






健康や環境に配慮した
創作蒸し料理やスイーツ
伊勢神宮外宮の参道沿いにある、地元の
食材を使った創作蒸し料理専門店。添加物
は極力使わず、農薬や化学薬品は除去し、
健康や環境に優しく、安心安全を心がけて
います。有機食材の手作りスイーツも好評。
色とりどりのお花を使ったケーキは誕生日や
お祝い事などに人気です。伊勢にお越しの
際は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

昭和14年に創業し、機械の設計
製作、単品の機械加工に一貫し
て携わってきました。その延長で
3Dプリンターによる試作、ＶＲ機器
によるCADデータの立体視、ス
マートグラスを使った遠隔作業支
援のシステムなどを提供していま
す。中小企業でも使いやすいシス
テムとなっていますので、お気軽に
お問い合わせください。

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 0596-63-7180　FAX 0596-63-7180
E-mail info@ise-kagome.com
住所／三重県伊勢本町6-4 シャレオサエキ2F
WEB／https://www.instagram.com/steam_kitchen_kagome/WEB

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 明和支店
飲食業

主要取扱商品等

マッチング希望

KAGOMEの選べるせいろ御膳（15種）、アボカドの洋風蒸し、
お花のホールケーキ、オリジナル有機グラノーラ

美容院や健康食品店など
（美容健康向けグラノーラ）

生花店、結婚式場など
（母の日ケーキ、イベント用
お花のケーキ）

───

Steam Kitchen KAGOME すちーむきっちんかごめ

受 注 連 携 発 注

衣料品のデザインから納品まで
適正コストにて供給可能
衣料品企画・製造委託（ファブレス）卸売
（BtoB）を展開。デザインから納品まで適正
コストにて供給出来るシステムを県内協業
メーカーとの取り組みにより構築していま
す。地場の企業様との協業により高付加
価値と高品質商品を製造しています。

TEL 0594-22-0337　FAX 0594-22-6906
E-mail yasuaki@mizutani-seiki.com
住所／三重県桑名市福島750　WEB／mizutani-seiki.com

WEB

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 本店営業部　
機械製造業

主要取扱商品等

マッチング希望

機械加工全般、専用機設計製作、スマートグラスによる遠隔作業支援システム

立型研磨（φ850まで）、
5軸マシニングセンター
3Ｄプリンター

遠隔作業支援システム拡販 ───

株式会社水谷精機工作所 みずたにせいきこうさくしょ

受 注 連 携 発 注

80年以上にわたって
機械の設計・製作・加工に携わる

桑名が誇る「六華苑」に隣接するレ
ストラン「Rocca」。素晴らしい景観
と穏やかな時間をお過ごしいただけ
ます。結婚式はもちろん同窓会、歓
送迎会、二次会などでもご利用可
能。その他、七五三・成人式・ニュー

ボーンなど、女性カ
メラマンによる写真
撮影もたくさんのお
客様にご利用いた
だいております。

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 星川支店
飲食、ブライダル、サービス業

主要取扱商品等

マッチング希望

結婚式、ブライダル商品販売・卸、写真撮影、飲食

結婚式、各種写真撮影、
個人・団体の会食 ─── ───

株式会社エルマーナ えるまーな

受 注 連 携 発 注

結婚式、歓送迎会など
美しい景観の中で思い出づくりを

耐熱に特化した商品と知識を
取り揃えています。ノンアス耐
熱パッキンをはじめ、送り焼き
大型サイズ耐熱Oリング、耐
熱ジャバラ、CO2削減対策
保温材、耐熱ホース保護材
パイロジャケットなど耐熱工業
製品を短納期にてご提供して
おります。また、ペット用知育
玩具も取り扱っておりますの
でお気軽にご相談ください。

主要取扱商品等

マッチング希望

耐熱パッキン、耐熱Oリング、ホース、継手

工作機械製造メーカー
製缶メーカー
真空装置メーカー

─── ───

受 注 連 携 発 注

耐熱に特化した商品を
短納期にて提供しています

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 蟹江支店
工業製品販売、内装仕上げ、ペット用品販売

有限会社サンユーインダストリー さんゆーいんだすとりー

TEL 059-325-6870　FAX 059-325-6871TEL 059-378-2155　FAX 059-378-2155
E-mail info@act1910.com
住所／三重県三重郡菰野町大字杉谷2279-2　WEB／───

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 あがた支店
昇降設備建築附帯業、一般建築業、蒔ストーブ販売

主要取扱商品等

マッチング希望

薪ストーブ、薪ストーブアクセサリー、アウトドアグッズ

一般建築、リフォーム ─── ───

地元密着企業として
確かな技術と製品をお届け

株式会社アクト あくと

東海地区を中心に昇降設備建築
附帯業、一般建築業、薪ストーブ
販売を営んでいます。平成29年
度より事務所・ショールームを移転
し、地元密着企業として確かな技
術と製品をお届けしています。薪ス
トーブの販売・設置はもとよりアフ
ターメンテナンスにも注力し、オー
ナー様から親しまれるようスタッフ
一同努めております。

受 注 連 携 発 注

TEL 0598-26-5123　FAX 0598-26-5123
E-mail n.asada@masuya92.com
住所／三重県松阪市日野町8 ベルタウン1階　WEB／https://www.rakuten.co.jp/clickmarket/

WEB

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 松阪営業部
靴小売

主要取扱商品等

マッチング希望

婦人パンプス、紳士ビジネス、アウトドアシューズ（コンバース、ノースフェイス、KEENなど）、
ワークブーツ（レッドウイング、Dr.マーチンなど）

靴に関することについて、
お気軽にご相談ください ─── ───

有限会社マスヤ靴店 ますやくつてん

受 注 連 携 発 注

ビジネスからアウトドアまで
有名ブランドシューズも多数

ネット通販をメインに、ビジネ
スシューズから本格的なト
レッキングシューズまで幅広
い種類を取り揃えています。
松阪駅前のベルタウンに店
舗も構えており、店頭には陳
列しきれないコンバースや
キーンなどナショナルブランド
商品も多数。ベテランスタッ
フが対応いたしますので、お
気軽にお声がけください。

TEL 0594-27-2345　FAX 0594-27-2010
E-mail kuwana_rocca@yahoo.co.jp
住所／三重県桑名市太一丸22-4　WEB／http://restaurant-rocca.com/

WEB

TEL 059-336-5537　FAX ──TEL 0567-31-2797　FAX 0567-32-5213
E-mail ft83_twt@ft-dsn.com
住所／三重県四日市市川北1-17-22　WEB／https://www.thyard.jp/

WEB

E-mail info@3uindustry.co.jp
住所／愛知県津島市鹿伏兎町下春日台15-1　WEB／https://www.3uindustry.co.jp/

WEB

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 大矢知支店
アパレル製造業

主要取扱商品等

マッチング希望

布帛アイテム、ニット、カットソー、雑貨（タオル、ブランケットなど）

各小売店
縫製工場、加工整理工場、
ニッター、生地企画販売会社、
染め、プリント工場など

縫製工場、加工整理工場、
ニッター、生地企画販売会社、
染め、プリント工場など

有限会社エフティーデザイン えふてぃーでざいん

受 注 連 携 発 注

E-mail okagesama-donmaru@outlook.jp
住所／三重県鈴鹿市住吉1-4-12　WEB／https://okagesama.top

WEB

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 住吉支店
飲食業（テイクアウト専門）

主要取扱商品等

マッチング希望

海鮮丼

個人・法人様からのご予約 店舗ホームページリニューアル 食材卸業者、テイクアウト用
包装資材卸業者

新鮮な魚介を贅沢に使った
リーズナブルな海鮮丼

おかげさま丼丸 鈴鹿住吉店 おかげさまどんまる すずかすみよしてん

新鮮な魚介を贅沢な海鮮丼とし
て、リーズナブルな価格で販売して
おります。電話注文でお待たせす
ることなく、商品を提供。ご注文か
らお渡しまでのスピード感・接客力
も売りにしております。屋号である
「おかげさま」は、お客様・従業員・
取引業者様への感謝を込めて、
「おかげさま」と命名しました。

受 注 連 携 発 注



健康や環境に配慮した
創作蒸し料理やスイーツ
伊勢神宮外宮の参道沿いにある、地元の
食材を使った創作蒸し料理専門店。添加物
は極力使わず、農薬や化学薬品は除去し、
健康や環境に優しく、安心安全を心がけて
います。有機食材の手作りスイーツも好評。
色とりどりのお花を使ったケーキは誕生日や
お祝い事などに人気です。伊勢にお越しの
際は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

昭和14年に創業し、機械の設計
製作、単品の機械加工に一貫し
て携わってきました。その延長で
3Dプリンターによる試作、ＶＲ機器
によるCADデータの立体視、ス
マートグラスを使った遠隔作業支
援のシステムなどを提供していま
す。中小企業でも使いやすいシス
テムとなっていますので、お気軽に
お問い合わせください。

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 0596-63-7180　FAX 0596-63-7180
E-mail info@ise-kagome.com
住所／三重県伊勢本町6-4 シャレオサエキ2F
WEB／https://www.instagram.com/steam_kitchen_kagome/WEB

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 明和支店
飲食業

主要取扱商品等

マッチング希望

KAGOMEの選べるせいろ御膳（15種）、アボカドの洋風蒸し、
お花のホールケーキ、オリジナル有機グラノーラ

美容院や健康食品店など
（美容健康向けグラノーラ）

生花店、結婚式場など
（母の日ケーキ、イベント用
お花のケーキ）

───

Steam Kitchen KAGOME すちーむきっちんかごめ

受 注 連 携 発 注

衣料品のデザインから納品まで
適正コストにて供給可能
衣料品企画・製造委託（ファブレス）卸売
（BtoB）を展開。デザインから納品まで適正
コストにて供給出来るシステムを県内協業
メーカーとの取り組みにより構築していま
す。地場の企業様との協業により高付加
価値と高品質商品を製造しています。

TEL 0594-22-0337　FAX 0594-22-6906
E-mail yasuaki@mizutani-seiki.com
住所／三重県桑名市福島750　WEB／mizutani-seiki.com

WEB

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 本店営業部　
機械製造業

主要取扱商品等

マッチング希望

機械加工全般、専用機設計製作、スマートグラスによる遠隔作業支援システム

立型研磨（φ850まで）、
5軸マシニングセンター
3Ｄプリンター

遠隔作業支援システム拡販 ───

株式会社水谷精機工作所 みずたにせいきこうさくしょ

受 注 連 携 発 注

80年以上にわたって
機械の設計・製作・加工に携わる

桑名が誇る「六華苑」に隣接するレ
ストラン「Rocca」。素晴らしい景観
と穏やかな時間をお過ごしいただけ
ます。結婚式はもちろん同窓会、歓
送迎会、二次会などでもご利用可
能。その他、七五三・成人式・ニュー

ボーンなど、女性カ
メラマンによる写真
撮影もたくさんのお
客様にご利用いた
だいております。

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 星川支店
飲食、ブライダル、サービス業

主要取扱商品等

マッチング希望

結婚式、ブライダル商品販売・卸、写真撮影、飲食

結婚式、各種写真撮影、
個人・団体の会食 ─── ───

株式会社エルマーナ えるまーな

受 注 連 携 発 注

結婚式、歓送迎会など
美しい景観の中で思い出づくりを

耐熱に特化した商品と知識を
取り揃えています。ノンアス耐
熱パッキンをはじめ、送り焼き
大型サイズ耐熱Oリング、耐
熱ジャバラ、CO2削減対策
保温材、耐熱ホース保護材
パイロジャケットなど耐熱工業
製品を短納期にてご提供して
おります。また、ペット用知育
玩具も取り扱っておりますの
でお気軽にご相談ください。

主要取扱商品等

マッチング希望

耐熱パッキン、耐熱Oリング、ホース、継手

工作機械製造メーカー
製缶メーカー
真空装置メーカー

─── ───

受 注 連 携 発 注

耐熱に特化した商品を
短納期にて提供しています

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 蟹江支店
工業製品販売、内装仕上げ、ペット用品販売

有限会社サンユーインダストリー さんゆーいんだすとりー

TEL 059-325-6870　FAX 059-325-6871TEL 059-378-2155　FAX 059-378-2155
E-mail info@act1910.com
住所／三重県三重郡菰野町大字杉谷2279-2　WEB／───

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 あがた支店
昇降設備建築附帯業、一般建築業、蒔ストーブ販売

主要取扱商品等

マッチング希望

薪ストーブ、薪ストーブアクセサリー、アウトドアグッズ

一般建築、リフォーム ─── ───

地元密着企業として
確かな技術と製品をお届け

株式会社アクト あくと

東海地区を中心に昇降設備建築
附帯業、一般建築業、薪ストーブ
販売を営んでいます。平成29年
度より事務所・ショールームを移転
し、地元密着企業として確かな技
術と製品をお届けしています。薪ス
トーブの販売・設置はもとよりアフ
ターメンテナンスにも注力し、オー
ナー様から親しまれるようスタッフ
一同努めております。

受 注 連 携 発 注

TEL 0598-26-5123　FAX 0598-26-5123
E-mail n.asada@masuya92.com
住所／三重県松阪市日野町8 ベルタウン1階　WEB／https://www.rakuten.co.jp/clickmarket/

WEB

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 松阪営業部
靴小売

主要取扱商品等

マッチング希望

婦人パンプス、紳士ビジネス、アウトドアシューズ（コンバース、ノースフェイス、KEENなど）、
ワークブーツ（レッドウイング、Dr.マーチンなど）

靴に関することについて、
お気軽にご相談ください ─── ───

有限会社マスヤ靴店 ますやくつてん

受 注 連 携 発 注

ビジネスからアウトドアまで
有名ブランドシューズも多数

ネット通販をメインに、ビジネ
スシューズから本格的なト
レッキングシューズまで幅広
い種類を取り揃えています。
松阪駅前のベルタウンに店
舗も構えており、店頭には陳
列しきれないコンバースや
キーンなどナショナルブランド
商品も多数。ベテランスタッ
フが対応いたしますので、お
気軽にお声がけください。

TEL 0594-27-2345　FAX 0594-27-2010
E-mail kuwana_rocca@yahoo.co.jp
住所／三重県桑名市太一丸22-4　WEB／http://restaurant-rocca.com/

WEB

TEL 059-336-5537　FAX ──TEL 0567-31-2797　FAX 0567-32-5213
E-mail ft83_twt@ft-dsn.com
住所／三重県四日市市川北1-17-22　WEB／https://www.thyard.jp/

WEB

E-mail info@3uindustry.co.jp
住所／愛知県津島市鹿伏兎町下春日台15-1　WEB／https://www.3uindustry.co.jp/

WEB

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 大矢知支店
アパレル製造業

主要取扱商品等

マッチング希望

布帛アイテム、ニット、カットソー、雑貨（タオル、ブランケットなど）

各小売店
縫製工場、加工整理工場、
ニッター、生地企画販売会社、
染め、プリント工場など

縫製工場、加工整理工場、
ニッター、生地企画販売会社、
染め、プリント工場など

有限会社エフティーデザイン えふてぃーでざいん

受 注 連 携 発 注

E-mail okagesama-donmaru@outlook.jp
住所／三重県鈴鹿市住吉1-4-12　WEB／https://okagesama.top

WEB

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 住吉支店
飲食業（テイクアウト専門）

主要取扱商品等

マッチング希望

海鮮丼

個人・法人様からのご予約 店舗ホームページリニューアル 食材卸業者、テイクアウト用
包装資材卸業者

新鮮な魚介を贅沢に使った
リーズナブルな海鮮丼

おかげさま丼丸 鈴鹿住吉店 おかげさまどんまる すずかすみよしてん

新鮮な魚介を贅沢な海鮮丼とし
て、リーズナブルな価格で販売して
おります。電話注文でお待たせす
ることなく、商品を提供。ご注文か
らお渡しまでのスピード感・接客力
も売りにしております。屋号である
「おかげさま」は、お客様・従業員・
取引業者様への感謝を込めて、
「おかげさま」と命名しました。

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。

TEL 059-326-0006　FAX 059-326-3598
E-mail ──
住所／三重県四日市市赤水町1087-1　WEB／───

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 あがた支店
飲食業

主要取扱商品等

マッチング希望

寿司、懐石料理、和食

団体客のご宴会・会食 小売業 ───

リーズナブルなランチが人気！
宴会や会食も受付中

さくら寿司 さくらずし

創業54年の老舗寿司店です。お
昼は新鮮な地元の魚介類を使用
した1,000円ランチが好評。地元
の精肉業者とコラボした肉寿司や
懐石のコース料理も人気です。夜
は宴会や会食を中心に予約を
承っております。バスの送迎も用
意しておりますので、お気軽にお
電話にてご連絡ください。

受 注 連 携 発 注

TEL 0597-23-2811　FAX 0597-32-3509
E-mail yassanyorokonde@yahoo.co.jp
住所／三重県尾鷲市古戸野町955-17　WEB／───

TEL 0597-47-1355　FAX 0597-47-1187
E-mail goodfishgoodnet@blue.ocn.ne.jp
住所／三重県北牟婁郡紀北町東長島400-6　WEB／http://www.takemura-net.com

紹介金庫 ▶ 紀北信用金庫 古戸支店
飲食業

主要取扱商品等

マッチング希望

寿司・さしみ・天ぷら・茶わん蒸し

─── ─── ───

旬の魚介をお得に味わう
水産卸会社直送の回転寿司店

有限会社アイム（回転寿司おわせ） かいてんずしおわせ
地元でとれた旬の魚介を扱う水産
卸会社直送の回転寿司店です。
天ぷら・さしみ・魚のあらの煮つけ・
デザート等サイドメニューも充実。
お得なランチメニューも人気です。
尾鷲にお越しの際は、是非ご賞味
下さい。

受 注 連 携 発 注

紹介金庫 ▶ 紀北信用金庫 熊野支店
水産加工販売・民宿

主要取扱商品等

マッチング希望

さんま・太刀魚・あじ・かます等各種ひもの、民宿、観光遊覧

幅広く販売先を求めています。
民宿・遊覧船のご予約を
承っています。

─── ───

観光遊覧や宿泊など
熊野での思い出づくりをお手伝い

有限会社ハマケン水産 はまけんすいさん

熊野の天然水、赤穂の天然塩を
使用した自慢の「ひもの」は、手作
り・無添加。アットホームな「民宿は
まけん」では、新鮮な海鮮魚介類
料理でおもてなししています。「観
光遊覧」で海から身近に見られる
楯ヶ崎は圧巻。大きな洞窟の穴が
開いた「ガマの口」は熊野の「青
の洞窟」とよばれるほどの美しさで
す。

受 注 連 携 発 注

TEL 059-337-3037　FAX 059-337-3060
E-mail nakamura-akinori@kk-taiyou.co.jp
住所／三重県四日市市札場町字川北16　WEB／http://kk-taiyou.co.jp/

WEB

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 あがた支店
塗装・板金部品加工業

主要取扱商品等

マッチング希望

自動販売機用部品、オープンショーケース用部品

板金塗装部品 ─── ───

法令順守・環境配慮を
社員一人ひとりが意識・行動

株式会社太陽 たいよう

自動販売機・オープンショーケース
の部品加工を手がけています。板
金・塗装（紛体、溶剤）・組立と一
貫総合メーカーとして法令順守・
環境配慮を社員一人ひとりが意
識・行動しています。「いつまでも
太陽のように燃える心で！」をモッ
トーにお客様に対して優れた品
質・サービスをお届けします。

受 注 連 携 発 注

TEL 059-392-7575　FAX 059-392-7545
E-mail ｍ.ito@towano-koso.co.jp
住所／三重県鈴鹿市稲生塩屋3-22-25　WEB／https://www.towano-koso.jp/

WEB

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 住吉支店
製缶板金業・建築工事業

主要取扱商品等

マッチング希望

手摺・階段・設備架台などオーダーメイドの製缶板金加工・取付、溶接工事全般、
住宅・店舗・オフィス・工場などの新築、改築、増築工事

製缶板金加工業・一般住宅、
オフィス建築全般 製缶板金業 ───

職人による丁寧な作業で
溶接から加工までを一貫対応

株式会社とわの巧創 とわのこうそう

弊社では大型の製缶板金加工か
ら民間の鉄製の階段・手摺などの
加工、および、現場取付作業まで
各種対応しております。職人が丁
寧かつスピーディーに作業を行い、
溶接からその他の加工までの一
貫体制を整えています。また、溶接
だけでなく、建築の知識も豊富で
多種多様な対応も可能ですので、
お気軽にお問い合わせください。

受 注 連 携 発 注

紹介金庫 ▶ 紀北信用金庫 長島支店
漁網事業（仕立・加工・販売・修理・保管）

主要取扱商品等

マッチング希望

漁網、漁具、その他網関連

中古漁網のメンテナンス、
新規漁網の組立加工などに
関する全般

使用中漁網に付着している海藻・貝類などを
活用した土壌改良の開発・販売、漁網の
プラスチック原料としてのリサイクル

中古漁網の洗浄・補修業務・新規漁網の
組立業務を外注できる個人または法人
（漁業者または類似業務経験者歓迎）

漁網の製造や修繕で漁業を支える
獣害対策にも対応

タケムラ有限会社 たけむら

当社は、漁網の仕立て・防汚加
工、洗浄・補修、廃棄・再利用まで
をワンストップで提供し、日本の漁
業をサポートしています。当社は漁
網だけでなく、漁具も取り扱い、顧
客である漁業者を幅広くサポートし
ています。また、漁網で生かした網
のノウハウで防鳥ネット等、獣害対
策にも貢献しています。

受 注 連 携 発 注

WEB

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 TEL 059-378-1071　FAX 059-378-1175
E-mail belltech@fujiko.ne.jp
住所／三重県鈴鹿市住吉町8440　WEB／https://belltech-qc.com/company.php

WEB

労働派遣業、業務請負業

主要取扱商品等

マッチング希望

労働者派遣、修正、測定、品質管理、技術支援業務

自動車部品製造業（業務請負） ──────

株式会社ベルテック べるてっく

受 注 連 携 発 注

人材派遣で、生産効率アップと
大幅なコスト削減を叶える
業務請負業ではアウトソーシング事業20年
のキャリアとノウハウを最大限に活かし、部
品やパーツなどの傷や打痕、錆や変形・変
色などがないかをチェックする外観目視検
査など、アウトソーシングに対応。生産効率
のアップと大幅なコスト削減を叶えます。ま
た派遣業では、必要なスキル、経験を持った
即戦力を派遣致します。

TEL 0597-87-0238　FAX 0597-87-0768
E-mail sanma@zb.ztv.ne.jp
住所／三重県熊野市遊木町101-2　WEB／http://www.hamakensuisan.com/

WEB

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 住吉支店
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WEB
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WEB
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受 注 連 携 発 注

紹介金庫 ▶ 紀北信用金庫 長島支店
漁網事業（仕立・加工・販売・修理・保管）

主要取扱商品等

マッチング希望

漁網、漁具、その他網関連

中古漁網のメンテナンス、
新規漁網の組立加工などに
関する全般

使用中漁網に付着している海藻・貝類などを
活用した土壌改良の開発・販売、漁網の
プラスチック原料としてのリサイクル

中古漁網の洗浄・補修業務・新規漁網の
組立業務を外注できる個人または法人
（漁業者または類似業務経験者歓迎）

漁網の製造や修繕で漁業を支える
獣害対策にも対応

タケムラ有限会社 たけむら

当社は、漁網の仕立て・防汚加
工、洗浄・補修、廃棄・再利用まで
をワンストップで提供し、日本の漁
業をサポートしています。当社は漁
網だけでなく、漁具も取り扱い、顧
客である漁業者を幅広くサポートし
ています。また、漁網で生かした網
のノウハウで防鳥ネット等、獣害対
策にも貢献しています。

受 注 連 携 発 注

WEB

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 TEL 059-378-1071　FAX 059-378-1175
E-mail belltech@fujiko.ne.jp
住所／三重県鈴鹿市住吉町8440　WEB／https://belltech-qc.com/company.php

WEB

労働派遣業、業務請負業

主要取扱商品等

マッチング希望

労働者派遣、修正、測定、品質管理、技術支援業務

自動車部品製造業（業務請負） ──────

株式会社ベルテック べるてっく

受 注 連 携 発 注

人材派遣で、生産効率アップと
大幅なコスト削減を叶える
業務請負業ではアウトソーシング事業20年
のキャリアとノウハウを最大限に活かし、部
品やパーツなどの傷や打痕、錆や変形・変
色などがないかをチェックする外観目視検
査など、アウトソーシングに対応。生産効率
のアップと大幅なコスト削減を叶えます。ま
た派遣業では、必要なスキル、経験を持った
即戦力を派遣致します。

TEL 0597-87-0238　FAX 0597-87-0768
E-mail sanma@zb.ztv.ne.jp
住所／三重県熊野市遊木町101-2　WEB／http://www.hamakensuisan.com/

WEB

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 住吉支店



89

Research 中小企業景気動向調査（2020年4月～6月期調査）

三重県内の中小企業　業況判断D.I.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D.I.［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4月～6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▲55.7、前期
比▲44.3ポイントと大きく悪化し、10
年前の水準になった。
全国の信用金庫取引先中小企業の
業況判断D.I.は▲56.9となり、前期
比▲37.6ポイントの悪化となった。

2020年7月～9月期の三重県業況判
断D.I.（予想）は▲60.9ポイントで、当期
比▲5.2ポイントとさらに悪化の見通し
である。

人手不足は3期連続で改善したものの、
資金繰りは大幅に悪化し、設備投資実
施割合は3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▲14.8（マイ
ナスは人手「不足」超）と、前期比
23.8ポイントと大幅な改善となり、人
手不足感は緩和したが、コロナ禍によ
る活動自粛の影響も無視できない状
況である。
〇設備投資（モノ）
設備投資実施企業割合は25.2%と、
前期比▲7.8ポイント悪化で、3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▲34.8と、前期
比▲19.9ポイントの大幅な悪化とな
り、リーマンショックの水準に匹敵する
資金繰り難である。

〇直近の業況
2020年4月～6月期の三重県北部の業況判断D.I.（実績）は、
▲57.9と、前期比▲45.6ポイントと大きく悪化した。業種別では
製造業、卸売業、小売業、サービス業、建設業、不動産業の全
業種で悪化となった。
〇来期の見通し
2020年7月～9月期の三重県北部の業況判断D.I.（予想）は、
▲65.8で、当期比▲7.9ポイントと今期よりさらに悪化する予想
である。業種別ではサービス業で改善、小売業で横ばい、製造
業、卸売業、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
・現在交渉している物件もあるが、購入予定者の収入減少もあり受付
から契約まで時間を有するなどいつ契約できるかわからない状況であ
る。コロナ禍の影響でハウスメーカー等のイベント自粛や、来店客減
少により売上高は減少しており、運転資金調達のためコロナ対応融
資の申し込みをするも十分な資金調達は見込めず、資金繰りの悪化
が予想される。（不動産業：不動産販売業）
・現在、売上についてはコロナ禍の影響は出ていないが、入居者に感染
者が出た場合には多大な影響が出る可能性があるため、感染予防対
策への対応に多忙を極めている。（サービス業：介護施設）
・トヨタ自動車の出荷台数減少の影響をうけ、受注は例年の1/3まで大き
く減少。６月は毎週金曜日に休業し、派遣従業員を減らすなど経費節減
を図っている。７月以降の受注も不透明であり、コロナ禍が長引けば新
たな資金申込も必要になると考えている。（製造業：自動車部品製造業）
・新型コロナウイルス感染症拡大により大型ショッピングセンターが一
時的に営業を自粛した影響をうけ大幅な減収となった。営業自粛解
除により売り上げは回復しつつあるが、感染の第２波なども懸念され
今後の業況は不透明である。（小売業：和菓子製造・販売業）

三重県内での業種別では製造業、卸売業、小売業、サービス業、建設業、不動産業全ての業種
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4月～6月期の三重県南部の業況判断D.I.（実績）は
▲51.3で、前期比▲41.5ポイントと大きく悪化した。業種別で
は製造業、卸売業、小売業、サービス業、建設業、不動産業の
全業種で悪化となった。
〇来期の見通し
2020年7月～9月期の三重県南部の業況判断D.I.（予想）は
▲51.3で、当期比0.0ポイントと横ばいの予想である。業種別
では卸売業、サービス業で改善、小売業、建設業で横ばい、製
造業、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
・地方公共団体からの発注は変わらず継続的に発生しているが、緩や
かながら請負価格が下降していることに加え、材料価格が上昇してお
り収益は減益傾向にある。新型コロナウイルス感染症拡大の影響
で、工期延期による工事代金の入金日も長くなっており、今後の資金
繰りが心配である。（建設業：総合建設業）
・全国的には生コンの単価は上昇傾向であるが、新型コロナウイルス
感染症拡大による活動自粛の影響で資金繰りに苦慮しており、資金
繰り支援制度の活用により急場をしのいでいる状況である。先行き
不透明であり、今後も手元資金の確保に努めていく。（製造業：生コン
製品製造業）
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響で出荷量が減少する中、直
近の主力商品であるブリが海外に出荷されず国内に滞留している情
報もあり、価格の低下が懸念される。代替商品に移行する時期でもあ
るので、的確に売り上げ増加をはかる商品の提供、および新商品の
開発を続けていく。（卸売業：鮮魚加工品卸売り業）
・地域の人口減少、同業者間の競争激化で売上は減少傾向にある。
今後は、店舗別商品ニーズの明確化を図り、売れ筋商品を提供する
など売上増加を図り、高齢者地区の店舗については閉店時間を１時
間早くするなど人件費の削減に努めていく。（小売業：スーパーマー
ケット）
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三重県内の中小企業　業況判断D.I.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D.I.［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4月～6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▲55.7、前期
比▲44.3ポイントと大きく悪化し、10
年前の水準になった。
全国の信用金庫取引先中小企業の
業況判断D.I.は▲56.9となり、前期
比▲37.6ポイントの悪化となった。

2020年7月～9月期の三重県業況判
断D.I.（予想）は▲60.9ポイントで、当期
比▲5.2ポイントとさらに悪化の見通し
である。

人手不足は3期連続で改善したものの、
資金繰りは大幅に悪化し、設備投資実
施割合は3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▲14.8（マイ
ナスは人手「不足」超）と、前期比
23.8ポイントと大幅な改善となり、人
手不足感は緩和したが、コロナ禍によ
る活動自粛の影響も無視できない状
況である。
〇設備投資（モノ）
設備投資実施企業割合は25.2%と、
前期比▲7.8ポイント悪化で、3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▲34.8と、前期
比▲19.9ポイントの大幅な悪化とな
り、リーマンショックの水準に匹敵する
資金繰り難である。

〇直近の業況
2020年4月～6月期の三重県北部の業況判断D.I.（実績）は、
▲57.9と、前期比▲45.6ポイントと大きく悪化した。業種別では
製造業、卸売業、小売業、サービス業、建設業、不動産業の全
業種で悪化となった。
〇来期の見通し
2020年7月～9月期の三重県北部の業況判断D.I.（予想）は、
▲65.8で、当期比▲7.9ポイントと今期よりさらに悪化する予想
である。業種別ではサービス業で改善、小売業で横ばい、製造
業、卸売業、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
・現在交渉している物件もあるが、購入予定者の収入減少もあり受付
から契約まで時間を有するなどいつ契約できるかわからない状況であ
る。コロナ禍の影響でハウスメーカー等のイベント自粛や、来店客減
少により売上高は減少しており、運転資金調達のためコロナ対応融
資の申し込みをするも十分な資金調達は見込めず、資金繰りの悪化
が予想される。（不動産業：不動産販売業）
・現在、売上についてはコロナ禍の影響は出ていないが、入居者に感染
者が出た場合には多大な影響が出る可能性があるため、感染予防対
策への対応に多忙を極めている。（サービス業：介護施設）
・トヨタ自動車の出荷台数減少の影響をうけ、受注は例年の1/3まで大き
く減少。６月は毎週金曜日に休業し、派遣従業員を減らすなど経費節減
を図っている。７月以降の受注も不透明であり、コロナ禍が長引けば新
たな資金申込も必要になると考えている。（製造業：自動車部品製造業）
・新型コロナウイルス感染症拡大により大型ショッピングセンターが一
時的に営業を自粛した影響をうけ大幅な減収となった。営業自粛解
除により売り上げは回復しつつあるが、感染の第２波なども懸念され
今後の業況は不透明である。（小売業：和菓子製造・販売業）

三重県内での業種別では製造業、卸売業、小売業、サービス業、建設業、不動産業全ての業種
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4月～6月期の三重県南部の業況判断D.I.（実績）は
▲51.3で、前期比▲41.5ポイントと大きく悪化した。業種別で
は製造業、卸売業、小売業、サービス業、建設業、不動産業の
全業種で悪化となった。
〇来期の見通し
2020年7月～9月期の三重県南部の業況判断D.I.（予想）は
▲51.3で、当期比0.0ポイントと横ばいの予想である。業種別
では卸売業、サービス業で改善、小売業、建設業で横ばい、製
造業、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
・地方公共団体からの発注は変わらず継続的に発生しているが、緩や
かながら請負価格が下降していることに加え、材料価格が上昇してお
り収益は減益傾向にある。新型コロナウイルス感染症拡大の影響
で、工期延期による工事代金の入金日も長くなっており、今後の資金
繰りが心配である。（建設業：総合建設業）
・全国的には生コンの単価は上昇傾向であるが、新型コロナウイルス
感染症拡大による活動自粛の影響で資金繰りに苦慮しており、資金
繰り支援制度の活用により急場をしのいでいる状況である。先行き
不透明であり、今後も手元資金の確保に努めていく。（製造業：生コン
製品製造業）
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響で出荷量が減少する中、直
近の主力商品であるブリが海外に出荷されず国内に滞留している情
報もあり、価格の低下が懸念される。代替商品に移行する時期でもあ
るので、的確に売り上げ増加をはかる商品の提供、および新商品の
開発を続けていく。（卸売業：鮮魚加工品卸売り業）
・地域の人口減少、同業者間の競争激化で売上は減少傾向にある。
今後は、店舗別商品ニーズの明確化を図り、売れ筋商品を提供する
など売上増加を図り、高齢者地区の店舗については閉店時間を１時
間早くするなど人件費の削減に努めていく。（小売業：スーパーマー
ケット）
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