






真珠を扱うジュエリーメーカー
ネットショッピングも展開
真珠養殖の名産地である英虞湾に面し、
古くから多くの職人が集う町、三重県伊勢
市にてお伊勢発の真珠加工・卸売・レンタ
ルを手がけているジュエリーメーカーです。
全国の百貨店や小売店に卸しております。
また、海外向け輸出や国内の若年層向け
にネット販売も行っており、良質な真珠をお
求めやすい価格にて販売しています。

かた焼きを製造・販売
ぜひ一度ご賞味ください
昭和26年12月に創業し、伊
賀管内では1、2位を争う硬さ
のかた焼きを売りとしておりま
す。サービスエリアにも商品を
卸しておりますので、伊賀市に
お越しの際は、ぜひ当店のか
た焼きをご賞味ください。

昭和42年に創業。現在は3代目
が社長を務め、4代目も控えており
ます。お客様のニーズに応えるた
め、社員全員で考え、意見を出し
合い、様々なご要望に対応してお
ります。汎用旋盤4台、汎用フライ
ス2台、NC旋盤4台、マシニング2
台を所有。単品物・数物・特急品
など、どんなことでもお気軽にご相
談ください。

安心と美味しさを追求した
こだわりのお米と餅を生産・販売

米作りに最適な「土」と清流宮川
の「水」、そして環境に優しい生産
方法と減農薬で育てた弊社のお
米は『みえの安心食材』に認定さ
れています。餅は、昔ながらの素朴
な味わいで、白餅・緑茶・ほうじ茶・
醤油・よもぎ・玄米餅など様々な種
類の杵つき餅を取り揃えています。

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 080-6555-0596　FAX 059-993-0657
E-mail i.k.itd1220@gmail.com
住所／三重県伊勢市朝熊町4383-469 伊勢産業支援センター3号室
WEB／（HP）http://ik-oisejewerly.com/　（ショップ）https://shop.ik-oisejewerly.com/WEB

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 伊勢支店
卸売業・小売業

主要取扱商品等

マッチング希望

真珠製品、貴金属アクセサリー

海外輸出、国内卸・
小売り業者様

海外輸出、国内卸・
小売り業者様 ───

株式会社アイ・K あい・けい

受 注 連 携 発 注

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 馬道支店
金属加工業（旋盤・フライス加工）

主要取扱商品等

マッチング希望

航空関連治具、工作機械、専用機部品

旋盤加工最大φ350×350
卓上旋盤φ1～φ20
フライス加工400×1200

─── ───

有限会社廣嶋製作所 ひろしませいさくしょ

受 注 連 携 発 注

旋盤加工とフライス加工で
特急品でもすばやく対応

TEL 0594-76-8221　FAX 0594-76-8222
E-mail h-r-s-m@eos.ocn.ne.jp
住所／三重県員弁郡東員町大字瀬古泉1615　WEB／───

より多くの方々に海藻を食してい
ただくため、わかめや昆布、芽かぶ
などを使用した商品を開発・販売し
ております。妥協のない素材選び
と、安心・安全な商品作りをモッ
トーに、お客様のニーズにお応えで
きる良い商品を提供してまいりま
す。商品について、お気軽にご相
談ください。

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 中川支店
海藻加工卸・小売業

主要取扱商品等

マッチング希望

生わかめ、昆布、芽かぶとろろ

販路拡大のため、幅広く
販売先を探しております ─── ───

潮食品本舗株式会社 うしおしょくひんほんぽ

受 注 連 携 発 注

海藻を専門に取り扱い
安心な商品をお客様へ

TEL 052-361-6189　FAX 052-361-6210
E-mail otukuriwakame@shirt.ocn.ne.jp
住所／愛知県名古屋市中川区法華西町260　WEB／───

弊社では、10ｍ～20ｍの大物の
溶接加工を取り扱っております。
鉄鋼の切断から溶接加工まで可
能で、高い精度の製品にも対応。
作業内容一つひとつに丁寧に取
り組むことを心がけており、お取引
先様からも技術力、信頼度ともに
高く評価をいただいております。ご
相談など、お気軽にお問い合わせ
ください。

主要取扱商品等

マッチング希望

大型建設用の型枠製造加工、プラント設備製造加工、クレーン部品製造加工

製函業 大物溶接が可能な企業様 ───

受 注 連 携 発 注

溶接加工のことならお任せください
高い技術力でご要望に応じます

TEL 0594-41-5730　FAX 0594-41-5731
E-mail k.k.miyakougyou@wave.plala.or.jp
住所／三重県員弁郡東員町字筑紫西川原107-1（事務所兼工場）　WEB／───

TEL 0584-53-3718　FAX 0584-53-1463
E-mail yamamoto-seiko@ogaki-tv.ne.jp
住所／岐阜県海津市海津町大木の田344-1　WEB／───

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 朝明支店
鉄鋼製造加工業

株式会社ミヤ工業 みやこうぎょう

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 みなみ支店
菓子製造卸小売業

主要取扱商品等

マッチング希望

かた焼き

小売業、飲食業、宿泊業 製菓業 ───

上野製菓有限会社 うえのせいか

受 注 連 携 発 注

TEL 059-328-1757　FAX 059-328-1360
E-mail onitobou@yahoo.co.jp
住所／三重県四日市市西山町6427-1　WEB／───

TEL （販売店）0595-37-0038 （工場）0595-36-2703　FAX ──
E-mail happycat@sky.plala.or.jp
住所／三重県伊賀市上野才良5-3　WEB／───

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 高花平支店
粘土瓦製造業

主要取扱商品等

マッチング希望

イブシ焼鬼瓦製造販売、神社・寺の鬼瓦製造販売、干支置物製造販売

イブシ焼鬼瓦製造／寺、神社、個人宅
干支瓦置物・元号瓦置物／特に問いません ─── ───

経験と熟練の技術で
心を込めて瓦を製造

有限会社サタケ製鬼所 さたけせいきしょ

創業から約60年が経過し、熟練
の技術で心を込めて瓦を製造して
おります。創業当時からの鬼瓦の
製造に加え、最近では干支の瓦
の置物や「令和」の元号の瓦の
置物も製造しております。ぜひお
気軽にご利用ください。

受 注 連 携 発 注

TEL 0596-52-0214　FAX 0596-52-0339
E-mail info@kobayashi-agri.co.jp
住所／三重県多気郡明和町金剛坂1392　WEB／https://www.kobayashi-agri.co.jp/

WEB

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 明和支店
農業

主要取扱商品等

マッチング希望

米、餅、小麦、馬鈴薯、大豆

米／卸会社、小売、
　　給食センター、飲食店
餅／小売、スーパー

農業機械のICT化を共に開発 ───

株式会社小林農産 こばやしのうさん

受 注 連 携 発 注

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 海津支店
金属切削加工業

主要取扱商品等

マッチング希望

自動車・機械部品の2次切削加工仕上げ、ベアリング部品の内径加工仕上げ、
各種ネジ下径の切削加工、その他外径・溝入れ等の切削加工

自動車・機械部品に限らず、
主に小物（φ5～φ20）サイズの
旋盤、NC切削加工

仕上げ加工前の荒加工の
外注をお考えの方、
追加工が必要となりお困りの方

───

切削加工や加工仕上げ、
荒加工などご相談ください

山本精工株式会社 やまもとせいこう

昭和45に創業し、親子2代、職人
の技でお客様のニーズにお応えし
ております。汎用チップでは難しい
溝巾やその他の形状も、自らの手
でバイト（刃具）を磨き上げ加工い
たします。仕上げ前の荒加工や追
加工でお困りの方はぜひご連絡く
ださい。弊社でお手伝いさせてい
ただきます。

受 注 連 携 発 注



真珠を扱うジュエリーメーカー
ネットショッピングも展開
真珠養殖の名産地である英虞湾に面し、
古くから多くの職人が集う町、三重県伊勢
市にてお伊勢発の真珠加工・卸売・レンタ
ルを手がけているジュエリーメーカーです。
全国の百貨店や小売店に卸しております。
また、海外向け輸出や国内の若年層向け
にネット販売も行っており、良質な真珠をお
求めやすい価格にて販売しています。

かた焼きを製造・販売
ぜひ一度ご賞味ください
昭和26年12月に創業し、伊
賀管内では1、2位を争う硬さ
のかた焼きを売りとしておりま
す。サービスエリアにも商品を
卸しておりますので、伊賀市に
お越しの際は、ぜひ当店のか
た焼きをご賞味ください。

昭和42年に創業。現在は3代目
が社長を務め、4代目も控えており
ます。お客様のニーズに応えるた
め、社員全員で考え、意見を出し
合い、様々なご要望に対応してお
ります。汎用旋盤4台、汎用フライ
ス2台、NC旋盤4台、マシニング2
台を所有。単品物・数物・特急品
など、どんなことでもお気軽にご相
談ください。

安心と美味しさを追求した
こだわりのお米と餅を生産・販売

米作りに最適な「土」と清流宮川
の「水」、そして環境に優しい生産
方法と減農薬で育てた弊社のお
米は『みえの安心食材』に認定さ
れています。餅は、昔ながらの素朴
な味わいで、白餅・緑茶・ほうじ茶・
醤油・よもぎ・玄米餅など様々な種
類の杵つき餅を取り揃えています。

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 080-6555-0596　FAX 059-993-0657
E-mail i.k.itd1220@gmail.com
住所／三重県伊勢市朝熊町4383-469 伊勢産業支援センター3号室
WEB／（HP）http://ik-oisejewerly.com/　（ショップ）https://shop.ik-oisejewerly.com/WEB

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 伊勢支店
卸売業・小売業

主要取扱商品等

マッチング希望

真珠製品、貴金属アクセサリー

海外輸出、国内卸・
小売り業者様

海外輸出、国内卸・
小売り業者様 ───

株式会社アイ・K あい・けい

受 注 連 携 発 注

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 馬道支店
金属加工業（旋盤・フライス加工）

主要取扱商品等

マッチング希望

航空関連治具、工作機械、専用機部品

旋盤加工最大φ350×350
卓上旋盤φ1～φ20
フライス加工400×1200

─── ───

有限会社廣嶋製作所 ひろしませいさくしょ

受 注 連 携 発 注

旋盤加工とフライス加工で
特急品でもすばやく対応

TEL 0594-76-8221　FAX 0594-76-8222
E-mail h-r-s-m@eos.ocn.ne.jp
住所／三重県員弁郡東員町大字瀬古泉1615　WEB／───

より多くの方々に海藻を食してい
ただくため、わかめや昆布、芽かぶ
などを使用した商品を開発・販売し
ております。妥協のない素材選び
と、安心・安全な商品作りをモッ
トーに、お客様のニーズにお応えで
きる良い商品を提供してまいりま
す。商品について、お気軽にご相
談ください。

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 中川支店
海藻加工卸・小売業

主要取扱商品等

マッチング希望

生わかめ、昆布、芽かぶとろろ

販路拡大のため、幅広く
販売先を探しております ─── ───

潮食品本舗株式会社 うしおしょくひんほんぽ

受 注 連 携 発 注

海藻を専門に取り扱い
安心な商品をお客様へ

TEL 052-361-6189　FAX 052-361-6210
E-mail otukuriwakame@shirt.ocn.ne.jp
住所／愛知県名古屋市中川区法華西町260　WEB／───

弊社では、10ｍ～20ｍの大物の
溶接加工を取り扱っております。
鉄鋼の切断から溶接加工まで可
能で、高い精度の製品にも対応。
作業内容一つひとつに丁寧に取
り組むことを心がけており、お取引
先様からも技術力、信頼度ともに
高く評価をいただいております。ご
相談など、お気軽にお問い合わせ
ください。

主要取扱商品等

マッチング希望

大型建設用の型枠製造加工、プラント設備製造加工、クレーン部品製造加工

製函業 大物溶接が可能な企業様 ───

受 注 連 携 発 注

溶接加工のことならお任せください
高い技術力でご要望に応じます

TEL 0594-41-5730　FAX 0594-41-5731
E-mail k.k.miyakougyou@wave.plala.or.jp
住所／三重県員弁郡東員町字筑紫西川原107-1（事務所兼工場）　WEB／───

TEL 0584-53-3718　FAX 0584-53-1463
E-mail yamamoto-seiko@ogaki-tv.ne.jp
住所／岐阜県海津市海津町大木の田344-1　WEB／───

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 朝明支店
鉄鋼製造加工業

株式会社ミヤ工業 みやこうぎょう

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 みなみ支店
菓子製造卸小売業

主要取扱商品等

マッチング希望

かた焼き

小売業、飲食業、宿泊業 製菓業 ───

上野製菓有限会社 うえのせいか

受 注 連 携 発 注

TEL 059-328-1757　FAX 059-328-1360
E-mail onitobou@yahoo.co.jp
住所／三重県四日市市西山町6427-1　WEB／───

TEL （販売店）0595-37-0038 （工場）0595-36-2703　FAX ──
E-mail happycat@sky.plala.or.jp
住所／三重県伊賀市上野才良5-3　WEB／───

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 高花平支店
粘土瓦製造業

主要取扱商品等

マッチング希望

イブシ焼鬼瓦製造販売、神社・寺の鬼瓦製造販売、干支置物製造販売

イブシ焼鬼瓦製造／寺、神社、個人宅
干支瓦置物・元号瓦置物／特に問いません ─── ───

経験と熟練の技術で
心を込めて瓦を製造

有限会社サタケ製鬼所 さたけせいきしょ

創業から約60年が経過し、熟練
の技術で心を込めて瓦を製造して
おります。創業当時からの鬼瓦の
製造に加え、最近では干支の瓦
の置物や「令和」の元号の瓦の
置物も製造しております。ぜひお
気軽にご利用ください。

受 注 連 携 発 注

TEL 0596-52-0214　FAX 0596-52-0339
E-mail info@kobayashi-agri.co.jp
住所／三重県多気郡明和町金剛坂1392　WEB／https://www.kobayashi-agri.co.jp/

WEB

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 明和支店
農業

主要取扱商品等

マッチング希望

米、餅、小麦、馬鈴薯、大豆

米／卸会社、小売、
　　給食センター、飲食店
餅／小売、スーパー

農業機械のICT化を共に開発 ───

株式会社小林農産 こばやしのうさん

受 注 連 携 発 注

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 海津支店
金属切削加工業

主要取扱商品等

マッチング希望

自動車・機械部品の2次切削加工仕上げ、ベアリング部品の内径加工仕上げ、
各種ネジ下径の切削加工、その他外径・溝入れ等の切削加工

自動車・機械部品に限らず、
主に小物（φ5～φ20）サイズの
旋盤、NC切削加工

仕上げ加工前の荒加工の
外注をお考えの方、
追加工が必要となりお困りの方

───

切削加工や加工仕上げ、
荒加工などご相談ください

山本精工株式会社 やまもとせいこう

昭和45に創業し、親子2代、職人
の技でお客様のニーズにお応えし
ております。汎用チップでは難しい
溝巾やその他の形状も、自らの手
でバイト（刃具）を磨き上げ加工い
たします。仕上げ前の荒加工や追
加工でお困りの方はぜひご連絡く
ださい。弊社でお手伝いさせてい
ただきます。

受 注 連 携 発 注



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 ▶ 北伊勢上野信用金庫 みなみ支店
建具製造業

主要取扱商品等

マッチング希望

釘を使わない手法「組子」による建具製造、医師とコラボしたヒノキのカンナ屑を使った快眠枕、
行灯、コースター等、手作り体験教室の開催

建築業、飲食業、宿泊業 小売業 ───

職人が伝統的な技術で作り上げる
あたたかみある木のインテリア

馬場建具店 ばばたてぐてん

「ほんまもんを見て、ほんまもんに
触れて、ほんまもんを提供する」と
いう経営理念で、職人が現代のイ
ンテリアにもなじむ組子製品を手
がけています。組子とは、釘を使わ
ず木を組み付ける日本の伝統技
術。組子ならではのぬくもりを身近
に感じてもらい、日本の美しい伝統
工芸を広げたいと考えております。

受 注 連 携 発 注

TEL 0595-21-0233　FAX 0595-24-0649
E-mail info@iganiku-komai.co.jp
住所／三重県伊賀市上野桑町1354　WEB／http://www.iganiku-komai.co.jp/

WEB

TEL 090-8862-3324　FAX 0595-21-1897
E-mail takuminoyakata1234@yahoo.co.jp
住所／三重県伊賀市上野福居町3356-2　WEB／https://www.babatategu.jp/

WEB

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 みなみ支店
食肉小売業

主要取扱商品等

マッチング希望

伊賀牛（焼肉用・すき焼き用・ステーキ用・しゃぶしゃぶ用等）、三重県産豚肉

個人、法人 ─── ───

口に広がる甘みが特徴
伊賀牛を専門に取り扱う精肉店

有限会社伊賀肉の駒井 いがにくのこまい

伊賀牛とは伊賀管内の肉牛生産
農家が丹念に育て上げた、黒毛
和種の処女牛にのみ与えられる
称号です。健康的に飼育すること
で旨みが失われず、口に入れた時
に甘みが広がります。当店では、約
45軒の生産農家でストレスを受け
ず、昔ながらの穀物を食べ伸び伸
びと育てられた伊賀牛を取り扱っ
ております。

受 注 連 携 発 注

紹介金庫 ▶ 紀北信用金庫 海山支店
居酒屋・弁当販売

主要取扱商品等

マッチング希望

からあげ、刺身・魚料理、弁当、惣菜、仕出し料理

からあげの通販、お弁当、
団体、個人のお客様のご予約 ─── ───

弁当の販売と居酒屋を運営
サクサクとしたからあげが人気

酒の肴よしだ、味菜よしだ さけのさかなよしだ、あじさいよしだ

当店一番人気のからあげは、生姜
とニンニクを一切使用せず、極秘
の隠し味が特徴です。脂っこくなく
サクサクとした食感が好評。遠方
からお買い求めにいらっしゃる方も
多く、全国へ通販も取り扱っており
ます。居酒屋はゆっくりくつろげる
空間で、旬の食材を使った料理を
提供しております。

受 注 連 携 発 注

TEL 0597-27-2038　FAX 0597-27-2898TEL 居酒屋0597-32-3509 弁当屋0597-25-1022　FAX 0597-32-3509
E-mail Kt2038@quartz.ocn.ne.jp
住所／三重県尾鷲市古江町762-5　WEB／http://www.kondo-tetsu.net/

WEB

E-mail ──
住所／（居酒屋）三重県北牟婁郡紀北町相賀2048-42　（弁当屋）三重県尾鷲市野地町4-15
WEB／http://yoshida-mie.com/WEB

紹介金庫 ▶ 紀北信用金庫 古戸支店
鉄鋼業

主要取扱商品等

マッチング希望

分解消滅型食物残渣処理機、みかん防除機

生ゴミの軽量化に取り組んで
いる自治体、経営者様や
みかん農園を営む経営者様

─── ───

分解消滅型
食物残渣処理機と
みかん防除機を開発・
製造・販売

株式会社近藤鉄工 こんどうてっこう

食物残渣処理機「バイウォーター」や、みかん防
除機「らくらく」を製造・販売。バイウォーターは、
バイオの力で生ゴミを24時間以内に水と炭酸ガ
スへ分解でき、病院、ホテル食堂の厨房、食品
スーパーなどで使用されています。また、みかん防

除機は1人での防
除作業を可能に
し、高齢化が進む
農園の方なども安
心です。

受 注 連 携 発 注

TEL 0597-25-2311　FAX 0597-25-2312
E-mail info@owase-seadream.com
住所／三重県尾鷲市大字行野浦204　WEB／http://owase-seadream.com/

WEB

紹介金庫 ▶ 紀北信用金庫 本店営業部
サービス業

主要取扱商品等

マッチング希望

ダイビング講習、ダイビングツアーの企画・催行、ダイビング器材の販売・メンテナンス
海洋環境調査、水中撮影、潜水工事、傭船手配

一般個人・団体 ─── ───

有限会社マリントラスト まりんとらすと

受 注 連 携 発 注

TEL 059-325-6656　FAX 059-325-6656
E-mail assa.nishihino.1223@gmail.com
住所／三重県四日市市西日野町5005-1 ピュアハイムA-1
WEB／https://assa-bonesetting-house.business.site/WEB

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 高花平支店
療術業

主要取扱商品等

マッチング希望

外傷治療（交通外傷）、鍼灸（美容鍼・小児鍼）、体幹・バランストレーニング

どなたでもお気軽に
ご相談ください ─── ───

ASSA西日野鍼灸接骨院 あっさにしひのしんきゅうせっこついん

受 注 連 携 発 注

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

身体の不調など
改善に向けてサポート
当院では、地域の皆さまの健康維持や、ス
ポーツ競技などにおけるケガ防止・パフォー
マンス向上のサポートをさせていただきま
す。また、各種保険を取り扱っております。
身体の不調や痛みなど、お身体のことで何
かお悩みの方は、どんな些細なことでもお気
軽にご相談ください。お悩みの改善に向け
てサポートいたします。

TEL 059-322-5678　FAX 059-322-5679
E-mail info@emau.jp
住所／三重県四日市市笹川3-35　WEB／http://emau.jp/

WEB

社会福祉事業

主要取扱商品等

マッチング希望

訪問介護、特定相談支援、障害児相談支援、訪問鍼灸、歯磨き粉販売

歯磨き粉について、
販路拡大の為幅広く
販売先様を探しております

口腔ケアに使用していただける
病院、介護施設と取引のある
事業所

───

株式会社エマウ（ケア工房ゑまふ） けあこうぼうえまう

受 注 連 携 発 注

介護福祉事業と歯磨き粉を販売
よりよいサービスの提供へ
弊社は、介護福祉事業以外に歯磨き粉で
ある「薬用はみがきemau」を販売しておりま
す。シルクプロテインを含んだフッ素を配合
しており、口内を美しく保つことができ、お子
様から高齢者までお使いいただけます。介
護サービスだけではなく、お口のケアも行う
ことでより良いサービスにつながると考えて
おります。

ダイビングや海洋環境調査など
海に関わるサービスを展開
平成16年に創業し、ダイビングの体験
やライセンス取得のための講習、海洋
環境調査など、海に関する様々なサー
ビスに携わっています。ダイビング器材
を販売。また、店内の設備やダイビング
後のアフターケアも充実しています。ぜ
ひ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 高花平支店
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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。

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 みなみ支店
建具製造業

主要取扱商品等

マッチング希望

釘を使わない手法「組子」による建具製造、医師とコラボしたヒノキのカンナ屑を使った快眠枕、
行灯、コースター等、手作り体験教室の開催

建築業、飲食業、宿泊業 小売業 ───

職人が伝統的な技術で作り上げる
あたたかみある木のインテリア

馬場建具店 ばばたてぐてん

「ほんまもんを見て、ほんまもんに
触れて、ほんまもんを提供する」と
いう経営理念で、職人が現代のイ
ンテリアにもなじむ組子製品を手
がけています。組子とは、釘を使わ
ず木を組み付ける日本の伝統技
術。組子ならではのぬくもりを身近
に感じてもらい、日本の美しい伝統
工芸を広げたいと考えております。

受 注 連 携 発 注

TEL 0595-21-0233　FAX 0595-24-0649
E-mail info@iganiku-komai.co.jp
住所／三重県伊賀市上野桑町1354　WEB／http://www.iganiku-komai.co.jp/

WEB

TEL 090-8862-3324　FAX 0595-21-1897
E-mail takuminoyakata1234@yahoo.co.jp
住所／三重県伊賀市上野福居町3356-2　WEB／https://www.babatategu.jp/

WEB

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 みなみ支店
食肉小売業

主要取扱商品等

マッチング希望

伊賀牛（焼肉用・すき焼き用・ステーキ用・しゃぶしゃぶ用等）、三重県産豚肉

個人、法人 ─── ───

口に広がる甘みが特徴
伊賀牛を専門に取り扱う精肉店

有限会社伊賀肉の駒井 いがにくのこまい

伊賀牛とは伊賀管内の肉牛生産
農家が丹念に育て上げた、黒毛
和種の処女牛にのみ与えられる
称号です。健康的に飼育すること
で旨みが失われず、口に入れた時
に甘みが広がります。当店では、約
45軒の生産農家でストレスを受け
ず、昔ながらの穀物を食べ伸び伸
びと育てられた伊賀牛を取り扱っ
ております。

受 注 連 携 発 注

紹介金庫 ▶ 紀北信用金庫 海山支店
居酒屋・弁当販売

主要取扱商品等

マッチング希望

からあげ、刺身・魚料理、弁当、惣菜、仕出し料理

からあげの通販、お弁当、
団体、個人のお客様のご予約 ─── ───

弁当の販売と居酒屋を運営
サクサクとしたからあげが人気

酒の肴よしだ、味菜よしだ さけのさかなよしだ、あじさいよしだ

当店一番人気のからあげは、生姜
とニンニクを一切使用せず、極秘
の隠し味が特徴です。脂っこくなく
サクサクとした食感が好評。遠方
からお買い求めにいらっしゃる方も
多く、全国へ通販も取り扱っており
ます。居酒屋はゆっくりくつろげる
空間で、旬の食材を使った料理を
提供しております。

受 注 連 携 発 注

TEL 0597-27-2038　FAX 0597-27-2898TEL 居酒屋0597-32-3509 弁当屋0597-25-1022　FAX 0597-32-3509
E-mail Kt2038@quartz.ocn.ne.jp
住所／三重県尾鷲市古江町762-5　WEB／http://www.kondo-tetsu.net/

WEB

E-mail ──
住所／（居酒屋）三重県北牟婁郡紀北町相賀2048-42　（弁当屋）三重県尾鷲市野地町4-15
WEB／http://yoshida-mie.com/WEB

紹介金庫 ▶ 紀北信用金庫 古戸支店
鉄鋼業

主要取扱商品等

マッチング希望

分解消滅型食物残渣処理機、みかん防除機

生ゴミの軽量化に取り組んで
いる自治体、経営者様や
みかん農園を営む経営者様

─── ───

分解消滅型
食物残渣処理機と
みかん防除機を開発・
製造・販売

株式会社近藤鉄工 こんどうてっこう

食物残渣処理機「バイウォーター」や、みかん防
除機「らくらく」を製造・販売。バイウォーターは、
バイオの力で生ゴミを24時間以内に水と炭酸ガ
スへ分解でき、病院、ホテル食堂の厨房、食品
スーパーなどで使用されています。また、みかん防

除機は1人での防
除作業を可能に
し、高齢化が進む
農園の方なども安
心です。

受 注 連 携 発 注

TEL 0597-25-2311　FAX 0597-25-2312
E-mail info@owase-seadream.com
住所／三重県尾鷲市大字行野浦204　WEB／http://owase-seadream.com/

WEB

紹介金庫 ▶ 紀北信用金庫 本店営業部
サービス業

主要取扱商品等

マッチング希望

ダイビング講習、ダイビングツアーの企画・催行、ダイビング器材の販売・メンテナンス
海洋環境調査、水中撮影、潜水工事、傭船手配

一般個人・団体 ─── ───

有限会社マリントラスト まりんとらすと

受 注 連 携 発 注

TEL 059-325-6656　FAX 059-325-6656
E-mail assa.nishihino.1223@gmail.com
住所／三重県四日市市西日野町5005-1 ピュアハイムA-1
WEB／https://assa-bonesetting-house.business.site/WEB

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 高花平支店
療術業

主要取扱商品等

マッチング希望

外傷治療（交通外傷）、鍼灸（美容鍼・小児鍼）、体幹・バランストレーニング

どなたでもお気軽に
ご相談ください ─── ───

ASSA西日野鍼灸接骨院 あっさにしひのしんきゅうせっこついん

受 注 連 携 発 注

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

身体の不調など
改善に向けてサポート
当院では、地域の皆さまの健康維持や、ス
ポーツ競技などにおけるケガ防止・パフォー
マンス向上のサポートをさせていただきま
す。また、各種保険を取り扱っております。
身体の不調や痛みなど、お身体のことで何
かお悩みの方は、どんな些細なことでもお気
軽にご相談ください。お悩みの改善に向け
てサポートいたします。

TEL 059-322-5678　FAX 059-322-5679
E-mail info@emau.jp
住所／三重県四日市市笹川3-35　WEB／http://emau.jp/

WEB

社会福祉事業

主要取扱商品等

マッチング希望

訪問介護、特定相談支援、障害児相談支援、訪問鍼灸、歯磨き粉販売

歯磨き粉について、
販路拡大の為幅広く
販売先様を探しております

口腔ケアに使用していただける
病院、介護施設と取引のある
事業所

───

株式会社エマウ（ケア工房ゑまふ） けあこうぼうえまう

受 注 連 携 発 注

介護福祉事業と歯磨き粉を販売
よりよいサービスの提供へ
弊社は、介護福祉事業以外に歯磨き粉で
ある「薬用はみがきemau」を販売しておりま
す。シルクプロテインを含んだフッ素を配合
しており、口内を美しく保つことができ、お子
様から高齢者までお使いいただけます。介
護サービスだけではなく、お口のケアも行う
ことでより良いサービスにつながると考えて
おります。

ダイビングや海洋環境調査など
海に関わるサービスを展開
平成16年に創業し、ダイビングの体験
やライセンス取得のための講習、海洋
環境調査など、海に関する様々なサー
ビスに携わっています。ダイビング器材
を販売。また、店内の設備やダイビング
後のアフターケアも充実しています。ぜ
ひ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 高花平支店
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REPORT

e
【 三重県イベントレポート 】

信用金庫が参加した
地域イベントを報告します

ゼミ当日の様子

今年は5千人が訪れ、にぎわいました

「ご当地四日市鍋」創作コンテスト 第2回予選大会

北伊勢上野信用金庫

2月2日に、ばんこの里会館の特設会場で「ご当地
四日市鍋」創作コンテストの第2回予選大会が開
催されました。コンテストには11店舗が出場し、「四
日市牛肉吸い鍋」が1位に輝きました。多くの方が
来場し、当金庫職員もイベント専用チケットの販売
など、スタッフとしてお手伝いしました。

第15回「まつさかまちゼミ」年金よろず相談会

桑名三重信用金庫

2月8日に行われた松阪市の地域活性化イベント
「第15回まつさかまちゼミ」に当金庫も参加し、「年
金よろず相談会」講座を日野町支店で開催。講師
に社会保険労務士をお迎えし、年金請求の流れな
ど具体的な講義をしていただきました。参加者の
方々は真剣なまなざしで講義を受けられ、質疑応答
では予定時間を超え、様々な質問や意見がかわさ
れました。

とても有意義な講座だったと好評でした

特設会場の様子

たくさんの子供たちが頑張りました

子育てHAPPYDAY「ハッピーワークinにゃんにゃん王国」

紀北信用金庫

子どもや子育て中の家族を応援する日として、子育
て支援グループや関係団体がイベントなどを開催し
ています。今回は2月23日に、「仮想のまちでお仕
事体験」を実施。様々な仕事を体験してもらい、対
価として得た仮想通貨を使って楽しんでもらいまし
た。当金庫も「お札を数える仕事」として参加し、子
どもたちに様々な模擬紙幣を確認してもらいました。

尾鷲市立中央公民館で開催
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【 三重県イベントガイド 】

イベントピックアップ！！

5～7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

1日（金）～15日（金）
24日（日）

1日（月）～15日（月）
6日（土）
6日（土）～15日（月）

上旬
11日（土）～12日（日）
16日（木）～19日（日）
18日（土）～19日（日）
25日（土）～26日（日）
26日（日）

桑 名 市
松 阪 市

桑 名 市
熊 野 市
菰 野 町

紀 北 町
松 阪 市
鈴 鹿 市
松 坂 市
鈴 鹿 市
尾 鷲 市

九華公園 つつじまつり
松阪撫子どんな花？まつり

花菖蒲まつり
丸山千枚田虫おくり
湯の山温泉ホタル観賞会

きほく七夕物語
射和祇園まつり
鈴鹿8時間耐久ロードレース
松阪祇園まつり★
神戸石取祭
オープンウォータースイミング
三重オープン2020尾鷲★

松阪祇園まつり

7/18 19～土 日

松坂市

桑名三重信用金庫

場所／松阪駅前周辺商店街
問合せ／松阪駅観光情報センター　0598-23-7771

松阪・八雲・御厨（みくりや）の3つの神社から御輿が繰り出し、町中
を勇壮に練り歩く「三社みこし」が見もの。「吉原つなぎ」の揃いの
法被に身を包んだ1,000人もの老若男女が、まちなかを練り歩きま
す。特にクライマックスの夜渡御は多くの人出で見動きもできぬほ
どです。日曜日は、松阪市無形民俗文化財「松阪しょんがい音頭」
や「松阪しょんがいソーラン」が必見です。

オープンウォータースイミング三重オープン2020尾鷲

7/26 日

尾鷲市

紀北信用金庫

場所／三木里海水浴場
問合せ／尾鷲市教育委員会 生涯学習課　0597-23-8299

2020年東京オリンピックでは「マラソンスイミング」という名称で行
われるオープンウォータースイミングは、海や川など、自然の中で行わ
れる長距離水泳競技。イベントは、2021年三重とこわか国体の開
催予定地である「三木里海水浴場」にて開催されます。当日は競
技の他、様々な観光イベントも開催され、選手の応援、海水浴、観
光を一度に楽しめます。

イベントにつきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止（一部中止）または延期され
る場合がございます。詳細については、各祭り・イベントの主催者へお問い合わせください。
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Research 中小企業景気動向調査（2020年1月～3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
※景況調査を実施した2月は新型コロナウイルス感染症の影響が今ほど広がっておらず、
　現在の深刻な業況が反映されていない結果となっております。［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

2020年1月～3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▲11.4、前期
比▲9.7ポイントとなり、2期連続で改
善していたものの今期は大幅な悪化
となった。
　全国の信用金庫取引先中小企業
の業況判断D.Iは▲19.3となり、前期
比▲11.5ポイントの悪化となった。

2020年4月～6月期の三重県業況判
断D.I（予想）は▲28.1ポイントで、当期
比▲16.7ポイントとさらに悪化の見通し
である。

人手不足は2期連続で改善しているも
のの、資金繰りは悪化に転じ、設備投資
実施割合は2期連続の悪化となった。
〇雇用（ヒト）
人手過不足判断D.I.は▲38.6（マイ
ナスは人手「不足」超）と、前期比7.1
ポイントと2期連続で改善となったも
のの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33.0%と、
前期比▲6.0ポイント悪化で、2期連
続で悪化となった。
〇資金繰り（カネ）
資金繰り判断D.I.は▲14.9と、前期
比▲7.1ポイントの大幅な悪化となり、
約3年ぶりの資金繰り難である。

〇直近の業況
2020年1月～3月期の三重県北部の業況判断D.I.（実績）は、
▲12.3と、前期比▲15.0ポイントと大きく悪化した。業種別では
製造業で横ばい、卸売業、小売業、サービス業、建設業、不動産
業で悪化となった。
〇来期の見通し
2020年4月～6月期の三重県北部の業況判断D.I.（予想）は、
▲26.0で、当期比▲13.7ポイントと今期より更に悪化する予想
である。業種別ではサービス業、不動産業で回復、製造業、卸売
業、小売業、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
・安定成長を続けてきた半導体市場であるが、米中貿易摩擦や中国
経済低迷、新型コロナウイルス感染症等の要因で売上は20％程度
減少している。2020年度前半の受注環境も厳しいと予想しており、
販路拡大による受注確保にも取組もうとしている。（製造業：機械部
品製造）
・近年インバウンドの増加により外国人宿泊客が増加していたが、コロ
ナウイルスの影響により外国人客が激減、ほぼゼロとなる。国内旅行
客も例年に比べ減少しており、新型コロナウイルス感染症が長引けば
今後の業況や資金繰りの悪化が予想される。（サービス業：宿泊業）
・主要顧客の高齢化による来店客減少で、減収傾向にある。対策として
フラワーアレンジメント教室開催による新規顧客獲得を目指しながら、同
時に商品を長持ちさせ在庫破棄数を減らすことで収益力の改善を図っ
ている。新型コロナウイルス感染症による影響はないが、商品入荷が困
難になりつつあり4月以降の経営環境を懸念している。（小売業：生花販
売）
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、中国人団体客のキャンセ
ルだけでなく、国内の日帰りバス旅行のキャンセルも相次いでいる。ま
た学校の休校によりスクールバスも動いていない状況で、厳しい業況
が続いている。（サービス業：運送業）

三重県内での業種別では卸売業が横ばい、製造業、小売業、サービス業、建設業、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
2020年1月～3月期の三重県南部の業況判断D.I.（実績）は
▲9.8で、前期比0.2ポイントの改善となった。業種別では卸売
業、サービス業、不動産業で改善、製造業、小売業、建設業で悪
化となった。
〇来期の見通し
2020年4月～6月期の三重県南部の業況判断D.I.（予想）は
▲31.7で、当期比▲21.9ポイントと大きく悪化する予想である。
業種別では卸売業で横ばい、製造業、小売業、サービス業、建
設業、不動産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
・新型コロナウイルス感染症の影響により中国からの仕入に遅れが出
ており、販売商品が不足している。仕入先の変更も検討しているが、
仕入価格および注文数の確保が不安定であることから、現状では思
い切った手を施せずにいる。（卸売業：建材卸）
・新型コロナウイルス感染症の影響で3月以降の宴会予約の90％以
上がキャンセルとなり、昼のランチ客などの個人顧客中心の売上によ
り、例年に比べ70％減の売上推移となっている。3月の歓送迎会需
要の取りこぼしが大きく年内の需要回復は困難であると予想してい
る。（サービス業：飲食業）
・新型コロナウイルス感染症による影響でインバウンド需要の落ち込
みに加え、2月下旬より国内旅行客の減少や宴会自粛による夜間の
タクシー需要も減少したことで、売上は例年の半分以下に落ち込んで
いる。従業員の休業や当面の資金確保を行ったが、今後の需要回
復見通しが立てれず従業員の高齢化もあり、事業の継続に懸念して
いる。（サービス業：タクシー運送業）
・2月以降、鳥羽・志摩地域への観光客激減の影響により、主要顧客
である飲食・宿泊業向けの需要が90％近く減少。加えて新型コロナ
ウイルス感染症による中国への海産物輸入が停止したことにより、伊
勢海老・アワビなどの高級食材の値崩れが起こっている。（卸売業：食
品卸）
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2020年4月～6月期の三重県北部の業況判断D.I.（予想）は、
▲26.0で、当期比▲13.7ポイントと今期より更に悪化する予想
である。業種別ではサービス業、不動産業で回復、製造業、卸売
業、小売業、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
・安定成長を続けてきた半導体市場であるが、米中貿易摩擦や中国
経済低迷、新型コロナウイルス感染症等の要因で売上は20％程度
減少している。2020年度前半の受注環境も厳しいと予想しており、
販路拡大による受注確保にも取組もうとしている。（製造業：機械部
品製造）

・近年インバウンドの増加により外国人宿泊客が増加していたが、コロ
ナウイルスの影響により外国人客が激減、ほぼゼロとなる。国内旅行
客も例年に比べ減少しており、新型コロナウイルス感染症が長引けば
今後の業況や資金繰りの悪化が予想される。（サービス業：宿泊業）
・主要顧客の高齢化による来店客減少で、減収傾向にある。対策として
フラワーアレンジメント教室開催による新規顧客獲得を目指しながら、同
時に商品を長持ちさせ在庫破棄数を減らすことで収益力の改善を図っ
ている。新型コロナウイルス感染症による影響はないが、商品入荷が困
難になりつつあり4月以降の経営環境を懸念している。（小売業：生花販
売）

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、中国人団体客のキャンセ
ルだけでなく、国内の日帰りバス旅行のキャンセルも相次いでいる。ま
た学校の休校によりスクールバスも動いていない状況で、厳しい業況
が続いている。（サービス業：運送業）

三重県内での業種別では卸売業が横ばい、製造業、小売業、サービス業、建設業、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
2020年1月～3月期の三重県南部の業況判断D.I.（実績）は
▲9.8で、前期比0.2ポイントの改善となった。業種別では卸売
業、サービス業、不動産業で改善、製造業、小売業、建設業で悪
化となった。
〇来期の見通し
2020年4月～6月期の三重県南部の業況判断D.I.（予想）は
▲31.7で、当期比▲21.9ポイントと大きく悪化する予想である。
業種別では卸売業で横ばい、製造業、小売業、サービス業、建
設業、不動産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
・新型コロナウイルス感染症の影響により中国からの仕入に遅れが出
ており、販売商品が不足している。仕入先の変更も検討しているが、
仕入価格および注文数の確保が不安定であることから、現状では思
い切った手を施せずにいる。（卸売業：建材卸）
・新型コロナウイルス感染症の影響で3月以降の宴会予約の90％以
上がキャンセルとなり、昼のランチ客などの個人顧客中心の売上によ
り、例年に比べ70％減の売上推移となっている。3月の歓送迎会需
要の取りこぼしが大きく年内の需要回復は困難であると予想してい
る。（サービス業：飲食業）
・新型コロナウイルス感染症による影響でインバウンド需要の落ち込
みに加え、2月下旬より国内旅行客の減少や宴会自粛による夜間の
タクシー需要も減少したことで、売上は例年の半分以下に落ち込んで
いる。従業員の休業や当面の資金確保を行ったが、今後の需要回
復見通しが立てれず従業員の高齢化もあり、事業の継続に懸念して
いる。（サービス業：タクシー運送業）
・2月以降、鳥羽・志摩地域への観光客激減の影響により、主要顧客
である飲食・宿泊業向けの需要が90％近く減少。加えて新型コロナ
ウイルス感染症による中国への海産物輸入が停止したことにより、伊
勢海老・アワビなどの高級食材の値崩れが起こっている。（卸売業：食
品卸）
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