
 

 

 

 

平成３０年１２月２５日                                                            

中 部 経 済 産 業 局          

 

「地域未来牽引企業」を中部経済産業局管内１７４社追加選定しました 

 

 このたび、経済産業省では、地域経済牽引事業の担い手の候補となる当局管内の中

核企業として、「地域未来牽引企業」１７４社（富山県３１社、石川県２２社、岐阜県３２社、

愛知県６１社、三重県２８社）を追加選定いたしました。（全国で１５４３社） 

「地域未来牽引企業」は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業

者等に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域の経済成長を力強く牽引する事

業を更に積極的に展開すること、または、今後取り組むことが期待される企業です。 

経済産業省としては、選定された企業に地域未来投資促進法などの支援施策も活用

していただき、地域経済を牽引する取組が活発に行われることを通じて、地域経済の活

性化を図ってまいります。 

 

１．選定方法と選定結果 

地域における多様な事業活動を適切に選考するために、多様な観点からの評価に基づく

丁寧な選考プロセスにより選定しました。 

具体的には、高い付加価値を創出していることなどの企業情報のデータベースに基づく定量

的な指標、自治体や商工団体、金融機関等の関係者からの今後の地域経済への貢献等が期

待される企業の推薦という 2 つの方法により、外部有識者委員会の検討も踏まえて選定しまし

た。 

 

■当局管内での選定状況 

①選定企業数：１７４社（富山県３１社、石川県２２社、岐阜県３２社、愛知県６１社、三重県２８社） 

②選定事業者名、所在地等：別紙のとおり 

  

 

■全国での選定状況 

①選定企業数：１５４３社 

②選定事業者名、所在地等：当省ホームページ（URL は、以下のとおり） 

（URL: http://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiiki_kenin_kigyou/chiikimirai2018.pdf）  

 

２．期待と支援 

追加選定されました「地域未来牽引企業」には、今後大いに地域経済を牽引していただきた

いと期待しています。 

経済産業省は、「地域未来牽引企業」が、より一層事業を発展させ、地域経済の成長の中核

となって活躍されるよう、以下のとおり支援を講じています。 



 

 

 

 

 

 

・各経済産業局に配置された都道府県ごとの「地域未来コンシェルジュ」が、ワンスト

ップで企業からの相談、問い合わせなどに対応しています。 

・また、様々な支援施策や他の事業者の優良な取組事例等を掲載したメールマガジンの

発信や選定証及びロゴマークの交付、選定企業同士・産業支援機関等との交流の場の

提供等各種支援を実施しています。 

 

なお、選定された企業の取組を紹介する情報を、順次、ホームページに追加する予定として

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本発表資料のお問い合わせ先） 

・東海３県 

中部経済産業局 地域経済課 地域振興室長 末吉  

担当：種村  

電話：０５２－９５１－２７１６(直通) 

 FAX ：０５２－９６１－７６９８ 

 

・北陸２県 

中部経済産業局 電力・ガス事業北陸支局 地域経済課長 原  

担当：北野  

電話：０７６－４３２－５５１８(直通) 

 FAX ：０７６－４３２－５５２６ 

 

 

 

 



地域未来牽引企業　選定一覧

※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。

富山県
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 http://www.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/

（別紙）

http://www.woodlink.co.jp/
http://www.kaisuimaren.co.jp/
http://www.kyowam.co.jp/
https://www.continental-ltd.com/
http://sansho-mec.co.jp/
http://www.shiotani.co.jp/
https://www.shikino.co.jp/
http://www.shinshin-yakuhin.co.jp/
http://www.daieikenzai.com/
http://www.takagi-seiko.co.jp/
http://www.takanogiken.co.jp/
http://www.tateyamakasei.com/
https://www.tateyama.jp/ma/index.html
http://www.teika.co.jp/
http://tctoyama.com/
http://h-tkc.co.jp/


地域未来牽引企業　選定一覧

※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

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
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https://www.finetec.co.jp/
http://www.finecs.co.jp/
http://www.hokusay-rubber.co.jp/
https://hokua.com/
http://www.maeda-ph.co.jp/
http://www.mizuno-machinery.co.jp/index.html
http://www.mizuno-machinery.co.jp/index.html
http://www.matsump.com/
http://www.meijiyakuhin.co.jp/
http://www.unizone.co.jp/
https://www.yonehara.co.jp/
https://www.ranbuhl.co.jp/


地域未来牽引企業　選定一覧

※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。

石川県
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/
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https://ikeda-kk.jp/
http://www.iwmt-kg.co.jp/
http://www.erio.co.jp/
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http://www.showaseiko.co.jp/
http://www.takaitofu.com/
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http://www.toa-ele.co.jp/
http://www.dohi.co.jp/


地域未来牽引企業　選定一覧

※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

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/

http://www.n-parts.jp/
http://www.negamikogyo.co.jp/
http://www.notoalloy.co.jp/
http://www.polar-star.co.jp/
http://food-yamato.co.jp/index.html
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地域未来牽引企業　選定一覧

※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。

岐阜県
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/
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http://www.utsue.co.jp/
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http://www.showa-con.co.jp/
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http://www.sekistone.com/
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地域未来牽引企業　選定一覧

※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

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/

http://www.taiyoshadenki.co.jp/
https://tanica.jp/
https://www.tokai-corp.com/food/foodscontents/
http://www.e-naka.net/
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http://nikkoh-web.com/
http://www.hasetora.co.jp/
http://www.fukujukk.co.jp/
http://www.funasaka-shuzo.co.jp/
http://www.bunkei.co.jp/
https://www.mizsei.co.jp/
http://www.ymg-s.co.jp/
http://www.k-yyy.co.jp/
http://www.union-kikou.co.jp/
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愛知県
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/

五洋ホールディングス株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅３―２８―１２　大名
古屋ビルヂング１８階

田村　淳 運輸業、郵便業 http://goyo-company.com/

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

https://www.vermicular.jp/company/
http://www.asj-fasteners.co.jp/
https://www.aska.co.jp/
http://www.isogai-s.com/
http://www.itohopt.co.jp/
http://www.wantsinc.jp/
http://www.msgroup.co.jp/
http://www.otics.co.jp/
http://www.karitsu.co.jp/
http://www.kandori.jp/
https://kinoshita-abc.jp/
http://www.kunokin.com/
http://www.at-kowa.co.jp/
http://kotomi-suisan.co.jp/
http://goyo-company.com/
http://www.sankomfg.co.jp/
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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/

TMW株式会社 愛知県稲沢市奥田大沢町２７ 立松　宏樹 製造業 http://www.tatematsu-mold.co.jp

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

http://www.sansyu-pr.co.jp/jp/index.htm
http://www.shibatakk.com/
http://www.shimizu-seisakusyo.co.jp/
http://www.shachihata.co.jp/
http://www.shokakuen.jp/
http://www.wex.co.jp/
http://www.suzukishokan.co.jp/
http://kk-spec.com/
http://www.daiei-sangyo.co.jp/
http://www.taisei-bm.co.jp/
http://www.chugaitoen.co.jp/
http://www.ccic.co.jp/
http://www.katch.ne.jp/%7Eturutass/
http://teshi.co.jp/
http://www.tatematsu-mold.co.jp/
http://www.togoh.co.jp/
http://www.toyotec.com/
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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

http://www.nakasha.co.jp/
http://www.nakanihonkogyo.co.jp/
http://www.nakachuko.co.jp/
http://www.nishijima.co.jp/
http://www.enissin.com/
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http://www.niwagroup.com/index.html
http://www.hajime-industry.jp/
http://www.hananoki.co.jp/
http://www.hanya-net.co.jp/index.html
https://pdas.co.jp/
https://www.fujiclean.co.jp/
http://www.fujitoku.net/
http://www.hoei-shokai.co.jp/
https://www.honda-el.co.jp/
http://www.hondaplus.co.jp/
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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/

http://www.makitech.co.jp/
http://www.marujyou.co.jp/
http://www.maruyasu.co.jp/
https://www.miyazaki-recycle.com/
http://www.miyazaki-seiko.co.jp/
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http://meikoseiki-ltd.co.jp/
http://www.yasudatoso.co.jp/outline/index.html
http://www.yamahachi-dental.co.jp/
http://www.ryufu.co.jp/
http://www.daikei-gr.jp/
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三重県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社赤福 三重県伊勢市朝熊町２０１５ 濱田　勝子 製造業 http://www.akafuku.co.jp/

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/
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http://hme.ne.jp/hme/
http://www.mihama-farm.jp/
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http://www.senko-sangyo.co.jp/
http://www.toyo-sk.co.jp/
http://www.toyotomi-kiko.co.jp/index.html
http://www.nakamuraseisakusyo.co.jp/
http://www.e-hayama.co.jp/


地域未来牽引企業　選定一覧

※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

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

http://hiranogumi.com/
http://www.hsk-ltd.co.jp/
http://www.blanca.co.jp/
http://www.matsusaka-kosan.co.jp/
http://www.marukame.jp/
http://www.miekagaku.co.jp/
http://www.miekikai-hp.jp/
http://www.miekin.co.jp/
http://mie-seiki.co.jp/
https://www.mikimoto-cosme.com/
http://www.morioka-ind.co.jp/
http://www.yoshipack.co.jp/
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