会社広貫堂 富山県富山市梅沢町2-9-1 塩井　保彦 製造業 http://www.koukandou.co.jp/

コマツNTC株式会社 富山県南砺市福野100 杉野　高広 製造業 http://ntc.komatsu/

サカヰ産業株式会社 富山県富山市桜橋通り5-6 櫻井　二郎 卸売業、小売業 http://www.sakaisangyo.co.jp

佐藤鉄工株式会社 富山県中新川郡立山町鉾木220 藤田　泰 製造業 http://www.satotekko.co.jp

サンエツ金属株式会社 富山県砺波市太田1892 釣谷　宏行 製造業 http://www.sanetu.co.jp/

三芝硝材株式会社 富山県高岡市岩坪23-2 西　英夫 製造業 http://www.sanshiba-g.co.jp/

ショウワノート株式会社 富山県高岡市佐野850 片岸　茂 製造業 http://www.showa-note.co.jp

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。
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地域未来牽引企業　選定一覧

事業者名 住所 代表者 業種 URL

シロウマサイエンス株式会社 富山県下新川郡入善町青木5777 長田　剛 製造業 http://www.shirouma.co.jp/

新光硝子工業株式会社 富山県砺波市太田1889-1 新海　伸治 製造業 http://www.shinkoglass.co.jp

株式会社スギノマシン 富山県魚津市本江2410 杉野　太加良 製造業 http://www.sugino.com

株式会社セキノ興産 富山県富山市水橋開発277-12 関野　光俊 卸売業、小売業 http://www.sekino.co.jp

株式会社タアフ 富山県富山市大泉1583 高村　元二 製造業 http://www.tateyama.jp/taf/index.html

津根精機株式会社 富山県富山市婦中町高日附852 津根　良彦 製造業 http://www.tsune.co.jp

津根マシンツール株式会社 富山県富山市婦中町高日附852 津根　良彦 卸売業、小売業
http://www.tsune.co.jp/company/group/tsune_machine_
tool.php

株式会社TSS 東京都大田区東蒲田2-29-14 田中　淳 製造業 http://www.tss-group.net/

東亜薬品株式会社 富山県富山市三郷26 中井　敏郎 製造業 www.toayakuhin.co.jp/

株式会社富山グラウジーズ 富山県富山市金泉寺44-1 黒田　祐
サービス業（他に分類
されないもの）

https://grouses.jp/

富山スガキ株式会社 富山県富山市塚原23-1 須垣　貴雄 製造業 http://www.sugaki.co.jp

株式会社トヨックス 富山県黒部市前沢4371 中西　誠 製造業 https://www.toyox.co.jp/

株式会社ナガエ 富山県高岡市荒屋敷278 長柄　洋一 製造業 http://www.nagae.co.jp

日東メディック株式会社 富山県富山市八尾町保内1-14-1 中井　龍 製造業 http://www.nittomedic.co.jp

株式会社能作 富山県高岡市オフィスパーク8-1 能作　克治 製造業 http://www.nousaku.co.jp/

パナソニック・タワージャズセミコンダク
ター株式会社

富山県魚津市東山800 ガイ・エリストフ 製造業 https://www.tpsemico.com/ja/

BBSジャパン株式会社 富山県高岡市福田六家525 野坂　訓正 製造業 http://www.bbs-japan.co.jp

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。
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地域未来牽引企業　選定一覧

事業者名 住所 代表者 業種 URL

ファーマパック株式会社 富山県富山市小中163 高田　順一 製造業 http://www.pharmapack.co.jp

富源商事株式会社 富山県高岡市昭和町3-3-10 松永　誠 卸売業、小売業 http://www.fugen-corp.co.jp

北酸株式会社 富山県富山市本町11-5 山口　昌広 卸売業、小売業 http://www.hokusan.co.jp

三菱ふそうバス製造株式会社 富山県富山市婦中町道場1 馬場　高史 製造業 http://www.mfbm-bus.com/

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。

http://www.pharmapack.co.jp/
http://www.fugen-corp.co.jp/
http://www.hokusan.co.jp/
http://www.mfbm-bus.com/
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石川県

事業者名 住所 代表者 業種 URL

アール・ビー・コントロールズ株式会社 石川県金沢市観音堂町ロ71 谷口　宗治郎 製造業 http://www.rbcontrols.co.jp/

株式会社明石合銅 石川県白山市横江町1484 明石　康宏 製造業 http://www.akashigo.com

株式会社アクトリー 石川県白山市水澄町375 水越　裕治 製造業 http://www.actree.co.jp/

株式会社石野製作所 石川県金沢市増泉5-10-48 石野　晴紀 製造業 http://www.isn-net.com

株式会社江沼チヱン製作所 石川県加賀市上河崎町300 佐藤　龍吉 製造業 http://www.enuma.co.jp

大西運輸株式会社 石川県金沢市示野町西51 大西　勝二 運輸業、郵便業 www.onishiunyu.co.jp

株式会社オハラ 石川県金沢市柳橋町甲14-1 小原　繁 製造業 http://www.ohr.co.jp/

オリエンタルチエン工業株式会社 石川県白山市宮永市町485 西村　武 製造業 http://www.ocm.co.jp

かがつう株式会社 石川県河北郡津幡町字太田に140 野崎　信春 製造業 http://www.kagainc.co.jp/

カジナイロン株式会社 石川県金沢市梅田町ハ48 梶　政隆 製造業 http://www.kajigroup.co.jp/

共和産業株式会社 石川県白山市竹松町2810 高井　俊一 製造業 http://www.kyowa-cab.co.jp

株式会社小林製作所 石川県金沢市稚日野町南317-3 小林　靖典 製造業 http://www.kobayashi-mfg.co.jp/

小松鋼機株式会社 石川県小松市光町20 木村　勉 卸売業、小売業 http://www.komatsukouki.co.jp/

コマニー株式会社 石川県小松市工業団地1-93 塚本　幹雄 製造業 https://www.comany.co.jp/

サンコロナ小田株式会社 石川県小松市木場町カ81 小田　外喜夫 製造業 http://www.sunoda.co.jp/

株式会社歯愛メディカル 石川県白山市鹿島町1-9-1 清水　清人 卸売業、小売業 http://www.ci-medical.co.jp

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。
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地域未来牽引企業　選定一覧

事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社秀光ビルド 石川県加賀市山代温泉29戊54 本間　航也 建設業 http://www.shukobuild.com

株式会社スギヨ 石川県七尾市西三階町10-4-1 杉野　哲也 製造業 http://www.sugiyo.co.jp/

高松機械工業株式会社 石川県白山市旭丘1-8 髙松　喜与志 製造業 http://www.takamaz.co.jp

株式会社タガミ・イーエクス 石川県能美市粟生町西2-2 田上　好裕 製造業 http://www.tagamiex.co.jp

辰巳化学株式会社 石川県金沢市久安3-406 黒崎　隆博 製造業 http://www.tatsumi-kagaku.com/

谷田合金株式会社 石川県金沢市東蚊爪町ラ28-2 駒井　公一 製造業 http://www.tanida.co.jp/

玉田工業株式会社 石川県金沢市無量寺町ハ61-1 玉田　善明 製造業 http://www.tamada.co.jp

株式会社月星製作所 石川県加賀市永井町71-1-1 打本　渉 製造業 http://www.tsukiboshi.co.jp

株式会社東振精機 石川県能美市寺井町ハ18 中村　敬 製造業 http://www.tohshin-inc.co.jp/

中村留精密工業株式会社 石川県白山市熱野町ロ15 中村　健一 製造業 http://www.nakamura-tome.co.jp

能登印刷株式会社 石川県金沢市武蔵町7-10 能登　健太朗 製造業 http://www.notoinsatu.co.jp

能登ワイン株式会社 石川県鳳珠郡穴水町字旭ヶ丘り5-1 村山　隆 製造業 http://www.notowine.com

株式会社箔一 石川県金沢市森戸2-1-1 浅野　達也 卸売業、小売業 http://www.hakuichi.co.jp/

株式会社白山機工 石川県白山市旭丘4-10 穐田　竹男 製造業 http://www.hakusankiko.co.jp

株式会社ＢＢＳ金明 石川県白山市旭丘4-12 川原　龍之介 製造業 http://www.bbskinmei.co.jp/

疋田産業株式会社 石川県金沢市河原市町10 疋田　弘一 卸売業、小売業 http://www.hikida.jp

福島印刷株式会社 石川県金沢市佐奇森町ﾙ6 下畠　学 製造業 http://www.fuku.co.jp/

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。
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事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社福光屋 石川県金沢市石引2-8-3 福光　松太郎 製造業 http://www.fukumitsuya.co.jp/

株式会社別川製作所 石川県白山市漆島町1136 別川　稔 製造業 http://www.betsukawa.co.jp/

ホクショー株式会社 石川県金沢市示野町ｲ6 北村　宜大 製造業 http://www.hokusho.co.jp/

ホクモウ株式会社 石川県金沢市北安江2-13-51 山岸　新弥 製造業 http://www.hokumo.net/

北菱電興株式会社 石川県金沢市古府3-12 小倉　一郎 卸売業、小売業 http://www.hokuryodenko.co.jp/

株式会社まつや 石川県かほく市木津ハ14-2 松本　啓志 製造業 http://www.toriyasaimiso.jp

丸井織物株式会社 石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15 宮本　徹 製造業 http://www.maruig.co.jp/

若松梱包運輸倉庫株式会社 石川県白山市宮永町2848 若松　明夫 運輸業、郵便業 http://www.wakamatsukonpou.co.jp

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。
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