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（ 中 部 地 域 ）

２０２０年１０月

経済産業省 中部経済産業局



東海
３県

北陸
２県

中部
５県

全国

愛知県 岐阜県 三重県 富山県 石川県

第１回
選 定 151社 70社 36社 44社 78社 37社 41社 229社 2,148社

第２回
選 定 121社 60社 32社 27社 53社 31社 22社 174社 1,543社

第３回
選 定 72社 38社 18社 16社 34社 17社 17社 106社 1,060社

合 計 341社 168社 86社 87社 165社 85社 80社 506社 4,743社

地域未来牽引企業 選定状況
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2017年
12月22日

2018年
12月25日

2020年
10月13日



地域未来牽引企業 中部地域選定一覧（５０６社）

愛知県（選定企業数：１６８社）

うち、２０１７年度選定一覧（７０社）

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

2※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

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

地域未来牽引企業 中部地域選定一覧（５０６社）

3※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

地域未来牽引企業 中部地域選定一覧（５０６社）

4※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

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/

地域未来牽引企業

5※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。

中部地域選定一覧（５０６社）
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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/

地域未来牽引企業

6※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。

中部地域選定一覧（５０６社）
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地域未来牽引企業

愛知県（選定企業数：１６８社）

うち、２０１８年度選定一覧（６０社）

事業者名 住所 代表者 業種 URL

愛知ドビー株式会社 愛知県名古屋市中川区宗円町１－２８ 土方 邦裕 製造業 https://www.vermicular.jp/company/

株式会社青山製作所 愛知県丹羽郡大口町高橋１－８ 青山 幸義 製造業 http://www.asj-fasteners.co.jp/

アスカ株式会社 愛知県刈谷市一里山町東吹戸１１ 片山 義規 製造業 https://www.aska.co.jp

磯貝製作所株式会社 愛知県碧南市田尻町４－７０ 磯貝 暢宏 製造業 http://www.isogai-s.com

伊藤光学工業株式会社 愛知県蒲郡市宮成町３－１９ 伊 藤 寛 製造業 http://www.itohopt.co.jp

株式会社ウォンツ 愛知県名古屋市中区栄３－１０－２２ 東朋ビル 松下 剛幸
学術研究、専門・技術
サービス業

http://www.wantsinc.jp

株式会社エムエス製作所 愛知県清須市春日立作５４－２ 迫田 幸博 製造業 http://www.msgroup.co.jp

株式会社オティックス 愛知県西尾市中畑町浜田下１０ 小田井 博茂 製造業 http://www.otics.co.jp

カリツー株式会社 愛知県安城市三河安城町１―４―４ 加藤 正則 運輸業、郵便業 http://www.karitsu.co.jp/

株式会社カンドリ工業 愛知県額田郡幸田町大字深溝字松井８－１ 神 取 勇 製造業 http://www.kandori.jp/

木下精密工業株式会社 愛知県名古屋市北区丸新町２０１ 木下 治彦 製造業 https://kinoshita-abc.jp

久野金属工業株式会社 愛知県名古屋市緑区野末町２０１ 久野 忠博 製造業 http://www.kunokin.com

株式会社興和工業所 愛知県名古屋市瑞穂区二野町２―２８ 六車 壽夫 製造業 http://www.at-kowa.co.jp/

毎味水産株式会社 愛知県西尾市一色町坂田新田沖向１０３－２ 藤井 崇悟 卸売業、小売業 http://kotomi-suisan.co.jp/

株式会社三光製作所 愛知県あま市七宝町安松３－９ 奥村 清志 製造業 http://www.sankomfg.co.jp

7※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。

中部地域選定一覧（５０６社）
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地域未来牽引企業

事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社三琇プレシジョン 愛知県高浜市稗田町４－１－５５ 岡 本 徹 製造業 http://www.sansyu-pr.co.jp/jp/index.htm

柴田工業株式会社 愛知県西尾市下矢田町治部田１５－１ 柴田 高広 製造業 http://www.shibatakk.com

株式会社志水製作所 愛知県一宮市明地字南古城５－１ 志水 義幸 製造業 http://www.shimizu-seisakusyo.co.jp/

シヤチハタ株式会社 愛知県名古屋市西区天塚町４―６９ 舟橋 正剛 製造業 http://www.shachihata.co.jp/

株式会社松鶴園 愛知県西尾市上町南荒子５０－２ 若杉 秀樹 卸売業、小売業 http://www.shokakuen.jp

新日本ウエックス株式会社 愛知県名古屋市港区木場町８－１５８ 廣瀬 純平
生活関連サービス業、
娯楽業

http://www.wex.co.jp

株式会社鈴木商館 東京都板橋区舟渡１－１２－１１ 鈴木 慶彦 卸売業、小売業 http://www.suzukishokan.co.jp/

株式会社スペック 愛知県刈谷市小垣江町御茶屋下５７－１ 岩瀬 高志 製造業 http://kk-spec.com/

大榮産業株式会社 愛知県名古屋市中村区本陣通４―１８ 伊藤 明敏 卸売業、小売業 http://www.daiei-sangyo.co.jp

大成株式会社 愛知県名古屋市中区栄３―３１―１２ 大成ビル 加藤 憲司
サービス業（他に分類
されないもの）

http://www.taisei-bm.co.jp/

株式会社中外陶園 愛知県瀬戸市薬師町５０ 鈴木 政成 製造業 http://www.chugaitoen.co.jp/

株式会社中部シイアイシイ研究所 愛知県豊橋市菰口町３－８ 山口 弘修
生活関連サービス業、
娯楽業

http://www.ccic.co.jp

株式会社ツルタ製作所 愛知県刈谷市一里山町南大根１２－１ 鶴田 昌宏 製造業 http://www.katch.ne.jp/~turutass/

勅使川原産業株式会社 愛知県あま市新居屋山１３１－１ 勅使川原 賢 運輸業、郵便業 http://teshi.co.jp/

株式会社TMW 愛知県稲沢市奥田大沢町２７ 立松 宏樹 製造業 http://www.tmw-integral.com/

株式会社東郷製作所 愛知県愛知郡東郷町大字春木字蛭池１ 相羽 繁生 製造業 http://www.togoh.co.jp

株式会社トヨテック 愛知県豊川市西豊町２－３５ 小野 喜明 製造業 http://www.toyotec.com

8※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

事業者名 住所 代表者 業種 URL

ナカシャクリエイテブ株式会社 愛知県名古屋市天白区野並２－２１３ 山 口 寛 情報通信業 http://www.nakasha.co.jp

中日本興業株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅４－５－２８ 桜通豊
田ビル１０階

服 部 徹
生活関連サービス業、
娯楽業

http://www.nakanihonkogyo.co.jp

中日本鋳工株式会社 愛知県西尾市港町６－６ 鳥居 祥雄 製造業 http://www.nakachuko.co.jp

西島株式会社 愛知県豊橋市石巻西川町字大原１２ 西 島 豊 製造業 http://www.nishijima.co.jp

日進工業株式会社 愛知県碧南市港本町４―３９ 長田 和徳 製造業 http://www.enissin.com

株式会社ニデック 愛知県蒲郡市拾石町前浜３４－１４ 小澤 素生 製造業 http://www.nidek.co.jp

日本ゼネラルフード株式会社
愛知県名古屋市中区千代田５―７―５ パークヒ
ルズ千代田８Ｆ

西 脇 司 卸売業、小売業 https://www.ngf-penguin.co.jp

株式会社丹羽鉄工所 愛知県岡崎市渡町字薬師畔１ 丹羽 良治 製造業 http://www.niwagroup.com/index.html

ハジメ産業株式会社 愛知県一宮市丹陽町九日市場字上田２６－４ 日比野 潤 製造業 http://www.hajime-industry.jp

株式会社ハナノキ 愛知県北名古屋市井瀬木井の元３６ 池山 真一郎 卸売業、小売業 http://www.hananoki.co.jp

株式会社半谷製作所 愛知県大府市北崎町大島１３－３ 半谷 眞一郎 製造業 http://www.hanya-net.co.jp/index.html

ＰＤエアロスペース株式会社 愛知県名古屋市緑区有松３５１９ 緒川 修治 製造業 https://pdas.co.jp/

フジクリーン工業株式会社 愛知県名古屋市千種区今池４―１―４ 渡辺ビル 木村 秀昭 製造業 https://www.fujiclean.co.jp

富士特殊紙業株式会社 愛知県瀬戸市暁町３－１４３ 杉山 真一郎 製造業 http://www.fujitoku.net/

株式会社豊栄商会 愛知県豊田市堤町寺池６６ 樹神 康之 製造業 http://www.hoei-shokai.co.jp/

本多電子株式会社 愛知県豊橋市大岩町小山塚２０ 本多 洋介 製造業 https://www.honda-el.co.jp/

本多プラス株式会社 愛知県新城市川路字夜燈２３－２ 本多 孝充 製造業 http://www.hondaplus.co.jp

9※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。

中部地域選定一覧（５０６社）
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地域未来牽引企業

事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社マキテック 愛知県名古屋市熱田区旗屋１－９－２１ 大野 裕幸 製造業 http://www.makitech.co.jp

株式会社丸上製作所 愛知県豊川市御津町佐脇浜二号地１－１９ 小松 義博 製造業 http://www.marujyou.co.jp

マルヤス工業株式会社 愛知県名古屋市昭和区白金２－７－１１ 山田 泰一郎 製造業 http://www.maruyasu.co.jp/

株式会社宮崎 愛知県清須市西須ケ口９３ 梅田 慎吾 卸売業、小売業 https://www.miyazaki-recycle.com

宮崎精鋼株式会社 愛知県名古屋市中川区丸米町１―１ 宮 﨑 薫 製造業 http://www.miyazaki-seiko.co.jp/

株式会社美和製作所 愛知県あま市篠田遠原１ 山田 恭敬 製造業 http://www.miwasei.co.jp/

株式会社名光精機 愛知県津島市鹿伏兎町西清水４７ 松原 光作 製造業 http://meikoseiki-ltd.co.jp

安田塗装工業株式会社 愛知県安城市根崎町西新切８３－１ 安田 利久 製造業 http://www.yasudatoso.co.jp/outline/index.html

山八歯材工業株式会社 愛知県蒲郡市西浦町大知柄５４－１ 遠山 昌志 製造業 http://www.yamahachi-dental.co.jp/

株式会社柳風水野商店 愛知県名古屋市千種区上野２－１４－４ 水野 年生 製造業 http://www.ryufu.co.jp

レンテック大敬株式会社 愛知県豊橋市大岩町岩田１１－１ 嵩 明 美 不動産業、物品賃貸業 http://www.daikei-gr.jp/

10※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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愛知県（選定企業数：１６８社）

うち、２０２０年度選定一覧（３８社）

11※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。

事業者名 住所 代表者 業種 URL

愛知株式会社 愛知県名古屋市東区筒井３―２７―２５ 島本 迪彦 製造業 http://www.axona-aichi.com/

朝日理化株式会社 愛知県西尾市西浅井町尾ヶ山５番地９６ 朝岡 陽子 製造業 http://www.asahi-rk.jp/

アルメック株式会社 愛知県豊明市前後町三ツ谷１３６１ 星河 秀樹 卸売業、小売業 http://www.armec.jp/

ウチダ株式会社 愛知県名古屋市中区橘１―１６―３７ 内田 安彦 製造業 http://www.uchida-kk.jp

株式会社エムアイシーグループ 愛知県西尾市道光寺町東縄６５番地 三浦 康太郎 製造業 http://www.micg.co.jp

大橋運輸株式会社 愛知県瀬戸市西松山町２―２６０ 鍋嶋 洋行 運輸業、郵便業 http://www.0084.co.jp

株式会社川本製作所 愛知県名古屋市中区大須４―１１―３９ 高津 悟 製造業 www.kawamoto.co.jp

KTX株式会社 愛知県江南市安良町地蔵５１ 野田 太一 製造業 http://www.ktx.co.jp/

建設ゴム株式会社 愛知県名古屋市昭和区阿由知通４―１８―４ 稲木 三四郎 卸売業、小売業 http://www.kengom.co.jp

株式会社五合 愛知県春日井市大手町４―８―１０ 小川 宏二 製造業 http://www.gogoh.jp/

三和興産株式会社 愛知県一宮市木曽川町玉ノ井字柳原２８０番地 田中 一秀 製造業 http://www.sanwakousan.co.jp

眞和興業株式会社 愛知県江南市安良町池尻８０番地 眞野 祥典 製造業 http://www.shinwa-made.co.jp/

株式会社鈴木化学工業所 愛知県額田郡幸田町大字六栗字左右作２番地１ 小幡 和史 製造業 http://www.suzukikagaku.co.jp

株式会社セキソー 愛知県岡崎市日名北町１番地３ 山田 昌也 製造業 www.sekiso.co.jp

大洋産業株式会社 愛知県大府市大東町二丁目２５番地 堀木 隆弘 製造業 http://www.taiyo-sangyo.net

高砂電気工業株式会社 愛知県名古屋市緑区鳴海町杜若６６ 浅井 直也 製造業 https://takasago-elec.co.jp/

中部地域選定一覧（５０６社）
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辰巳屋興業株式会社 愛知県名古屋市昭和区白金３―２０―１５ 櫨 巳芳 卸売業、小売業 https://www.tmy-net.co.jp

中京化成工業株式会社 愛知県刈谷市今岡町西吹戸１０―１ 廣野 拓 製造業 http://c-k-k.co.jp/

株式会社中京メディカル
愛知県名古屋市熱田区三本松町１２―１３ 中京
ビル６Ｆ

市川 一夫
サービス業（他に分類さ
れないもの）

https://chukyomededical.co.jp/corporation/

株式会社テルミック 愛知県刈谷市小垣江町永田４７番地 田中 秀範 製造業 http://www.tel-mic.co.jp

東洋精鋼株式会社 愛知県弥富市馬ヶ地３丁目１９５番地１ 渡邊 吉弘 製造業 https://toyoseiko.co.jp/

中日本炉工業株式会社 愛知県あま市木折八畝割８ 後藤 峰男 製造業 http://www.nakanihon-ro.co.jp/

名古屋メッキ工業株式会社 愛知県名古屋市瑞穂区牛巻町４番６号 菅沼 延之 製造業 https://www.nagoya-mekki.com

株式会社西浦化学 愛知県蒲郡市浜町１３番地３ 牧原 邦松 製造業 http://nisiura.co.jp/

布目電機株式会社 愛知県名古屋市中川区大当郎２丁目１１０７番地 正田 壽男 製造業 http://www.nunome.co.jp/

株式会社萬乗醸造 愛知県名古屋市緑区大高町字西門田４１番地 久野 晋嗣 製造業 http://kuheiji.co.jp

日高工業株式会社 愛知県刈谷市一里山町柳原７番地１ 坂野 善洋 製造業 http://www.hidaka-kk.jp/

株式会社フジキカイ 愛知県名古屋市中村区亀島二丁目１４番１０号 生田 涌希 製造業 http://www.fujikikai-inc.co.jp/

株式会社フジトランスコーポレーション 愛知県名古屋市港区入船１―７―４１ 系井 辰夫 運輸業、郵便業 https://www.fujitrans.co.jp

株式会社ヘルスビューティー 愛知県名古屋市南区菊住２―５―８ 松田 宗大 製造業 https://www.cosme-com.com/company/

堀江織物株式会社 愛知県一宮市高田字七夕田２８ 武田 浩志 製造業 https://horieorimono.co.jp

株式会社マエショウ 愛知県西尾市吉良町宮迫樫木３１番地１８７ 角谷 和行 製造業 http://maesyou.co.jp

株式会社マルワ 愛知県名古屋市天白区平針４丁目２１１ 鳥原 久資 製造業 http://www.maruwanet.co.jp/

地域未来牽引企業
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株式会社ヤマキ 愛知県西尾市寺津町四ノ割横道西１０番地１ 鈴木 英昭 製造業 http://www.yamaki-c.co.jp

株式会社山田製作所 愛知県あま市花正七反地１９番地 山田 英登 製造業 https://www.ysei.co.jp/

由良海運株式会社 愛知県名古屋市港区名港２―５―６ 寺岡 洋一 運輸業、郵便業 http://www.yurakaiun.co.jp

余合ホーム＆モビリティ株式会社 愛知県名古屋市中川区八熊通５丁目３４番地 余合 繁一 卸売業、小売業 https://www.yogohm.com

地域未来牽引企業
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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/

地域未来牽引企業

14※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/

地域未来牽引企業

15※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。

中部地域選定一覧（５０６社）

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/
https://www.technoa.co.jp/
http://www.tenryu-aero.co.jp/
http://www.nagoya-mosaic.co.jp/
http://www.nabeya.co.jp/
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/


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

地域未来牽引企業
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岐阜県（選定企業数：８６社）

うち、２０１８年度選定一覧（３２社）

地域未来牽引企業

事業者名 住所 代表者 業種 URL

旭金属工業株式会社
京都府京都市上京区下立売通智恵光院西入下
ル丸屋町５０３

山中 泰宏 製造業 http://www.akg.co.jp

アラフカゴム工業株式会社 岐阜県山県市岩佐８８８ 荒深 喜晴 製造業 http://www.agk-rubber.co.jp/

イビデン物産株式会社 岐阜県本巣市有里３３９ 匂坂 克巳 製造業 http://www.ibiden-bussan.co.jp/index.html

株式会社打江精機 岐阜県高山市匠ケ丘町２３９－１ 打江 信夫 製造業 http://www.utsue.co.jp

株式会社エヌ・エス・ピー 岐阜県中津川市苗木９１６７ 鈴木 欣也 卸売業，小売業 http://www.kknsp.jp/

株式会社エヌビーシー 岐阜県大垣市世安町４－３１ 日比 利雄 製造業 http://www.nbc-corp.co.jp/

カーボンファイバーリサイクル工業株
式会社

岐阜県可児郡御嵩町御嵩２１９３－１０２ 板津 秀人 製造業 http://cfri.co.jp/

柏木工株式会社 岐阜県高山市上岡本町１－２６０ 関 道 朗 製造業 http://www.kashiwa.gr.jp

株式会社岐阜多田精機 岐阜県岐阜市東改田字鶴田９３ 多田 憲生 製造業 http://www.tada.co.jp/

株式会社コラント 岐阜県羽島市上中町長間１８８１ 堀 雅 利 卸売業，小売業 https://valentijapan.com/

三甲株式会社 岐阜県瑞穂市本田４７４－１ 後藤 利彦 製造業 http://www.sanko-kk.co.jp

昭和コンクリート工業株式会社 岐阜県岐阜市香蘭１－１ 村瀬 大一郎 製造業 http://www.showa-con.co.jp

新日本金属工業株式会社 岐阜県岐阜市矢倉町１ 後 藤 浩 製造業 http://www.shinnihon-kinzoku.co.jp/

関ヶ原石材株式会社 岐阜県不破郡関ケ原町関ケ原２６８２ 矢橋 達郎 建設業 http://www.sekistone.com/

ダイキャスト東和産業株式会社 岐阜県多治見市京町１－２５ 松尾 精介 製造業 http://www.dc-towa.com/

太平洋精工株式会社 岐阜県大垣市桧町４５０ 小川 貴久 製造業 https://www.pecj.co.jp/

17※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

事業者名 住所 代表者 業種 URL

太陽社電気株式会社 岐阜県多治見市小田町６－１ 桑原 雅之 製造業 http://www.taiyoshadenki.co.jp

タニカ電器株式会社 岐阜県多治見市上野町５－５ 谷口 幸子 製造業 https://tanica.jp/

トーカイフーズ株式会社 岐阜県羽島市江吉良町２１９７ 松尾 隆之
宿泊業，飲食サービス
業

https://www.tokai-corp.com/food/foodscontents/

株式会社中島窯業 岐阜県多治見市笠原町４０２４－２６ 中島 廣明 製造業 http://www.e-naka.net/

株式会社ナガセインテグレックス 岐阜県関市武芸川町跡部１３３３－１ 長瀬 幸泰 製造業 http://nagase-i.jp/

日幸製菓株式会社 岐阜県各務原市那加山崎町４１ 可児 直往 製造業 http://nikkoh-web.com

長谷虎紡績株式会社 岐阜県羽島市江吉良町１９７－１ 長谷 和治 製造業 http://www.hasetora.co.jp

飛騨産業株式会社 岐阜県高山市漆垣内町３１８０ 岡田 贊三 製造業 http://www.kitutuki.co.jp/

福寿工業株式会社 岐阜県羽島市小熊町西小熊４００５ 高 木 豊 製造業 http://www.fukujukk.co.jp

有限会社舩坂酒造店 岐阜県高山市上三之町１０５ 有巣 弘城 製造業 http://www.funasaka-shuzo.co.jp

株式会社文溪堂 岐阜県羽島市江吉良町江中７－１ 水谷 泰三 情報通信業 http://www.bunkei.co.jp/

株式会社水生活製作所 岐阜県山県市東深瀬９４－２ 早 川 徹 製造業 https://www.mizsei.co.jp/

ヤマガタヤ産業株式会社 岐阜県羽島郡岐南町みやまち１－３ 吉田 芳治 卸売業，小売業 http://www.ymg-s.co.jp/

株式会社山本製作所 岐阜県山県市岩佐１１３０－３ 山本 貴通 製造業 http://www.k-yyy.co.jp

ユニオン機工株式会社 岐阜県恵那市三郷町野井２１４７－４ 麦島 正一 製造業 http://www.union-kikou.co.jp

有限会社渡辺酒造店 岐阜県飛騨市古川町壱之町７－７ 渡邉 久憲 製造業 http://www.sake-hourai.co.jp/

18※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（選定企業数：８６社）

うち、２０２０年度選定一覧（１８社）

事業者名 住所 代表者 業種 URL

浅野撚糸株式会社 岐阜県安八郡安八町中８７５―１ 浅野 雅己 製造業 http://asanen.co.jp/

株式会社鵜舞屋 岐阜県岐阜市東鶉１丁目１番地 髙森 幹啓 製造業 https://www.umaiya.co.jp/

榎本ビーエー株式会社 岐阜県各務原市蘇原興亜町５―１０ 榎本 尚浩 製造業 http://www.enomotoweb.com

大垣精工株式会社 岐阜県大垣市浅西３丁目９２―１ 上田 勝弘 製造業 http://www.ogakiseiko.co.jp/

株式会社コパン 岐阜県多治見市光ケ丘２丁目６０番地の１ 市岡 道隆
生活関連サービス業、
娯楽業

http://www.copin.co.jp

佐伯綜合建設株式会社 岐阜県加茂郡川辺町上川辺１６４３ 佐伯 敏充 建設業 http://saekisogo.com/

株式会社関ケ原製作所 岐阜県不破郡関ケ原町関ケ原２０６７ 矢橋 英明 製造業 https://www.sekigahara.co.jp

DAISEN株式会社 岐阜県中津川市駒場町２番２５号 林 彰 製造業 http://www.daisen-inc.co.jp

株式会社タカイコーポレーション 岐阜県美濃市棚洞３１８９―１ 岩田 誠 製造業 http://www.takaicorp.co.jp

株式会社東洋化学 岐阜県関市下之保４９２７―２ 佐藤 茂樹 製造業 http://toyochemical.co.jp

中島産業株式会社 愛知県瀬戸市東古瀬戸町３５番地 中島 幹夫 製造業 http://nakashima-sangyo.co.jp/

西川産業株式会社 岐阜県可児市土田４５４１ 西川 眞樹
サービス業（他に分類さ
れないもの）

http://www.nishikawa-gr.co.jp

丹羽鋳造株式会社 岐阜県岐阜市岩田東１丁目１５番地 丹羽 龍 製造業 www.niwachuzo.co.jp/

株式会社ハイテム 岐阜県各務原市テクノプラザ２―１０ 安田 勝彦 製造業 http://hytem.com/

株式会社樋口製作所 岐阜県各務原市金属団地４４ 樋口 徳室 製造業 https://hig-jp.net/

豊実精工株式会社 岐阜県加茂郡富加町羽生２１４６番地２ 今泉 由紀雄 製造業 www.hojitsu.co.jp/

矢橋大理石株式会社 岐阜県大垣市赤坂町２７３ 矢橋 修太郎 建設業 https://www.yabashi-marble.co.jp

株式会社吉川工務店 岐阜県中津川市小川町２―８ 吉川 幸輝 建設業 http://www.yoshi-beaver.co.jp

地域未来牽引企業
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三重県（選定企業数：８７社）

うち、２０１７年度選定一覧（４４社）

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/

地域未来牽引企業
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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/

地域未来牽引企業
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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

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

地域未来牽引企業

22※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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三重県（選定企業数：８７社）

うち、２０１８年度選定一覧（２７社）

地域未来牽引企業

事業者名 住所 代表者 業種 URL

朝明精工株式会社 三重県三重郡川越町大字豊田１０４２－３ 廣田 正雄 製造業 http://www.asake-seiko.co.jp

石光工業株式会社 愛知県あま市甚目寺町山王３５ 石原 政則 製造業 http://www.ishi-mitsu.co.jp/company/

株式会社伊藤英男鉄工所 三重県桑名市大字星川２３５０ 伊藤 國和 製造業 http://www.itohide.co.jp/

株式会社エッチ・エム・イー 三重県桑名市蓮花寺惣作４２５－１ 服部 一彌 製造業 http://hme.ne.jp/hme/

株式会社尾崎畜産御浜ファーム 三重県南牟婁郡紀宝町井田２１８０－６ 尾崎 光広 農業、林業 http://www.mihama-farm.jp/

釜屋株式会社 三重県四日市市中部８―２１ 山本 佳孝 卸売業、小売業 http://www.kamaya-net.co.jp

カメヤマ株式会社 大阪府大阪市北区大淀中２－９－１１ 谷川 花子 製造業 http://www.kameyama.co.jp

高洋電機株式会社 三重県度会郡玉城町中楽６３９－１ 高祖 雅規 製造業 http://koyofirst.jp

五光山彦株式会社 三重県四日市市昌栄町４番５号 神 隆 卸売業、小売業 http://gokoyamahiko.co.jp/

株式会社スエヒロＥＰＭ 三重県四日市市末広町２－４ 清水 啓一 製造業 http://www.suehiroepm.co.jp/index.html

株式会社扇港産業 三重県四日市市中川原２－５－２３ 大倉 良介 卸売業、小売業 http://www.senko-sangyo.co.jp

東陽精機株式会社 愛知県豊田市高岡本町秋葉１３７－１ 犬 飼 徹 製造業 http://www.toyo-sk.co.jp/

豊臣機工株式会社 愛知県安城市今本町東向山７ 後呂 幸彦 製造業 http://www.toyotomi-kiko.co.jp/index.html

株式会社中村製作所 三重県四日市市広永町１２４５ 山添 卓也 製造業 http://www.nakamuraseisakusyo.co.jp

株式会社葉山電器製作所 三重県津市美里町五百野１２８５ 葉山 俊郎 製造業 http://www.e-hayama.co.jp/

23※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

事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社平野組 三重県北牟婁郡紀北町島原１００９ 平野 金人 建設業 http://hiranogumi.com/

廣瀬精工株式会社 三重県伊勢市小俣町本町７７０ 広 瀬 誠 製造業 http://www.hsk-ltd.co.jp

株式会社ブランカ 三重県鳥羽市鳥羽３－１５－３ 石井 あき 製造業 http://www.blanca.co.jp/

松阪興産株式会社 三重県松阪市鎌田町２５３－５ 中 川 治 製造業 http://www.matsusaka-kosan.co.jp/

丸亀産業株式会社 三重県松阪市高町４５０－１ 竹上 亀代司 建設業 http://www.marukame.jp

三重化学工業株式会社 三重県松阪市大口町２６２－１ 山川 大輔 製造業 http://www.miekagaku.co.jp

三重機械鉄工株式会社 三重県四日市市楠町小倉１７０１ 佐藤 俊平 製造業 http://www.miekikai-hp.jp/

三重金属工業株式会社 三重県津市半田５６４－１ 平谷 雅弘 製造業 http://www.miekin.co.jp

三重精機株式会社 三重県桑名市上野９７０ 加藤 峰幸 製造業 http://mie-seiki.co.jp/

御木本製薬株式会社 三重県伊勢市黒瀬町１４２５ 田中 利尚 製造業 https://www.mikimoto-cosme.com/

森岡産業株式会社
三重県三重郡川越町亀崎新田字下新田７７－５
７４

松浦 美千穂 製造業 http://www.morioka-ind.co.jp/

株式会社ヨシザワ 三重県鈴鹿市三日市町１８２３－１ 吉 澤 健 製造業 http://www.yoshipack.co.jp

24※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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三重県（選定企業数：８７社）

うち、２０２０年度選定一覧（１６社）

事業者名 住所 代表者 業種 URL

旭電器工業株式会社 三重県津市白塚町２８５６ 橋本 幸司 製造業 http://www.asahidenki.biz/

株式会社オクムラ 三重県松阪市曲町６３７番地１ 田中 寛人 製造業 http://www.okumura.co.jp/

おぼろタオル株式会社 三重県津市上浜町三丁目１５５番地 加藤 勘次 製造業 www.oboro-towel.co.jp/

栗田精工株式会社 三重県桑名市大字北別所１５８２ 栗田 勝久 製造業 http://k-ksk.co.jp

株式会社佐野テック 三重県三重郡菰野町大字千草５０５１―９ 佐野 貴代 製造業 http://www.sano-tec.jp/

三惠工業株式会社 三重県鈴鹿市上野町字助町４８番地 岡田 篤典 製造業 http://www.isu-sankei.co.jp/

清水清三郎商店株式会社 三重県鈴鹿市若松東３―９―３３ 清水 慎一郎 製造業 http://seizaburo.jp/

株式会社主婦の店 三重県尾鷲市瀬木山町１１―５７ 北裏 大 卸売業、小売業 http://shufunomise.co.jp/

株式会社トピア 三重県鈴鹿市一ノ宮町１４７７―１ 佐々木 英樹 製造業 https://www.u-topia.co.jp/

有限会社ノア 三重県鳥羽市安楽島町１２６８番地１９ 野村 徳正
宿泊業・飲食サービス
業

http://www.toba-tenboudai.co.jp/

長谷製陶株式会社 三重県伊賀市丸柱５６９番地 長谷 康弘 製造業 https://www.igamono.co.jp/

藤井撚糸株式会社 三重県四日市市羽津町２０―１４ 藤井 由幸 製造業 https://www.nenshi.co.jp/

株式会社フジ技研 三重県三重郡菰野町大字杉谷１６４５番地の３ 佐藤 正廣 製造業 http://www.fujigiken.jp/

平和製粉株式会社 三重県津市河芸町東千里４９５―１ 樋口 宗明 製造業 －

三重重工業株式会社
三重県員弁郡東員町大字山田字北前塚３７１０番
地

窪 道徳 製造業 http://www.miegure.co.jp

ヤマモリ株式会社 三重県桑名市陽だまりの丘６―１０３ 三林 憲忠 製造業 https://www.yamamori.co.jp/

地域未来牽引企業
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富山県（選定企業数：８５社）

うち、２０１７年度選定一覧（３７社）

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

地域未来牽引企業

26※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。

中部地域選定一覧（５０６社）
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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

地域未来牽引企業

27※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

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/

地域未来牽引企業

28※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。

中部地域選定一覧（５０６社）
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富山県（選定企業数：８５社）

うち、２０１８年度選定一覧（３１社）

地域未来牽引企業

事業者名 住所 代表者 業種 URL

ウッドリンク株式会社 富山県射水市寺塚原４１５ 原野 剛行 製造業 http://www.woodlink.co.jp/

株式会社カイスイマレン 富山県高岡市吉久１－２－４８ 能 松 豊 製造業 http://www.kaisuimaren.co.jp/

協和マシン株式会社 富山県高岡市戸出春日７９５ 吉田 保雄 製造業 http://www.kyowam.co.jp

コンチネンタル株式会社 富山県富山市水橋沖１７２ 岡田 幸雄 製造業 https://www.continental-ltd.com/

三晶エムイーシー株式会社 富山県滑川市中新１０２９―１ 今家 英明 製造業 http://sansho-mec.co.jp

塩谷建設株式会社 富山県高岡市石瀬６－１ 塩谷 洋平 建設業 http://www.shiotani.co.jp/

株式会社シキノハイテック 富山県魚津市吉島８２９ 浜田 満広 製造業 https://www.shikino.co.jp/

新新薬品工業株式会社 富山県富山市今市３２４ 布目 荘太 製造業 https://shinshin-yakuhin.co.jp

大栄建材株式会社 富山県射水市北高木１０５ 林 和 彦 製造業 http://www.daieikenzai.com

株式会社タカギセイコー 富山県高岡市二塚３２２－３ 八十島 清吉 製造業 http://www.takagi-seiko.co.jp/

タカノギケン株式会社 富山県富山市八尾町石戸字浄円６２３－１ 髙野 惠子 製造業 http://www.takanogiken.co.jp

立山化成株式会社 富山県射水市大江１１３３ 片 口 真 製造業 http://www.tateyamakasei.com

立山マシン株式会社 富山県富山市下番３０ 宮野 兼美 製造業 https://www.tateyama.jp/ma/index.html

テイカ製薬株式会社 富山県富山市荒川１－３－２７ 松井 竹史 製造業 http://www.teika.co.jp

有限会社テー・シー・富山 富山県中新川郡立山町五郎丸７３－１ 舟戸 公明 製造業 http://tctoyama.com

戸出化成株式会社 富山県高岡市戸出西部金屋４１４ 高畑 敏夫 製造業 http://h-tkc.co.jp/

29※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。

中部地域選定一覧（５０６社）
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地域未来牽引企業

事業者名 住所 代表者 業種 URL

南陽吉久株式会社 富山県高岡市能町７５０ 中村 正治 卸売業、小売業 http://ny.sunnylive.jp

株式会社日本オープンシステムズ 富山県富山市上本町３―１６ 上本町ビル７階 大蔵 政明 情報通信業 http://www.jops.co.jp

バイホロン株式会社 富山県富山市南央３７－１０ 高 田 浩 製造業 https://www.biholon.co.jp

阪神化成工業株式会社 富山県富山市小中１６３ 高田 順一 製造業 http://www.hansin.co.jp

ファインテック株式会社 富山県富山市婦中町持田３１６－１ 鈴 木 聡 製造業 https://www.finetec.co.jp/

ファインネクス株式会社 富山県中新川郡舟橋村舟橋４１５ 松田 竜彦 製造業 http://www.finecs.co.jp

北星ゴム工業株式会社 富山県黒部市岡３６２―１４ 米屋 慎一 製造業 http://www.hokusay-rubber.co.jp

北陸アルミニウム株式会社 富山県高岡市笹川２２６５ 荒 井 毅 製造業 https://hokua.com/

前田薬品工業株式会社 富山県富山市向新庄町１－１８－４７ 前田 大介 製造業 http://www.maeda-ph.co.jp

株式会社ミズノマシナリー 富山県富山市婦中町板倉５１３－４ 水野 文政 製造業 http://www.mizuno-machinery.co.jp/index.html

株式会社松村精型 富山県高岡市長慶寺８０５ 松村 浩史 製造業 http://www.matsump.com/

明治薬品株式会社 富山県富山市三郷６ 石坂 俊光 製造業 http://www.meijiyakuhin.co.jp

株式会社ユニゾーン 富山県富山市綾田町１―９―３８ 梅田 雄一朗 製造業 http://www.unizone.co.jp

米原商事株式会社 富山県砺波市栄町６－２７ 内記 正弘 不動産業、物品賃貸業 https://www.yonehara.co.jp/

株式会社ランブール 富山県小矢部市名畑５３－５ 鴨島 榮治 製造業 https://www.ranbuhl.co.jp

30※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。

中部地域選定一覧（５０６社）
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富山県（選定企業数：８５社）

うち、２０２０年度選定一覧（１７社）

事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社アイペック 富山県富山市中田１丁目１１３―１ 東出 悦子
学術研究、専門・技術
サービス業

https://www.ipec-com.jp/site/index.html

魚岸精機工業株式会社 富山県射水市北高木１１８番地の１ 魚岸 力 製造業 http://www.uogishi.co.jp

川田ニット株式会社 富山県南砺市城端１３７０ 川田 征利 製造業 http://www.kawada-knit.co.jp/

ケーズメタル株式会社 富山県高岡市下麻生字天洞４５２４ 片山 要治 製造業 http://www.ks-metal.co.jp

株式会社シンコー 富山県富山市馬瀬口９０番地 中川 真太郎 製造業 http://www.shinkogp.co.jp

新日本海重工業株式会社 富山県富山市西宮町１―１ 釣谷 邦男 製造業 http://www.snhi.co.jp/

株式会社セイキ 富山県魚津市東山１６７―１番地 田畑 正宏 製造業 http://www.seiki-toyama.co.jp/

株式会社高岡市衛生公社 富山県高岡市材木町７３１ 島 小一
サービス業（他に分類さ
れないもの）

http://www.takaoka-eisei.co.jp/

立山電化工業株式会社 富山県高岡市赤祖父５４６ 園 晶雄 製造業 http://www.tateyamadenka.co.jp

富山鋼機株式会社 富山県富山市大塚９０番地 田畑 正宏 卸売業、小売業 http://www.toyama-kouki.jp/

富山精密株式会社 富山県富山市一本木３３番地 和田 守弘 製造業 http://www.toyama-seimitsu.co.jp/

株式会社中村機械 富山県氷見市上泉１４５―１ 中村 吉延 製造業 http://nakamurakikai.co.jp/

株式会社ハナガタ 富山県富山市横内４１７ 花方 淳 製造業 http://www.hanagata.co.jp/

ハリタ金属株式会社 富山県高岡市福岡町本領１０５３―１ 張田 真 製造業 http://www.harita.co.jp/

株式会社桝田酒造店 富山県富山市東岩瀬町２６９ 桝田 隆一郎 製造業 http://www.masuizumi.co.jp/

水口化成株式会社 富山県氷見市柳田１２―１ 林 省三 製造業 https://www.mg-kasei.co.jp/

リードケミカル株式会社 富山県富山市日俣７７番３ 中井 環 製造業 www.lead-chemical.co.jp

地域未来牽引企業

31※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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石川県（選定企業数：８０社）

うち、２０１７年度選定一覧（４１社）

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

地域未来牽引企業

32※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/

地域未来牽引企業
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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

地域未来牽引企業
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石川県（選定企業数：８０社）

うち、２０１８年度選定一覧（２２社）

地域未来牽引企業

事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社アイデン 石川県金沢市かたつ３ 池内 保朗 製造業 http://www.ai-den.jp

池田建設工業株式会社 石川県羽咋郡志賀町清水今江ル１９―２ 池田 政基 建設業 https://ikeda-kk.jp/

岩本工業株式会社 石川県白山市五歩市町４４６ 岩本 博之 製造業 http://www.iwmt-kg.co.jp/

株式会社エリオ 石川県加賀市宇谷町ヤ１―４６ 佐野 晃一 製造業 http://www.erio.co.jp

株式会社オンワード技研 石川県能美市吉原町ワ１３ 川畠 丈志 製造業 http://www.onwardgiken.jp/

株式会社加賀屋 石川県七尾市和倉町ヨ部８０ 小田 與之彦
宿泊業、飲食サービス
業

http://www.kagaya.co.jp

数馬酒造株式会社 石川県鳳珠郡能登町宇出津へ３６ 数馬 嘉一郎 製造業 http://chikuha.co.jp

技研株式会社 石川県能美市下清水町３－２ 向 一 雄 製造業 http://www.giken-jpn.com/

株式会社共和工業所 石川県小松市工業団地１―５７ 山口 真輝 製造業 https://www.kyowakogyosyo.co.jp/

株式会社金太 石川県金沢市泉本町５―６１ 南 志 郎 卸売業、小売業 http://www.kk-kinta.co.jp/

株式会社ジェスクホリウチ 石川県金沢市泉３―１―６ 今井 秀夫 卸売業、小売業 http://www.jesk.co.jp/

昭和精工株式会社 石川県白山市湊町レ４８－９ 山田 律郎 製造業 http://www.showaseiko.co.jp/

株式会社高井製作所 石川県野々市市稲荷１－１ 高井 東一朗 製造業 http://www.takaitofu.com/

高桑美術印刷株式会社 石川県金沢市泉本町５－２０ 高桑 悟史 製造業 https://takakuwa.wave.jp/

東亜電機工業株式会社 石川県金沢市増泉２―１８―１５ 安井 大輔 製造業 http://www.toa-ele.co.jp/

土肥研磨工業株式会社 石川県白山市横江町１４７７ 土肥 志朗 製造業 http://www.dohi.co.jp/

35※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

事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社日本パーツセンター 石川県金沢市湊３－１２－３ 中田 誠一郎 製造業 http://www.n-parts.jp

根上工業株式会社 石川県能美市道林町ロ２２ 菅野 俊司 製造業 http://www.negamikogyo.co.jp/

株式会社ノトアロイ 石川県羽咋郡志賀町若葉台２６ 宗行 伸一郎 製造業 http://www.notoalloy.co.jp

株式会社ポーラスター 石川県白山市木津町１６１３ 石野 祐次 製造業 http://www.polar-star.co.jp/

株式会社大和 石川県小松市串町３５－１７ 津田 隆太郎 製造業 http://food-yamato.co.jp/index.html

ユニベール株式会社 石川県金沢市湊１－１５－２ 山田 修平 卸売業、小売業 http://www.univers-kys.co.jp/

36※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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石川県（選定企業数：８０社）

うち、２０２０年度選定一覧（１７社）

事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社アプラス 石川県加賀市伊切町い１番地１ 坂本 博胤 製造業 https://www.tanakajitsugyo.jp/

株式会社甘納豆かわむら 石川県金沢市野町２丁目２４番１１号 河村 洋一 製造業 https://amakawa-web.stores.jp/

石川樹脂工業株式会社 石川県加賀市宇谷町タ１―８ 石川 章 製造業 https://www.ishikawajyushi.net/

株式会社石川プレート 石川県金沢市福増町北２０４―９ 大友 隆行 製造業 http://www.ishikawaplate.co.jp/

加賀建設株式会社 石川県金沢市金石西１丁目２番１０号 鶴山 雄一 建設業 https://kagaken.co.jp

株式会社金沢柿田商店 石川県金沢市湊３―２３―２ 朝倉 建郎 製造業 http://www.kanazawakakida.co.jp/

栗田ＨＴ株式会社 石川県羽咋市三ツ屋町ニ６６番地１ 栗田 勝久 製造業 http://k-ksk.co.jp/kht_profile.htm

株式会社小松電業所 石川県小松市国府台５―２０ 塚林 幸作 製造業 https://www.komatsudengyo.com/

東和株式会社 石川県能美市吉原釜屋町ワ４８―８ 東出 隆志 製造業 https://towa-gr.com

株式会社トーケン 石川県金沢市入江３―２５ 根上 健正 建設業 http://www.token-web.com/

株式会社白山
石川県金沢市鞍月２丁目２番地 石川県繊維会館
１階

米川 達也 製造業 http://www.hakusan-mfg.co.jp

馬場化学工業株式会社 石川県金沢市かたつ１２番地 馬場 貢 製造業 http://www.babakagaku.co.jp/

株式会社ほくつう 石川県金沢市問屋町１―６５ 早川 信之 建設業 https://www.hokutsu.co.jp

マイコック産業株式会社 石川県白山市倉部町２０１６番地 経塚 弘明 製造業 http://www.mycook.co.jp/

株式会社マルヰ 石川県加賀市小菅波町２丁目３６ 小新 吉彦
電気、ガス、熱供給、水
道業

http://marui-grp.jp/

有限会社みやけ食品 石川県七尾市千野町へ部１８番地 三宅 徳昌 製造業 https://www.miyakeshokuhin.co.jp/

ライオンパワー株式会社 石川県小松市月津町ツ５番地 高瀬 敬士朗 製造業 https://www.lionpower.co.jp/index.html

地域未来牽引企業
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