
 

 

令和 2年 10月 13日                                                             

「地域未来牽引企業」を中部経済産業局管内から 

106 者を追加選定しました 

 

〇経済産業省では、2017年度から地域経済の中心的な担い手となりうる企業を「地域未

来牽引企業」として選定しています。今回、2020年度に中部経済産業局管内から106者

を追加選定しました。（全国1,060者） 

〇「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

を積極的に展開すること、あるいは、今後取組むことが期待される企業です。 

〇経済産業省としても、予算、税制、金融、規制緩和など多様な政策手段で、重点的に

支援し、地域未来牽引企業の取組を後押ししていきます。 

 

１．追加選定の概要 

 経済産業省では 2017 年度から全国で 3,683 者の企業や団体を、「地域未来牽引企業」

として選定しています。この度、企業データや各地域からの推薦を踏まえ、1,060 の事業

者を、新たに地域未来牽引企業として追加選定しました。 

 

■当局管内での追加選定結果概要は次のとおりです。 

① 選定企業数：106 者（富山県 17 者、石川県 17 者、岐阜県 18 者、愛知県 38 者、三重

県 16 者） 

② 選定事業者名、所在地、業種等：別紙１のとおり 

 

■全国での追加選定結果概要は次のとおりです。 

① 選定企業数：1,060 者 

② 都道府県ごとの選定企業数：別紙２のとおり 

③ 選定事業者名、所在地、業種等：当省ホームページをご覧ください。 

(URL: https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiiki_kenin_kigyou/2020kouhyou/chiikimirai2020.pdf) 

 

２．選定方法・基準 

選定方法は、地域における多様な事業活動を適切に選考するため、以下 2つの方法を採

用し、外部有識者の検討結果を踏まえ、選定しています。 

 

・定量的な基準：営業利益、従業員数、域外での販売額、域内の仕入額等の経営状況に

関する企業情報データベースに基づき選定するもの。 

 

・定性的な基準：自治体や商工団体、金融機関等から推薦された事業者を、地域経済へ

の貢献期待や成長性の観点から選定するもの。 

 

https://www.chubu.meti.go.jp/
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiiki_kenin_kigyou/2020kouhyou/chiikimirai2020.pdf


 

 

 

３．地域未来牽引企業への支援 

地域経済を牽引する各選定企業の目標達成を後押しするため、経営基盤強化、IT 導入に

よる生産性向上、人材確保、産学官連携、研究開発、海外展示会出展等の販路開拓、事業

承継等、幅広いニーズに対応する様々な支援策を活用し、重点的な支援を行います。 

また、中部経済産業局の「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、問い合わせ等に対応する他、メールマガジン、ロゴマーク、オンラインセミナーなど

様々な方法で、企業の取組を後押しします。 

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。 

（URL: https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiiki_kenin_kigyou/kigyo/chiikimirai_map.pdf） 

 

参考：地域未来コンシェルジュ（全国） 

(URL: https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiiki_kenin_kigyou/concierge/concierge_list.pdf) 

 

 
 
（お問合せ先） 

 ・東海３県 

中部経済産業局 地域経済部 地域経済課 地域振興室長 品田 

      担当：鈴木 

       電話：052-951-2716（直通） 

e-mail:tiikishinkouka-gyoumu@meti.go.jp 

  ・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 坂  

      担当：高山 

       電話：076-432-5518（直通） 

e-mail:hokuriku@meti.go.jp 

 

https://www.chubu.meti.go.jp/
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiiki_kenin_kigyou/kigyo/chiikimirai_map.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiiki_kenin_kigyou/concierge/concierge_list.pdf
mailto:tiikishinkouka-gyoumu@meti.go.jp
mailto:hokuriku@meti.go.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。

富山県の地域未来牽引企業追加選定企業一覧（17者）

選定地域 事業者名 住所 代表者 業種 URL

富山県 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

富山県 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

富山県 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/

富山県 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

富山県 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

富山県 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/

富山県 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/

富山県 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/

富山県 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

富山県 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/

富山県 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/

富山県 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/

富山県 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/

富山県 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/

富山県 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/

富山県 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/

富山県 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 http://www.lead-chemical.co.jp

【別紙１】



※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。

石川県の地域未来牽引企業追加選定企業一覧（17者）

選定地域 事業者名 住所 代表者 業種 URL

石川県 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/

石川県 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 http://www.mame-kawamura.com

石川県 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/

石川県 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/

石川県 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

石川県 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/

石川県 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

石川県 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/

石川県 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

石川県 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/

石川県 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

石川県 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/

石川県 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

石川県 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/

石川県 株式会社マルヰ 石川県加賀市小菅波町２丁目３６ 小新 知治 電気、ガス、熱供給、水道業 http://marui-grp.jp/

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

石川県 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



※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。

岐阜県の地域未来牽引企業追加選定企業一覧（18者）

選定地域 事業者名 住所 代表者 業種 URL

岐阜県 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/

岐阜県 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/

岐阜県 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

岐阜県 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/

岐阜県 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

岐阜県 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/

岐阜県 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

岐阜県 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

岐阜県 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

岐阜県 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

岐阜県 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/

岐阜県 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

岐阜県 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/

岐阜県 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/

岐阜県 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/

岐阜県 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/

岐阜県 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

岐阜県 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



※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。

愛知県の地域未来牽引企業追加選定企業一覧（38者）

選定地域 事業者名 住所 代表者 業種 URL

愛知県 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/

愛知県 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/

愛知県 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/

愛知県 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

愛知県 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

愛知県 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

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

愛知県 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/

愛知県 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

愛知県 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/

愛知県 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

愛知県 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/

愛知県 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

愛知県 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

愛知県 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

愛知県 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/

愛知県 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

愛知県 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/

愛知県 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://chukyomedical.co.jp/

愛知県 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

愛知県 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/

愛知県 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/

愛知県 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

愛知県 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/

愛知県 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/

愛知県 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

愛知県 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/

愛知県 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/

愛知県 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

愛知県 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/

愛知県 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

愛知県 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

愛知県 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/



※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。

選定地域 事業者名 住所 代表者 業種 URL

愛知県 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

愛知県 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/

愛知県 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

愛知県 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

愛知県 株式会社レーザックス 愛知県知立市新林町小深田７番地 近藤 恭司 製造業 http://www.laserx.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。

三重県の地域未来牽引企業追加選定企業一覧（16者）

選定地域 事業者名 住所 代表者 業種 URL

三重県 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/

三重県 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/

三重県 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/

三重県 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

三重県 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/

三重県 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/

三重県 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/

三重県 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/

三重県 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/

三重県 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/

三重県 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/

三重県 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/

三重県 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/

三重県 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 －

三重県 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

三重県 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/



 

2020 年度 地域未来牽引企業追加選定一覧（都道府県別件数）                    【別紙２】 

 

 

 

 

 

 

 

個別企業リストは以下、経済産業省 地域未来牽引企業ホームページ 

（https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiiki_kenin_kigyou/index.html）でご確認いただけます。 

地域 今回
合計
選定数

地域 今回
合計
選定数

地域 今回
合計
選定数

地域 今回
合計
選定数

地域 今回
合計
選定数

北海道 26 126 埼玉県 29 94 岐阜県 18 86 鳥取県 23 89 佐賀県 8 60
青森県 31 86 千葉県 24 88 静岡県 36 164 島根県 22 87 長崎県 18 83
岩手県 27 127 東京都 20 95 愛知県 38 168 岡山県 26 101 熊本県 19 109
宮城県 29 137 神奈川県 17 73 三重県 16 87 広島県 22 99 大分県 12 65
秋田県 24 89 新潟県 40 154 滋賀県 18 97 山口県 14 74 宮崎県 16 89
山形県 35 129 富山県 17 85 京都府 32 118 徳島県 7 56 鹿児島県 14 73
福島県 24 124 石川県 17 80 大阪府 50 140 香川県 19 92 沖縄県 5 72
茨城県 43 119 福井県 16 88 兵庫県 33 152 愛媛県 17 82
栃木県 23 104 山梨県 10 67 奈良県 18 87 高知県 9 66
群馬県 24 99 長野県 31 134 和歌山県 24 117 福岡県 19 132

合計 1,060 4,743
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