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誌上ビジネスマッチング… 桑名三重信用金庫

… 北伊勢上野信用金庫

… 紀北信用金庫

紹介金庫を色で識別
できます

各信用金庫のお取引先企業様をご紹介します。販路拡大やビジネスの連携等にお役立てください。

TEL 0594-48-2318　FAX 0594-48-3504
E-mail mizutetsu@ccnetmie.ne.jp
住所／三重県桑名市多度町古野659　WEB／http://mizutanitekkou.com/

WEB

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 川井町支店
機械工具販売

主要取扱商品等

マッチング希望

空圧油圧機器、機械工具販売、精密測定工具

企業、一般、個人 設計、設備製造 ───

様々な機械工具を販売
ご要望にお応えいたします

株式会社宮園機工 みやぞのきこう

工場内の設備、製造装置、搬送装置にい
たる機械工具を中心に、あらゆる設備に関
してのお手伝いと、提案を心がけています。
また、装置の搬入搬出、解体にいたる一切
を承っております。

受 注 連 携 発 注

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 松阪営業部
卸売業

主要取扱商品等

マッチング希望

自家焙煎ブレンドコーヒー各種、ドリップパックコーヒー（バター焙煎ブレンド）、
ドリップパックコーヒー（ミンデンブレンド）、カフェオレベース

飲食業（喫茶店等）、
各種事業所（オフィス用コーヒー） ─── ───

三重東洋珈琲株式会社 みえとうようこーひー

TEL 0598-51-6319　FAX 0598-51-8329
E-mail cds-office@cafe-do-toyo.com
住所／三重県松阪市郷津町163-5　WEB／http://www.cafe-do-toyo.com/

受 注 連 携 発 注

WEB

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 多度支店
金属加工業

主要取扱商品等

マッチング希望

半導体製造装置部品加工、各種ベアリング加工、工作機械・産業機械・搬送装置部品加工

五面加工機（2550×4000）
中ぐり盤（2000×1500）の加工 ─── 単品、特急品に対応して

いただける企業

旋盤加工とマシニング加工に
経験豊富な技術力で対応

水谷鉄工株式会社 みずたにてっこう

当社は昭和43年の創業以来、大
型旋盤加工と大型マシニング加
工を中心にモノづくりを続けてまい
りました。五面加工機（2550×40
00）旋盤加工は、φ100～φ5500
まで幅広く加工ができます。特に、
大径の薄物（ベアリング）の加工を
得意としており、三次元測定機に
てφ3000まで測定ができます。加
工のみならず、測定の相談も承り
ます。

TEL 0598-23-5486　FAX 0598-26-7130
E-mail takaki-m@inetmie.or.jp
住所／三重県松阪市大黒田町1830-2　WEB／───

受 注 連 携 発 注

TEL 050-3637-1045　FAX 059-993-0714
E-mail jin.yoganchu@gmail.com
住所／三重県桑名市南魚町51 2F　WEB／https://hito-yoga.com/

WEB

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 本店営業部
スクール業（別事業部にて広告・HP制作、ビジネスコーチング）

主要取扱商品等

マッチング希望

マインドフルネス研修、福利厚生ヨガ、
ヨガインストラクター養成講座、通常ヨガレッスン、ワークショップ

企業研修・福利厚生を
お考えの企業、出張ヨガを
ご希望の店舗・団体様

健康経営・福利厚生のコンサルタント、
研修会社、産婦人科（妊活・マタニティヨガ）、
社会福祉法人（シニアヨガ）

TVやラジオへのプレスリリース

心と身体の健康をサポートし
仕事と人生を飛躍させる「ヨガ」

株式会社ナイトレインボー（Yoga Studio HITO） よがすたじおひと
2012年にオープンし、桑名JCや
商連青年部、六華苑などでヨガや
マインドフルネスの研修・イベントを
実施。心身の健康だけでなく、本
来の能力や輝きを引き出すヨガを
得意としています。講師7人が全
12種類の多彩なヨガレッスンを毎
日開催。地域密着とアットホームさ
を大切にしながら、常温YOGAで
三重県No.1を目指しています。

受 注 連 携 発 注

TEL 059-332-8133　FAX 059-333-1533
E-mail artbox@artbox-inc.co.jp
住所／三重県四日市市西坂部町2043-2　WEB／http://artbox-inc.co.jp/

WEB

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 生桑支店
イベント・ディスプレイ業

主要取扱商品等

マッチング希望

イベント・ディスプレイ・イルミネーションに関する品目全般

同業者様及び床材等関連部材
製造及びアクリル（樹脂製品）、
金属部品加工業者

同業者様及び床材等関連部材
製造及びアクリル（樹脂製品）、
金属部品加工業者

───

展示会、イベント装飾など
当社へご相談ください

株式会社アートボックス あーとぼっくす

自社工場で木工製作、サイン製作
を行ない、現場施工まで自社で行
います。イルミネーション工事の基
礎から仕上げまで一貫した施行・
管理をし、また、ステージ、ショー
ルーム、展示会の装飾や、博物
館、美術館の展示会場の施工も
行っています。装飾から施工まで
幅広く対応いたしますので、お気
軽にご相談ください。

受 注 連 携 発 注

TEL 059-328-8777　FAX 059-328-8788
E-mail hoei@m6.cty-net.ne.jp
住所／三重県四日市市川島町字宝谷4629-25　WEB／http://www.hoei-kenma.com/

WEB

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 四日市西支店
金属研磨業

主要取扱商品等

マッチング希望

鉄・ステンレス・アルミ・亜鉛・真鍮等金属部品・設備等の研磨およびバリ取り
自社で研磨したタンブラー等家庭用小物類の販売

各種工業製品製造業、
ステンレス製の病院設備や
キッチンの研磨

自社で販売するタンブラー等と
セット販売できるような商品
（酒類等飲料品）との連携

───

確かな技術で製品に「輝き」を
お気軽にお問い合わせください

有限会社豊永 ほうえい

金属の研磨技術には自信があり、
タンブラーなどの比較的小さく曲
面のある製品についても精緻な処
理が可能です。また、ステンレス製
の食器類研磨や、個人住宅に出
張して台所のステンレス素材全体
を研磨するなど、工業製品加工以
外にも幅広く対応いたします。企
業様、個人様を問わず、迅速・丁
寧にお応えいたします。

受 注 連 携 発 注

世界各国のコーヒーをプロが厳選
挽きたてのコーヒーをご提供します

世界のコーヒー豆を自家焙煎し、
挽き売りしております。少量販売も
可能です。カフェスペースを店舗
内に併設しておりますので、お好き
なブレンドコーヒーをご賞味いただ
けます。各種事業所への配達等
（定期配達）も可能です。事業所
内従業員様用・接客用にいかがで
しょうか？お気軽にお問い合わせく
ださい。

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 松本支店
自動車小売業

主要取扱商品等

マッチング希望

自動車の販売・買取、板金、車検、保険

自動車の販売・整備・買取 ─── ───

株式会社アルファプロジェクト あるふぁぷろじぇくと

TEL 059-321-8998　FAX 059-321-9219
E-mail alfa_ap_8998@yahoo.co.jp
住所／三重県四日市市東日野町182-1　WEB／http://ap-car.com/

受 注 連 携 発 注

WEB

親切でわかりやすく
大切な車をお預かりいたします

昭和60年の創業以来、自動車の
販売・整備・買取を行っておりま
す。展示車輌の販売のみならず、
全国の車オークションの仕入も手
掛けており、ご希望の車を提供い
たします。また、認証整備工場を完
備しており、アフターフォローもしっ
かり対応。皆様の大切な1台を是
非｢アルファプロジェクト｣にお任せ
ください。

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 松本支店
サービス業

主要取扱商品等

マッチング希望

建設コンサルタント、測量業、補償コンサルタント、企画開発

土木設計、各種測量、
開発申請、施工管理 ─── 土木設計、各種測量、

開発申請

株式会社見取コンサルタント みどりこんさるたんと

TEL 059-326-1510　FAX 059-340-5760
E-mail soumu@midorict.com
住所／三重県四日市市高角町2643　WEB／https://www.midorict.com/

受 注 連 携 発 注

WEB

地域に根差した
高品質な土木サービスを提供

北勢地域を中心に土木設計・各
種測量・施工管理・企画開発など
をし、今年で46年目を迎えました。
2003年にはISO9001を取得。
豊富な技術士有資格者と、20名
以上の測量士有資格者を抱え、
お客様のニーズに柔軟に対応で
きるよう努めております。今後も地
域の社会基盤整備や防災・減災
等にお役にたてるよう尽力してい
きます。



0405

誌上ビジネスマッチング… 桑名三重信用金庫

… 北伊勢上野信用金庫

… 紀北信用金庫

紹介金庫を色で識別
できます

各信用金庫のお取引先企業様をご紹介します。販路拡大やビジネスの連携等にお役立てください。

TEL 0594-48-2318　FAX 0594-48-3504
E-mail mizutetsu@ccnetmie.ne.jp
住所／三重県桑名市多度町古野659　WEB／http://mizutanitekkou.com/

WEB

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 川井町支店
機械工具販売

主要取扱商品等

マッチング希望

空圧油圧機器、機械工具販売、精密測定工具

企業、一般、個人 設計、設備製造 ───

様々な機械工具を販売
ご要望にお応えいたします

株式会社宮園機工 みやぞのきこう

工場内の設備、製造装置、搬送装置にい
たる機械工具を中心に、あらゆる設備に関
してのお手伝いと、提案を心がけています。
また、装置の搬入搬出、解体にいたる一切
を承っております。

受 注 連 携 発 注

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 松阪営業部
卸売業

主要取扱商品等

マッチング希望

自家焙煎ブレンドコーヒー各種、ドリップパックコーヒー（バター焙煎ブレンド）、
ドリップパックコーヒー（ミンデンブレンド）、カフェオレベース

飲食業（喫茶店等）、
各種事業所（オフィス用コーヒー） ─── ───

三重東洋珈琲株式会社 みえとうようこーひー

TEL 0598-51-6319　FAX 0598-51-8329
E-mail cds-office@cafe-do-toyo.com
住所／三重県松阪市郷津町163-5　WEB／http://www.cafe-do-toyo.com/

受 注 連 携 発 注

WEB

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 多度支店
金属加工業

主要取扱商品等

マッチング希望

半導体製造装置部品加工、各種ベアリング加工、工作機械・産業機械・搬送装置部品加工

五面加工機（2550×4000）
中ぐり盤（2000×1500）の加工 ─── 単品、特急品に対応して

いただける企業

旋盤加工とマシニング加工に
経験豊富な技術力で対応

水谷鉄工株式会社 みずたにてっこう

当社は昭和43年の創業以来、大
型旋盤加工と大型マシニング加
工を中心にモノづくりを続けてまい
りました。五面加工機（2550×40
00）旋盤加工は、φ100～φ5500
まで幅広く加工ができます。特に、
大径の薄物（ベアリング）の加工を
得意としており、三次元測定機に
てφ3000まで測定ができます。加
工のみならず、測定の相談も承り
ます。

TEL 0598-23-5486　FAX 0598-26-7130
E-mail takaki-m@inetmie.or.jp
住所／三重県松阪市大黒田町1830-2　WEB／───

受 注 連 携 発 注

TEL 050-3637-1045　FAX 059-993-0714
E-mail jin.yoganchu@gmail.com
住所／三重県桑名市南魚町51 2F　WEB／https://hito-yoga.com/

WEB

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 本店営業部
スクール業（別事業部にて広告・HP制作、ビジネスコーチング）

主要取扱商品等

マッチング希望

マインドフルネス研修、福利厚生ヨガ、
ヨガインストラクター養成講座、通常ヨガレッスン、ワークショップ

企業研修・福利厚生を
お考えの企業、出張ヨガを
ご希望の店舗・団体様

健康経営・福利厚生のコンサルタント、
研修会社、産婦人科（妊活・マタニティヨガ）、
社会福祉法人（シニアヨガ）

TVやラジオへのプレスリリース

心と身体の健康をサポートし
仕事と人生を飛躍させる「ヨガ」

株式会社ナイトレインボー（Yoga Studio HITO） よがすたじおひと
2012年にオープンし、桑名JCや
商連青年部、六華苑などでヨガや
マインドフルネスの研修・イベントを
実施。心身の健康だけでなく、本
来の能力や輝きを引き出すヨガを
得意としています。講師7人が全
12種類の多彩なヨガレッスンを毎
日開催。地域密着とアットホームさ
を大切にしながら、常温YOGAで
三重県No.1を目指しています。

受 注 連 携 発 注

TEL 059-332-8133　FAX 059-333-1533
E-mail artbox@artbox-inc.co.jp
住所／三重県四日市市西坂部町2043-2　WEB／http://artbox-inc.co.jp/

WEB

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 生桑支店
イベント・ディスプレイ業

主要取扱商品等

マッチング希望

イベント・ディスプレイ・イルミネーションに関する品目全般

同業者様及び床材等関連部材
製造及びアクリル（樹脂製品）、
金属部品加工業者

同業者様及び床材等関連部材
製造及びアクリル（樹脂製品）、
金属部品加工業者

───

展示会、イベント装飾など
当社へご相談ください

株式会社アートボックス あーとぼっくす

自社工場で木工製作、サイン製作
を行ない、現場施工まで自社で行
います。イルミネーション工事の基
礎から仕上げまで一貫した施行・
管理をし、また、ステージ、ショー
ルーム、展示会の装飾や、博物
館、美術館の展示会場の施工も
行っています。装飾から施工まで
幅広く対応いたしますので、お気
軽にご相談ください。

受 注 連 携 発 注

TEL 059-328-8777　FAX 059-328-8788
E-mail hoei@m6.cty-net.ne.jp
住所／三重県四日市市川島町字宝谷4629-25　WEB／http://www.hoei-kenma.com/

WEB

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 四日市西支店
金属研磨業

主要取扱商品等

マッチング希望

鉄・ステンレス・アルミ・亜鉛・真鍮等金属部品・設備等の研磨およびバリ取り
自社で研磨したタンブラー等家庭用小物類の販売

各種工業製品製造業、
ステンレス製の病院設備や
キッチンの研磨

自社で販売するタンブラー等と
セット販売できるような商品
（酒類等飲料品）との連携

───

確かな技術で製品に「輝き」を
お気軽にお問い合わせください

有限会社豊永 ほうえい

金属の研磨技術には自信があり、
タンブラーなどの比較的小さく曲
面のある製品についても精緻な処
理が可能です。また、ステンレス製
の食器類研磨や、個人住宅に出
張して台所のステンレス素材全体
を研磨するなど、工業製品加工以
外にも幅広く対応いたします。企
業様、個人様を問わず、迅速・丁
寧にお応えいたします。

受 注 連 携 発 注

世界各国のコーヒーをプロが厳選
挽きたてのコーヒーをご提供します

世界のコーヒー豆を自家焙煎し、
挽き売りしております。少量販売も
可能です。カフェスペースを店舗
内に併設しておりますので、お好き
なブレンドコーヒーをご賞味いただ
けます。各種事業所への配達等
（定期配達）も可能です。事業所
内従業員様用・接客用にいかがで
しょうか？お気軽にお問い合わせく
ださい。

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 松本支店
自動車小売業

主要取扱商品等

マッチング希望

自動車の販売・買取、板金、車検、保険

自動車の販売・整備・買取 ─── ───

株式会社アルファプロジェクト あるふぁぷろじぇくと

TEL 059-321-8998　FAX 059-321-9219
E-mail alfa_ap_8998@yahoo.co.jp
住所／三重県四日市市東日野町182-1　WEB／http://ap-car.com/

受 注 連 携 発 注

WEB

親切でわかりやすく
大切な車をお預かりいたします

昭和60年の創業以来、自動車の
販売・整備・買取を行っておりま
す。展示車輌の販売のみならず、
全国の車オークションの仕入も手
掛けており、ご希望の車を提供い
たします。また、認証整備工場を完
備しており、アフターフォローもしっ
かり対応。皆様の大切な1台を是
非｢アルファプロジェクト｣にお任せ
ください。

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 松本支店
サービス業

主要取扱商品等

マッチング希望

建設コンサルタント、測量業、補償コンサルタント、企画開発

土木設計、各種測量、
開発申請、施工管理 ─── 土木設計、各種測量、

開発申請

株式会社見取コンサルタント みどりこんさるたんと

TEL 059-326-1510　FAX 059-340-5760
E-mail soumu@midorict.com
住所／三重県四日市市高角町2643　WEB／https://www.midorict.com/

受 注 連 携 発 注

WEB

地域に根差した
高品質な土木サービスを提供

北勢地域を中心に土木設計・各
種測量・施工管理・企画開発など
をし、今年で46年目を迎えました。
2003年にはISO9001を取得。
豊富な技術士有資格者と、20名
以上の測量士有資格者を抱え、
お客様のニーズに柔軟に対応で
きるよう努めております。今後も地
域の社会基盤整備や防災・減災
等にお役にたてるよう尽力してい
きます。



ニーズに合わせた提案
印刷のことならお任せください

大正13年に創業し、冊子・チラシ・
カタログ・名刺などさまざまなニーズ
に合わせた印刷をご提供していま
す。今後は印刷、メディア、ITなどク
ロスメディア戦略を行い、新しい市
場にも目を向け、時代に応じた新し
い技術を身につけながら情報伝達
業として、地元尾鷲から日本各地
へと情報発信していきたいと考え
ております。

0607

誌上ビジネスマッチング… 桑名三重信用金庫

… 北伊勢上野信用金庫

… 紀北信用金庫

紹介金庫を色で識別
できます

各信用金庫のお取引先企業様をご紹介します。販路拡大やビジネスの連携等にお役立てください。

紹介金庫 ▶ 紀北信用金庫 本店営業部
印刷業

主要取扱商品等

マッチング希望

製版・印刷・デザイン・製本・紙加工・サイン

販路拡大の為、幅広く
販売先様を探しております

尾鷲印刷合資会社 おわせいんさつ

TEL 0597-22-0129　FAX 0597-22-0143
E-mail info@owaseprint.com
住所／三重県尾鷲市中村町3-1　WEB／http://owaseprint.com/

受 注 連 携 発 注

WEB

─── ───

みかんのことなら当社へ
こだわりの商品をお届けします

当社では、光センサー撰果機で糖
度・酸度を測定し、品質の高い商
品を提供しています。みかんの栽
培から集荷、加工および販売まで
を一手に行い、贈答用・家庭用・訳
ありまで幅広く商品を取り扱ってお
ります。商品はHP・お電話・店頭
販売にて受け付けておりますの
で、お気軽にご連絡ください。

紹介金庫 ▶ 紀北信用金庫 熊野支店
柑橘販売、加工食品

主要取扱商品等

マッチング希望

1年中通しての柑橘の販売、みかんジュース

柑橘、果実100％みかんジュース、
贈答品用、ご自宅用

有限会社御浜柑橘 みはまかんきつ

TEL 05979-2-1021　FAX 05979-2-3438
E-mail mihamakankitsu@ztv.ne.jp
住所／三重県南牟婁郡御浜町下市木3567　WEB／https://www.mihamakankitsu.jp/

受 注 連 携 発 注

WEB

─── ───

最新鋭の機械と熟練スタッフが
あらゆる加工のご要望に対応

ブリ・ハマチ・カンパチ・真鯛・サー
モンを主力商品として取り扱い、最
新鋭の機械と熟練のスタッフの手
によりフィレからスライスまで、お客
様のご要望にお応えします。工場
では衛生・品質管理を徹底し「安
全安心」に加え、「高品質」もお約
束する国際規格「SQF認証」を、
鮮魚加工では国内で初めて取得
しました。

紹介金庫 ▶ 紀北信用金庫 本店営業部
水産物卸、水産物加工

主要取扱商品等

マッチング希望

ブリ・ハマチ・カンパチ・真鯛・サーモン

量販店、回転寿司等

尾鷲物産株式会社 おわせぶっさん

TEL 0597-22-2323　FAX 0597-23-0456
E-mail info@owasebussan.co.jp
住所／三重県尾鷲市林町1-33　WEB／https://www.owasebussan.net/

受 注 連 携 発 注

WEB

─── ───

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 松本支店
社会福祉事業

主要取扱商品等

マッチング希望

居宅介護支援（ケアマネージャー）、通所介護（デイサービス）、短期入所（ショートステイ）

医療法人、社会福祉法人、
市町村役場 ─── ───

株式会社三陽（三美福祉センター） さんよう（さんびふくしせんたー）

TEL 059-329-8051　FAX 059-329-8052
E-mail sanbi@m2.cty-ne.jp
住所／三重県四日市市水沢町2503-5　WEB／───

受 注 連 携 発 注

経験豊富なスタッフが丁寧に対応
介護のことは当社へご相談ください

介護支援専門員の資格を持つ役
員2名も常駐し、高齢者介護に関
する十分な経験・知識を持って介
護事業を行っております。近年、介
護を必要とする高齢者の増加に
より新たに設置される事業所も増
加しておりますが、当事業所はこれ
までの実績をもとに、今後も最善
なサービスの提供を行ってまいりま
す。

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 富田支店
飲食業

主要取扱商品等

マッチング希望

定食（和食）、単品料理、弁当など

個人、団体のお食事、宴会 ─── ───

お食事処 とも舎 ともや

TEL 059-365-6171　FAX ───
E-mail ───
住所／三重県三重郡川越町豊田城の内301-1　WEB／http://tomoya6171.web.fc2.com/

受 注 連 携 発 注

WEB

毎日新鮮な食材を仕入れて調理
食材にこだわった和食店

「獲れたての新鮮な魚介類が味わ
える本格的和食店」として、地元
内外からのお客様が訪れます。食
材にこだわり、鮮度重視で毎日店
主が食材を仕入れ、刺身は冷凍も
のを一切使用せず「水槽からの仕
入れ」による活きのいい魚介類の
みを厳選。予算に応じてご提供し
ますので、お気軽にお問い合わせ
ください。

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 富田支店
漁網製造、オーダーカーテン縫製

主要取扱商品等

マッチング希望

ナイロンモノフィラメント漁網（刺し網）、オーダーカーテン

全国漁具販売店、
カーテン販売店・内装店

漁具商社、
住宅メーカー・リフォーム店 ───

有限会社松輝製網 まつきせいもう

TEL 059-366-3101　FAX 059-366-3102
E-mail matuki@ccnetmie.ne.jp
住所／三重県三重郡川越町当新田164　WEB／───

受 注 連 携 発 注

刺し網とオーダーカーテンを製造
お気軽にご相談ください

北海道から九州まで、全国の中小
の漁師が使用するカレイ・ヒラメ・
ホッケ網などのナイロンテグス刺し
網を製造。また別部門として、現在
は近隣のカーテンショップから依
頼を受け、オーダーカーテンの縫
製も行っております。「品質にこだ
わった縫製」をモットーに、今後は
更なるエリア拡大を目指してまいり
ます。

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 富田支店
一般貨物自動車運送事業、米穀卸販売

主要取扱商品等

マッチング希望

貨物（バラ積み）運送、お米の買取・販売、農産物検査員登録

荷物の配送、
米穀の買取・販売 運送会社、米穀店 ───

株式会社丸翔運輸 まるしょううんゆ

TEL 059-364-4882　FAX 059-328-4892
E-mail ozawa-marusyou@hb.tp1.jp
住所／三重県三重郡川越町亀崎新田1-1　WEB／───

受 注 連 携 発 注

バラ積み貨物ならお任せください
米穀の買取・販売にも対応

弊社は、バラ積み貨物を得意にし
ており、米穀から水産物まで幅広く
お客様の荷物を取り扱っておりま
す。また、本年度より農産物検査
員として、三重県の登録事業者と
なりました。米穀の買取、販売もし
ております。

ビジネスマッチングの流れ
まずはお取引金庫までご連絡ください。

マッチング希望企業発見

商談のお申し込み
（商談エントリー申込書）

お取引金庫にご連絡

紹介金庫よりご連絡

お引き合わせ

マッチング
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全安心」に加え、「高品質」もお約
束する国際規格「SQF認証」を、
鮮魚加工では国内で初めて取得
しました。

紹介金庫 ▶ 紀北信用金庫 本店営業部
水産物卸、水産物加工

主要取扱商品等

マッチング希望

ブリ・ハマチ・カンパチ・真鯛・サーモン

量販店、回転寿司等

尾鷲物産株式会社 おわせぶっさん

TEL 0597-22-2323　FAX 0597-23-0456
E-mail info@owasebussan.co.jp
住所／三重県尾鷲市林町1-33　WEB／https://www.owasebussan.net/

受 注 連 携 発 注

WEB

─── ───

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 松本支店
社会福祉事業

主要取扱商品等

マッチング希望

居宅介護支援（ケアマネージャー）、通所介護（デイサービス）、短期入所（ショートステイ）

医療法人、社会福祉法人、
市町村役場 ─── ───

株式会社三陽（三美福祉センター） さんよう（さんびふくしせんたー）

TEL 059-329-8051　FAX 059-329-8052
E-mail sanbi@m2.cty-ne.jp
住所／三重県四日市市水沢町2503-5　WEB／───

受 注 連 携 発 注

経験豊富なスタッフが丁寧に対応
介護のことは当社へご相談ください

介護支援専門員の資格を持つ役
員2名も常駐し、高齢者介護に関
する十分な経験・知識を持って介
護事業を行っております。近年、介
護を必要とする高齢者の増加に
より新たに設置される事業所も増
加しておりますが、当事業所はこれ
までの実績をもとに、今後も最善
なサービスの提供を行ってまいりま
す。

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 富田支店
飲食業

主要取扱商品等

マッチング希望

定食（和食）、単品料理、弁当など

個人、団体のお食事、宴会 ─── ───

お食事処 とも舎 ともや

TEL 059-365-6171　FAX ───
E-mail ───
住所／三重県三重郡川越町豊田城の内301-1　WEB／http://tomoya6171.web.fc2.com/

受 注 連 携 発 注

WEB
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信用金庫が参加した
地域イベントを報告します

夏の暑さに負けず劣らずの戦いが繰り広げられました

迫力ある演奏で、観客を魅了！

四日市港まつり・大四日市まつり

北伊勢上野信用金庫

きたしん諏訪太鼓チームが、毎年恒例の「大四日
市まつり」に加え、四日市港開港120周年「四日市
港まつり」の帆船・海王丸の入港歓迎演奏など、8
月2日から4日にかけて市内各所で演奏を行いまし
た。四日市港では、世界最大級の帆船「海王丸」
入港に合わせて演奏。大四日市まつりでは、近鉄
四日市駅前特設ステージの他、市内各所で迫力あ
る太鼓の音を響かせました。

16校（14チーム）が日頃の成果を発揮！

第34回桑名三重信用金庫理事長旗争奪
桑員地区中学校野球大会

桑名三重信用金庫

8月19日・21日・22日に、第34回「桑名三重信用
金庫理事長旗争奪桑員地区中学校野球大会」を
開催いたしました。3年生の引退後、2年生を中心
とする新チームの練習の成果を試す大会として、今
年で34回を数えます。桑名軟式野球連盟の方や
当金庫の野球部員が審判を務め、16校（14チー
ム）が熱戦を繰り広げました。

帆船「海王丸」の入港に合わせて演奏しました

皆さん、イキイキと楽しんでいました！

シニアスポーツ大会

紀北信用金庫

「寝たきりゼロ」をめざし、毎年行われる「シニアス
ポーツ大会」（三重県尾鷲市老人クラブ連合会主
催）。尾鷲市在住の60代以上の方が、ボール運び
や玉入れなどさまざまな競技に参加し、汗を流しまし
た。今年も当金庫の職員が運営スタッフとして参
加。繰り広げられる熱戦をサポートし、参加者との親
睦を図りました。

職員が運営スタッフとして参加。競技説明などに携わりました
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【 三重県イベントガイド 】

イベントピックアップ！！

10～12月に開催されるイベントを紹介します ★はピックアップ参照

～12/15（日）

～11/24（日）

3日（日）

3日（日）

3日（日）

5日（火）

9日（土）～10日（日）

22日（金）～24日（日）

23日（土）

23日（土）

24日（日）

24日（日）

1日（日）

21日（土）～29日（日）

24日（火）

桑 名 市

伊 賀 市

亀 山 市

伊 賀 市

松 阪 市

伊 勢 市

名 張 市

鈴 鹿 市

桑 名 市

桑 名 市

松 阪 市

四日市市

尾 鷲 市

紀 北 町

桑 名 市

桑名ほんぱく（桑名本物力博覧会）2019★

伊賀ぶらり体験博覧会「いがぶら2019」★

第34回東海道関宿街道まつり

けんずいまつり2019

第58回氏郷まつり★

倭姫宮秋の例大祭

とれたて！なばり2019

鈴鹿バルーンフェスティバル2019

七福神まつり

流鏑馬まつり

松阪牛まつり

水沢もみじ祭り

OWASE MARCHE ーおわせマルシェー

年末きいながしま港市★

伊勢太神楽

伊賀ぶらり体験博覧会「いがぶら2019」

9/22 ※各プログラムで
　それぞれ開催日を設定12/15～日 日9/21 11/24～土 日

伊賀市

年末きいながしま港市

12/21 12/29～土 日

紀北町

紀北信用金庫

伊勢海老やブリなど、熊野灘
の新鮮な魚介類や干物がず
らり。地元ならではの商品を地
元価格の2～３割引でお値打
ちに提供するほか、郷土料理
や地元産品の販売も行われま
す。年末年始は、紀北町の旬
をぜひお楽しみください。

11/3 日

場所／紀伊長島港
問合せ／年末きいながしま港市実行委員会　090-4865-5303

桑名ほんぱく（桑名本物力博覧会）2019

桑名三重信用金庫

楽しみながら桑名の魅力
を学ぶ地域体験プログラ
ム「桑名ほんぱく」。食や
伝統文化、アート、自然、
歴史、エクササイズなど、
少人数でゆっくり取り組
めるものから、大人数で
わいわいと賑やかに楽し

めるものまで、内容が充実しています。申込状況などの詳細は、桑名ほんぱく公
式webサイトをご覧ください。

桑名市

場所／桑名市内各地
問合せ／桑名ほんぱく事務局　0594-24-1258　（web）https://kuwanahonpaku.net/
※有料、参加には公式webサイトでの会員登録と申込が必要（一部、電話のみの申込あり）

伊賀といえば伊賀流忍
者が有名ですが、伊賀の
風土と歴史の中で育ま
れてきた伝統文化や、江
戸時代の面影を色濃く
残す城下町の町並み、
盆地特有の気候と淀川
源流の清水がもたらす自

然の恵みなど、忍者以外にも魅力が満載です。そんな伊賀をぶらりと体験する
小さな旅「いがぶら」で、伊賀の魅力を堪能してみませんか。

北伊勢上野信用金庫

場所／伊賀市全域
問合せ／いがぶら実行委員会事務局　0595-51-9088　（web）https://igabura.com/

第58回氏郷まつり松阪市

桑名三重信用金庫

商都まつさかの礎を築いた蒲生氏郷
公を偲んで開催する氏郷まつりは、
今年で58回目を迎えます。毎年恒例
の蒲生氏郷公・冬姫を中心に総勢
300人が街を練り歩く武者行列は、
必見。お祭広場では楽市楽座をほう
ふつさせる店がたくさん並びます。

場所／松坂城跡および中心市街地
問合せ／松阪市観光情報センター
　　　　0598-23-7771
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信用金庫が参加した
地域イベントを報告します

夏の暑さに負けず劣らずの戦いが繰り広げられました

迫力ある演奏で、観客を魅了！

四日市港まつり・大四日市まつり

北伊勢上野信用金庫

きたしん諏訪太鼓チームが、毎年恒例の「大四日
市まつり」に加え、四日市港開港120周年「四日市
港まつり」の帆船・海王丸の入港歓迎演奏など、8
月2日から4日にかけて市内各所で演奏を行いまし
た。四日市港では、世界最大級の帆船「海王丸」
入港に合わせて演奏。大四日市まつりでは、近鉄
四日市駅前特設ステージの他、市内各所で迫力あ
る太鼓の音を響かせました。

16校（14チーム）が日頃の成果を発揮！

第34回桑名三重信用金庫理事長旗争奪
桑員地区中学校野球大会

桑名三重信用金庫

8月19日・21日・22日に、第34回「桑名三重信用
金庫理事長旗争奪桑員地区中学校野球大会」を
開催いたしました。3年生の引退後、2年生を中心
とする新チームの練習の成果を試す大会として、今
年で34回を数えます。桑名軟式野球連盟の方や
当金庫の野球部員が審判を務め、16校（14チー
ム）が熱戦を繰り広げました。

帆船「海王丸」の入港に合わせて演奏しました

皆さん、イキイキと楽しんでいました！

シニアスポーツ大会

紀北信用金庫

「寝たきりゼロ」をめざし、毎年行われる「シニアス
ポーツ大会」（三重県尾鷲市老人クラブ連合会主
催）。尾鷲市在住の60代以上の方が、ボール運び
や玉入れなどさまざまな競技に参加し、汗を流しまし
た。今年も当金庫の職員が運営スタッフとして参
加。繰り広げられる熱戦をサポートし、参加者との親
睦を図りました。

職員が運営スタッフとして参加。競技説明などに携わりました
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【 三重県イベントガイド 】

イベントピックアップ！！

10～12月に開催されるイベントを紹介します ★はピックアップ参照

～12/15（日）

～11/24（日）

3日（日）

3日（日）

3日（日）

5日（火）

9日（土）～10日（日）

22日（金）～24日（日）

23日（土）

23日（土）

24日（日）

24日（日）

1日（日）

21日（土）～29日（日）

24日（火）

桑 名 市

伊 賀 市

亀 山 市

伊 賀 市

松 阪 市

伊 勢 市

名 張 市

鈴 鹿 市

桑 名 市

桑 名 市

松 阪 市

四日市市

尾 鷲 市

紀 北 町

桑 名 市

桑名ほんぱく（桑名本物力博覧会）2019★

伊賀ぶらり体験博覧会「いがぶら2019」★

第34回東海道関宿街道まつり

けんずいまつり2019

第58回氏郷まつり★

倭姫宮秋の例大祭

とれたて！なばり2019

鈴鹿バルーンフェスティバル2019

七福神まつり

流鏑馬まつり

松阪牛まつり

水沢もみじ祭り

OWASE MARCHE ーおわせマルシェー

年末きいながしま港市★

伊勢太神楽

伊賀ぶらり体験博覧会「いがぶら2019」

9/22 ※各プログラムで
　それぞれ開催日を設定12/15～日 日9/21 11/24～土 日

伊賀市

年末きいながしま港市

12/21 12/29～土 日

紀北町

紀北信用金庫

伊勢海老やブリなど、熊野灘
の新鮮な魚介類や干物がず
らり。地元ならではの商品を地
元価格の2～３割引でお値打
ちに提供するほか、郷土料理
や地元産品の販売も行われま
す。年末年始は、紀北町の旬
をぜひお楽しみください。

11/3 日

場所／紀伊長島港
問合せ／年末きいながしま港市実行委員会　090-4865-5303

桑名ほんぱく（桑名本物力博覧会）2019

桑名三重信用金庫

楽しみながら桑名の魅力
を学ぶ地域体験プログラ
ム「桑名ほんぱく」。食や
伝統文化、アート、自然、
歴史、エクササイズなど、
少人数でゆっくり取り組
めるものから、大人数で
わいわいと賑やかに楽し

めるものまで、内容が充実しています。申込状況などの詳細は、桑名ほんぱく公
式webサイトをご覧ください。

桑名市

場所／桑名市内各地
問合せ／桑名ほんぱく事務局　0594-24-1258　（web）https://kuwanahonpaku.net/
※有料、参加には公式webサイトでの会員登録と申込が必要（一部、電話のみの申込あり）

伊賀といえば伊賀流忍
者が有名ですが、伊賀の
風土と歴史の中で育ま
れてきた伝統文化や、江
戸時代の面影を色濃く
残す城下町の町並み、
盆地特有の気候と淀川
源流の清水がもたらす自

然の恵みなど、忍者以外にも魅力が満載です。そんな伊賀をぶらりと体験する
小さな旅「いがぶら」で、伊賀の魅力を堪能してみませんか。

北伊勢上野信用金庫

場所／伊賀市全域
問合せ／いがぶら実行委員会事務局　0595-51-9088　（web）https://igabura.com/

第58回氏郷まつり松阪市

桑名三重信用金庫

商都まつさかの礎を築いた蒲生氏郷
公を偲んで開催する氏郷まつりは、
今年で58回目を迎えます。毎年恒例
の蒲生氏郷公・冬姫を中心に総勢
300人が街を練り歩く武者行列は、
必見。お祭広場では楽市楽座をほう
ふつさせる店がたくさん並びます。

場所／松坂城跡および中心市街地
問合せ／松阪市観光情報センター
　　　　0598-23-7771
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Research 中小企業景気動向調査（2019年7月～9月期調査）

三重県内の中小企業　業況判断DIの推移

北部・南部別に景況＆調査員・調査企業のコメントを紹介

［北部］

業種別にみた直近の業況判断DI［天気図表記］

業
種
別
天
気
図 

凡
例

三重県北部業況グラフ

2019年の7月～9月期（実績）の三
重県内における信用金庫取引先中
小企業の業況判断D.I.は▲7.8と、
前期比1.0ポイントで2期ぶりにプラ
スに転じた。
全国の信用金庫取引先中小企業
の業況判断D.I.は▲4.7となり、前
期比1.4ポイントの悪化となった。

2019年10月～12月期の三重県業況
判断D.I.（予想）は0と、当期比7.8ポイ
ントで大幅に改善の見通しである。

人手不足、資金繰り判断は悪化し、設備
投資実施割合は3期連続で改善が続く。

〇雇用（ヒト）
人手過不足判断D.I.は▲49.1（マイナ
スは人手「不足」超）と、前期比▲3.5
ポイントの悪化となった。依然高水準の
人手不足が続いている。

〇設備投資（モノ）
設備投資実施企業割合は41.9%と、
前期比9.9ポイントで大きく改善。約5
年ぶりの高水準となった。

〇資金繰り（カネ）
資金繰り判断D.I.は▲10.3と、前期比
▲1.5ポイントの悪化となった。

〇直近の業況
2019年7月～9月期の三重県北部の業況判断D.I.（実績）は▲
1.3と、前期比0.0ポイントで2期連続の横ばいとなった。業種別
では製造業・卸売業・建設業で改善、小売業・サービス業・不動
産業で悪化となった。
〇来期の見通し
2019年10月～12月期の三重県北部の業況判断D.I.（予想）
は▲2.7と、当期比▲1.4ポイント悪化の予想である。業種別で
は小売業・不動産業で回復、製造業・卸売業で横ばい、サービス
業・建設業で悪化の予想である。

調査実施時に寄せられた調査企業のコメントをご紹介します
・消費税増税や米中貿易摩擦による景気の先行き不透明感が強まる
中、設備投資向けの見積り依頼など受注環境は好調を維持。ただし、
以前は見積書提示後すぐに発注依頼が出されていたのに対し、夏前
より見積後の発注依頼を見合わせる企業が増加するなど、設備投資
に対する企業の慎重姿勢が顕著に表れている。（製造業・産業機械
製造）
・大手ハウスメーカーや不動産各社が消費税増税後の各種減税措置
に関する説明を顧客に対し実施するなど、消費税増税を控え不動産
業界では、駆け込み特需は発生していない。（不動産業・建売販売・
不動産仲介）
・10月からの消費税増税が顧客離れに繋がるのではないかと心配して
いる。増税後は顧客の商品を見る目が一層シビアになると予想され、付
加価値の高い新商品の提供を準備している。（小売業・洋菓子販売）
・為替水準が円高に進むことで、中国などの海外から輸入している鋳
造製建材の仕入れ単価が低下傾向にあるが、販売競争が激しいこ
とから販売価格の引き下げへ進むことが予測される。輸入品の取り扱
い水準が高いため、今後は国際景気の悪化や米中貿易摩擦、中東
情勢、英国のEU離脱などの海外動向による為替変動推移に留意を
要する。（卸売業・鋳造品卸）

三重県内の業種別では製造業・卸売業・建設業が改善し、小売業・サービス業・不動産業で悪
化となった。

［南部］

三重県南部業況グラフ

〇直近の業況
2019年7月～9月期の三重県南部の業況判断D.I.（実績）は▲
19.5で、前期比4.9ポイントの改善となった。業種別では製造業・
建設業で回復、卸売業・小売業で横ばい、サービス業・不動産業
で悪化となった。
〇来期の見通し
2019年10月～12月期の三重県南部の業況判断D.I.（予想）
は4.9で、当期比24.4ポイントと大幅に改善しプラスに回復の予
想である。業種別では卸売業・小売業で回復、サービス業・建設
業・不動産業で横ばい、製造業で悪化の予想である。

調査実施時に寄せられた調査企業のコメントをご紹介します
・6年前の消費税引き上げ時と比べ消費税増税の駆け込み需要は少
なく、近隣地域全体で新築需要はあまり高まっていない。地元産の製
材を活用した木造住宅のニーズも低調で、他地域へ営業攻勢をかけ
ることも競合激化による収益確保を望めず手控えている。10月の消
費税増税後の住宅建築動向の落ち込みを懸念している。（製造業・
木工製品加工）
・昨年からの異常気象もあり、夏場の宿泊ニーズが滞在時間の長い海
水浴から観光目的に変化。ネット検索で人気の高い近隣の飲食店で
夕食を済ますなどの素泊りニーズが増加したことで、客単価が低下傾
向にある。また、期待していたインバウンド需要は1割程度に留まって
いる。（サービス業・旅館業）
・鮮魚部門は地元魚市場での水揚げが低迷。青果部門は天候不順
による旬の季節生鮮品が品薄状態となり、仕入れ単価の高騰による
買い控えで売上の減少に繋がっている。（小売業・食品スーパー）
・業種がら、公共工事は例年9月までは閑散期となっているが、高速道
路・ダム改修などの公共工事を受注できている。また、消費税増税の
影響もなく、10月以降業況は回復する見込みである。（建設業・基礎
工事業）

快晴
35以上 19.9

実績

全産業 製造業 卸売業 小売業 サービス業 建設業 不動産業

19.12
予想

19.9
実績

三重

全国
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20以上～35未満
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Research 中小企業景気動向調査（2019年7月～9月期調査）

三重県内の中小企業　業況判断DIの推移

北部・南部別に景況＆調査員・調査企業のコメントを紹介

［北部］

業種別にみた直近の業況判断DI［天気図表記］

業
種
別
天
気
図 

凡
例

三重県北部業況グラフ

2019年の7月～9月期（実績）の三
重県内における信用金庫取引先中
小企業の業況判断D.I.は▲7.8と、
前期比1.0ポイントで2期ぶりにプラ
スに転じた。
全国の信用金庫取引先中小企業
の業況判断D.I.は▲4.7となり、前
期比1.4ポイントの悪化となった。

2019年10月～12月期の三重県業況
判断D.I.（予想）は0と、当期比7.8ポイ
ントで大幅に改善の見通しである。

人手不足、資金繰り判断は悪化し、設備
投資実施割合は3期連続で改善が続く。

〇雇用（ヒト）
人手過不足判断D.I.は▲49.1（マイナ
スは人手「不足」超）と、前期比▲3.5
ポイントの悪化となった。依然高水準の
人手不足が続いている。

〇設備投資（モノ）
設備投資実施企業割合は41.9%と、
前期比9.9ポイントで大きく改善。約5
年ぶりの高水準となった。

〇資金繰り（カネ）
資金繰り判断D.I.は▲10.3と、前期比
▲1.5ポイントの悪化となった。

〇直近の業況
2019年7月～9月期の三重県北部の業況判断D.I.（実績）は▲
1.3と、前期比0.0ポイントで2期連続の横ばいとなった。業種別
では製造業・卸売業・建設業で改善、小売業・サービス業・不動
産業で悪化となった。
〇来期の見通し
2019年10月～12月期の三重県北部の業況判断D.I.（予想）
は▲2.7と、当期比▲1.4ポイント悪化の予想である。業種別で
は小売業・不動産業で回復、製造業・卸売業で横ばい、サービス
業・建設業で悪化の予想である。

調査実施時に寄せられた調査企業のコメントをご紹介します
・消費税増税や米中貿易摩擦による景気の先行き不透明感が強まる
中、設備投資向けの見積り依頼など受注環境は好調を維持。ただし、
以前は見積書提示後すぐに発注依頼が出されていたのに対し、夏前
より見積後の発注依頼を見合わせる企業が増加するなど、設備投資
に対する企業の慎重姿勢が顕著に表れている。（製造業・産業機械
製造）
・大手ハウスメーカーや不動産各社が消費税増税後の各種減税措置
に関する説明を顧客に対し実施するなど、消費税増税を控え不動産
業界では、駆け込み特需は発生していない。（不動産業・建売販売・
不動産仲介）
・10月からの消費税増税が顧客離れに繋がるのではないかと心配して
いる。増税後は顧客の商品を見る目が一層シビアになると予想され、付
加価値の高い新商品の提供を準備している。（小売業・洋菓子販売）
・為替水準が円高に進むことで、中国などの海外から輸入している鋳
造製建材の仕入れ単価が低下傾向にあるが、販売競争が激しいこ
とから販売価格の引き下げへ進むことが予測される。輸入品の取り扱
い水準が高いため、今後は国際景気の悪化や米中貿易摩擦、中東
情勢、英国のEU離脱などの海外動向による為替変動推移に留意を
要する。（卸売業・鋳造品卸）

三重県内の業種別では製造業・卸売業・建設業が改善し、小売業・サービス業・不動産業で悪
化となった。

［南部］

三重県南部業況グラフ

〇直近の業況
2019年7月～9月期の三重県南部の業況判断D.I.（実績）は▲
19.5で、前期比4.9ポイントの改善となった。業種別では製造業・
建設業で回復、卸売業・小売業で横ばい、サービス業・不動産業
で悪化となった。
〇来期の見通し
2019年10月～12月期の三重県南部の業況判断D.I.（予想）
は4.9で、当期比24.4ポイントと大幅に改善しプラスに回復の予
想である。業種別では卸売業・小売業で回復、サービス業・建設
業・不動産業で横ばい、製造業で悪化の予想である。

調査実施時に寄せられた調査企業のコメントをご紹介します
・6年前の消費税引き上げ時と比べ消費税増税の駆け込み需要は少
なく、近隣地域全体で新築需要はあまり高まっていない。地元産の製
材を活用した木造住宅のニーズも低調で、他地域へ営業攻勢をかけ
ることも競合激化による収益確保を望めず手控えている。10月の消
費税増税後の住宅建築動向の落ち込みを懸念している。（製造業・
木工製品加工）
・昨年からの異常気象もあり、夏場の宿泊ニーズが滞在時間の長い海
水浴から観光目的に変化。ネット検索で人気の高い近隣の飲食店で
夕食を済ますなどの素泊りニーズが増加したことで、客単価が低下傾
向にある。また、期待していたインバウンド需要は1割程度に留まって
いる。（サービス業・旅館業）
・鮮魚部門は地元魚市場での水揚げが低迷。青果部門は天候不順
による旬の季節生鮮品が品薄状態となり、仕入れ単価の高騰による
買い控えで売上の減少に繋がっている。（小売業・食品スーパー）
・業種がら、公共工事は例年9月までは閑散期となっているが、高速道
路・ダム改修などの公共工事を受注できている。また、消費税増税の
影響もなく、10月以降業況は回復する見込みである。（建設業・基礎
工事業）
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