






「食べることで人を健康にしたい」そんな思いのコーラです
イセ カルダモンコーラは、着
色料や保存料・香料などは使
用せず、だれもが安心して飲
むことができるコーラシロップ
です。まろやかな酸味のマイ
ヤーレモンや優しい甘さのき
び砂糖など、十数種類の香り
豊かなスパイスと柑橘類をブ
レンドしたオリジナルで、滋味
深く、さっぱりとした後味です。

NC旋盤12台、複合加工
機1台、マシニングセンター
4台を保有し、鉄系・アルミ
ニウム等の機械部品を切
削加工します。量産品の加
工はもちろん、試作等の小
ロット品も手がけます。

会社設立50年目を迎えた確かな技術に自信あり
品質・工程・安全・コストの自主的
な施工管理技術の向上に努力
し、みなさまの信頼に応えられる

「総合力」に一
層の磨きを掛け
ていきます。

主要取扱商品等

マッチング希望

建築工事、足場工事、鉄骨現場施工、現場溶接工事

総合建築業
建設業・リフォーム業・
解体工事業・足場工事業・
鉄骨工事業

建築工事業・足場工事業・
鉄骨工事業

仮設工事から鉄骨工事までトータルにお任せ下さい
三恭工業有限会社 さんきょうこうぎょう

TEL 059-394-0939　FAX 059-394-0092
E-mail sankyo-1@m3.cty-net.ne.jp
住所／三重県三重郡菰野町大字菰野2297-5　WEB／http://www.sankyokogyo.jp

受 注 連 携 発 注

WEB

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 菰野支店
建設工事

主要取扱商品等

マッチング希望

本格焼酎、日本酒、国産ウイスキー、国産ワイン

個人、法人様 酒造会社 酒造会社

有限会社久田酒店 ひさださけてん中国料理 橘華園 ちゅうごくりょうり きっかえん

受 注 連 携 発 注

金属研磨業

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 中川支店
酒類小売

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 052-361-1702　FAX 052-361-1712
E-mail webmaster@hisada-sake.com
住所／愛知県名古屋市中川区東中島町8-31　WEB／https://hisada-saketen.com

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 松山支店
飲食

主要取扱商品等

マッチング希望

から揚げ、餃子、酢豚、八宝菜、エビ炒飯、カニ炒飯、マーボー飯、天津飯

─── ─── ───

TEL 0584-56-1556　FAX ───
E-mail ───
住所／岐阜県海津市南濃町安江1350番地　WEB／http://kikkaen.hp4u.jp

受 注 連 携 発 注

WEB

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 大矢知支店
製造業（機械部品等金属切削加工業）

主要取扱商品等

マッチング希望

電動工具（インパクトドライバー・インパクトハンマー）部品、工業用ミシン部品

機械部品等金属切削加工 ─── 加工用・検査用治具設計製作

TEL 059-333-5000　FAX 059-333-5017
E-mail kss-5000@m7.cty-net.ne.jp
住所／三重県四日市市山之一色町2442番地の2　WEB／───

受 注 連 携 発 注

有限会社近藤製作所 こんどうせいさくしょ

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 長島支店
ゴルフクラブ修理、製造及び販売

主要取扱商品等

マッチング希望

ヨネックス製品各種、シャフトメーカー各種、修理全般

ゴルフクラブ修理、製造及び販売 ─── ───

TEL 0594-41-1122　FAX 0594-41-1123
E-mail hobb-world@fb3.so-net.ne.jp
住所／三重県桑名市長島町又木熊沢28番地の2　WEB／https://www.hobb-world.jp

受 注 連 携 発 注

WEB

創業21年目のゴルフクラブ専門店

有限会社ホブワールド ほぶわーるど

創業以来、多くのゴルファーたちの要求を満たすサービスを心掛け、競技ゴル
ファーから初心者迄幅広い人 を々応援。とくに最近は、県内のジュニアを積極
的にサポートしています。

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 明和支店
観光地域づくり・地域商社

主要取扱商品等

マッチング希望

旅行、イベント、めいわセラピー、明和珈哩、伊勢めいわブランド qu

企業の福利厚生として、
めいわセラピーの提供

『明和珈哩』
『伊勢めいわブランド qu』の
販路拡大

───

TEL 0596-67-6850　FAX 0596-67-4081
E-mail info@hana-meiwa.jp
住所／三重県多気郡明和町大堀川新田9　WEB／https://dmo.hana-meiwa.jp/

受 注 連 携 発 注

WEB

明和町の観光地域づくりに取り組んでいます！
一般社団法人明和観光商社 めいわかんこうしょうしゃ

「満月の日は明和町斎宮へ」をテーマにイベントを実施し
たり、東海唯一のヘルスツーリズム認証の「めいわセラ
ピープログラム」をご提供。他にも明和町の事業者と共
同開発した特産品ブランド『伊勢めいわブランド qu』の
商品も販売。

本格焼酎を中心に、日本酒・国産ウイス
キー・国産ワインを取り揃えています。久
田酒店四代目として、何よりも大切にす
るのは、お客様に「造り手の酒造りへの
こだわりや想い」を伝えること。オンライン

ショップもご
利用くださ
い。

昭和初期より代々続く
“まちの酒屋”

お客様に人気のメニューをいつも変わら
ぬ美味しさでご提供。まごころを込めたお
もてなしと料理で「口福」のお手伝いを
いたします。（定休日は火・水曜日）

地元で愛される
町中華のお店

WEB

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 伊勢支店
飲料販売

主要取扱商品等

マッチング希望

ISE CardamonCola（イセ カルダモンコーラ）

─── ─── ───

TEL 090-9941-5618　FAX 0596-63-6952
E-mail isecardamoncola@icloud.com
住所／三重県伊勢市竹ヶ鼻町373番地　WEB／https://isecardamoncola.jp

受 注 連 携 発 注

WEB

FLOWNAL ふろーなる

全国の観光地のグッズ制作も数多く請け負っています！
オリジナリティあふれる衣類
印刷で、小ロットから大量生
産まで幅広く対応。ほかにも
ロゴの製作やイベントグッズ
のご相談なども承ります。他
社との差別化を検討する際
は、ぜひご相談ください。

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 菰野支店
衣類印刷

主要取扱商品等

マッチング希望

衣類への印刷、トートバッグ等ノベルティ製作、企業のユニフォーム名入れあり

衣類印刷、刺繍承ります
デザインも承ります ─── ───

TEL 059-324-3094　FAX 059-324-3094
E-mail no-name@m2.cty-net.ne.jp
住所／三重県三重郡菰野町菰野2710-1　WEB／https://www.noname-sp.jp/

受 注 連 携 発 注

WEB

㈱NO NAME screen print のーねーむすくりーんぷりんと



「食べることで人を健康にしたい」そんな思いのコーラです
イセ カルダモンコーラは、着
色料や保存料・香料などは使
用せず、だれもが安心して飲
むことができるコーラシロップ
です。まろやかな酸味のマイ
ヤーレモンや優しい甘さのき
び砂糖など、十数種類の香り
豊かなスパイスと柑橘類をブ
レンドしたオリジナルで、滋味
深く、さっぱりとした後味です。

NC旋盤12台、複合加工
機1台、マシニングセンター
4台を保有し、鉄系・アルミ
ニウム等の機械部品を切
削加工します。量産品の加
工はもちろん、試作等の小
ロット品も手がけます。

会社設立50年目を迎えた確かな技術に自信あり
品質・工程・安全・コストの自主的
な施工管理技術の向上に努力
し、みなさまの信頼に応えられる

「総合力」に一
層の磨きを掛け
ていきます。

主要取扱商品等

マッチング希望

建築工事、足場工事、鉄骨現場施工、現場溶接工事

総合建築業
建設業・リフォーム業・
解体工事業・足場工事業・
鉄骨工事業

建築工事業・足場工事業・
鉄骨工事業

仮設工事から鉄骨工事までトータルにお任せ下さい
三恭工業有限会社 さんきょうこうぎょう

TEL 059-394-0939　FAX 059-394-0092
E-mail sankyo-1@m3.cty-net.ne.jp
住所／三重県三重郡菰野町大字菰野2297-5　WEB／http://www.sankyokogyo.jp

受 注 連 携 発 注

WEB

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 菰野支店
建設工事

主要取扱商品等

マッチング希望

本格焼酎、日本酒、国産ウイスキー、国産ワイン

個人、法人様 酒造会社 酒造会社

有限会社久田酒店 ひさださけてん中国料理 橘華園 ちゅうごくりょうり きっかえん

受 注 連 携 発 注

金属研磨業

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 中川支店
酒類小売

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 052-361-1702　FAX 052-361-1712
E-mail webmaster@hisada-sake.com
住所／愛知県名古屋市中川区東中島町8-31　WEB／https://hisada-saketen.com

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 松山支店
飲食

主要取扱商品等

マッチング希望

から揚げ、餃子、酢豚、八宝菜、エビ炒飯、カニ炒飯、マーボー飯、天津飯

─── ─── ───

TEL 0584-56-1556　FAX ───
E-mail ───
住所／岐阜県海津市南濃町安江1350番地　WEB／http://kikkaen.hp4u.jp

受 注 連 携 発 注

WEB

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 大矢知支店
製造業（機械部品等金属切削加工業）

主要取扱商品等

マッチング希望

電動工具（インパクトドライバー・インパクトハンマー）部品、工業用ミシン部品

機械部品等金属切削加工 ─── 加工用・検査用治具設計製作

TEL 059-333-5000　FAX 059-333-5017
E-mail kss-5000@m7.cty-net.ne.jp
住所／三重県四日市市山之一色町2442番地の2　WEB／───

受 注 連 携 発 注

有限会社近藤製作所 こんどうせいさくしょ

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 長島支店
ゴルフクラブ修理、製造及び販売

主要取扱商品等

マッチング希望

ヨネックス製品各種、シャフトメーカー各種、修理全般

ゴルフクラブ修理、製造及び販売 ─── ───

TEL 0594-41-1122　FAX 0594-41-1123
E-mail hobb-world@fb3.so-net.ne.jp
住所／三重県桑名市長島町又木熊沢28番地の2　WEB／https://www.hobb-world.jp

受 注 連 携 発 注

WEB

創業21年目のゴルフクラブ専門店

有限会社ホブワールド ほぶわーるど

創業以来、多くのゴルファーたちの要求を満たすサービスを心掛け、競技ゴル
ファーから初心者迄幅広い人 を々応援。とくに最近は、県内のジュニアを積極
的にサポートしています。

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 明和支店
観光地域づくり・地域商社

主要取扱商品等

マッチング希望

旅行、イベント、めいわセラピー、明和珈哩、伊勢めいわブランド qu

企業の福利厚生として、
めいわセラピーの提供

『明和珈哩』
『伊勢めいわブランド qu』の
販路拡大

───

TEL 0596-67-6850　FAX 0596-67-4081
E-mail info@hana-meiwa.jp
住所／三重県多気郡明和町大堀川新田9　WEB／https://dmo.hana-meiwa.jp/

受 注 連 携 発 注

WEB

明和町の観光地域づくりに取り組んでいます！
一般社団法人明和観光商社 めいわかんこうしょうしゃ

「満月の日は明和町斎宮へ」をテーマにイベントを実施し
たり、東海唯一のヘルスツーリズム認証の「めいわセラ
ピープログラム」をご提供。他にも明和町の事業者と共
同開発した特産品ブランド『伊勢めいわブランド qu』の
商品も販売。

本格焼酎を中心に、日本酒・国産ウイス
キー・国産ワインを取り揃えています。久
田酒店四代目として、何よりも大切にす
るのは、お客様に「造り手の酒造りへの
こだわりや想い」を伝えること。オンライン

ショップもご
利用くださ
い。

昭和初期より代々続く
“まちの酒屋”

お客様に人気のメニューをいつも変わら
ぬ美味しさでご提供。まごころを込めたお
もてなしと料理で「口福」のお手伝いを
いたします。（定休日は火・水曜日）

地元で愛される
町中華のお店

WEB

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 伊勢支店
飲料販売

主要取扱商品等

マッチング希望

ISE CardamonCola（イセ カルダモンコーラ）

─── ─── ───

TEL 090-9941-5618　FAX 0596-63-6952
E-mail isecardamoncola@icloud.com
住所／三重県伊勢市竹ヶ鼻町373番地　WEB／https://isecardamoncola.jp

受 注 連 携 発 注

WEB

FLOWNAL ふろーなる

全国の観光地のグッズ制作も数多く請け負っています！
オリジナリティあふれる衣類
印刷で、小ロットから大量生
産まで幅広く対応。ほかにも
ロゴの製作やイベントグッズ
のご相談なども承ります。他
社との差別化を検討する際
は、ぜひご相談ください。

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 菰野支店
衣類印刷

主要取扱商品等

マッチング希望

衣類への印刷、トートバッグ等ノベルティ製作、企業のユニフォーム名入れあり

衣類印刷、刺繍承ります
デザインも承ります ─── ───

TEL 059-324-3094　FAX 059-324-3094
E-mail no-name@m2.cty-net.ne.jp
住所／三重県三重郡菰野町菰野2710-1　WEB／https://www.noname-sp.jp/

受 注 連 携 発 注

WEB

㈱NO NAME screen print のーねーむすくりーんぷりんと



東紀州の魚に合うよう、
地域の皆様と共に成熟した味をご提供
「おさしみ醤油」は、魚との相性が抜群で、多くの魚
好きや、おさしみを酒の肴にする方にリピートされる

逸品。食材の旨
味を引き出す「脇
役」としてこだわり
抜いた醤油をご堪
能ください。

尾鷲で水揚げされた新鮮な魚をそのまま干物に！
熊野灘など三重県で獲れた新鮮な魚
を独自の技術でより速く、安全に干物
加工します。なかでも尾鷲漁港に水揚
げされた多様な魚は時期によって獲れ

る魚種が異
なります。こ
の機会に是
非一度、ご賞
味ください。

三重県産の美味しいお肉を全国にお届け！
三重ブランドの松阪牛・伊賀牛をはじめ、さくらポー
ク・みえジビエ等、銘柄の牛・豚・ジビエを取扱ってお
り、ステーキ、焼肉、すき焼き、しゃぶしゃぶ用などの
幅広い精肉ギフト、それらのお肉を使用した生ハン

バーグなど調味生肉も
取り扱っています。全
国のお中元、お歳暮、
選べるギフトを伊賀の
地から全国に産地直
送いたします。

御在所ロープウエイ乗り場まで徒歩1分！
県内の食材を中心に当館自慢の料
理長が織り成す旬の和会席料理
と、天気が良ければ遠く名古屋市街
まで見渡すことができる絶景露天風
呂が自慢の宿。目の前にある御在所

ロープウエイ
では、四季
折々の景色
を堪能できま
す。

主要取扱商品等

マッチング希望

干物（ブリ、アジ、カマス、サバなど）

販路拡大のため、
幅広く販売先を募集中 ─── ───

有限会社北村商店 きたむらしょうてん

受 注 連 携 発 注

金属研磨業

紹介金庫 ▶ 紀北信用金庫 本店営業部
水産加工

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。

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 0597-22-6667　FAX 0597-22-9525
E-mail kitamurago@marusei-kitamura.com
住所／三重県尾鷲市瀬木山町3-31　WEB／http://www.marusei-kitamura.com

WEB

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 菰野支店
宿泊

主要取扱商品等

マッチング希望

宿泊、昼食、夕食、日帰り入浴

地場産品生産業者 ─── ───

TEL 059-392-2141　FAX 059-392-3083
E-mail info@yunomoto.jp
住所／三重県三重郡菰野町大字菰野8497番地　WEB／https://www.yunomoto.jp/

受 注 連 携 発 注

WEB

有限会社ホテル湯の本 ほてるゆのもと

創業明治39年の名酒商
伊賀酒をはじめ、店主が厳選し
た全国の地酒、銘醸ワイン、こ
だわりの焼酎など豊富な品揃
えで、生活をより豊かに、より楽
しくなるよう心がけています。

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 緑ヶ丘支店
酒類小売

主要取扱商品等

マッチング希望

地酒、ワイン、焼酎、ウィスキー、こだわり調味料、伊賀流どぶろく

個人、企業、飲食店 製造業 製造業（酒類、食品、雑貨小物）

TEL 0595-21-0205　FAX 0595-23-7805
E-mail nagataya@ict.ne.jp
住所／三重県伊賀市西明寺623-1　WEB／http://www.ict.ne.jp/̃nagataya/

受 注 連 携 発 注

WEB

株式会社ナガタヤ ながたや

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 緑ヶ丘支店
食料品　肉製品

主要取扱商品等

マッチング希望

松阪牛、伊賀牛、三重県産さくらポーク、みえジビエ（鹿肉）

EC販売事業、小売業、
業務用食材、キャンペーン賞品 ─── ───

TEL 0595-21-2229　FAX 0595-21-3964
E-mail kouki-ochiai@sanshoku.co.jp
住所／三重県伊賀市西明寺2870番地　WEB／http://www.sanshoku.co.jp/

受 注 連 携 発 注

WEB

株式会社サンショク さんしょく

宴会や法事など
団体のお客様にも対応可能！

新鮮な魚を仕入れて提供する料理
は絶品。また、伊賀牛の焼肉をリーズ
ナブルに味わうことができるのも魅力
のひとつ。充実したセットメニューな
ど、仕出し料理もご相談ください。

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 緑ヶ丘支店
飲食

主要取扱商品等

マッチング希望

店内飲食、各種仕出し、オードブル、テイクアウト、伊賀牛

個人・法人様からの予約、
仕出し・お弁当の注文 ─── ───

TEL 0595-21-3540・0595-22-2512　FAX 0595-21-5940
E-mail info@masuda-iga.com／829@masuda-iga.com
住所／三重県伊賀市上野車坂町655-138　三重県伊賀市緑ヶ丘東町772-1
WEB／http://www.masuda-iga.com/

受 注 連 携 発 注

WEB

株式会社ますだ ますだ

Tシャツでまちを元気に！
紀伊半島をはじめとしたご当地Tシャ
ツやお店やイベントのオリジナルグッ
ズ作成など多くの実績があります。
少ないロットからでも印刷可能。デ

ザインについ
てのご相談
も承りますの
で、お気楽に
お問い合わ
せください！

主要取扱商品等

マッチング希望

ご当地Tシャツ卸（紀伊半島各地）、
オーダープリント（Tシャツ・タオル・その他グッズ等）、染め製品（熊野番茶染）

販路拡大の為、SA・道の駅・
ホテル・売店・土産物店等
幅広く募集中

ショップや企業等のオリジナル
ユニフォームやグッズ製作 ───

マリモ／Tファクトリー まりも　てぃふぁくとりー

受 注 連 携 発 注

金属研磨業

紹介金庫 ▶ 紀北信用金庫 熊野支店
ファッション　製造販売

TEL 0597-89-3022　FAX 0597-89-5725
E-mail ｔ-factory@zb.ztv.ne.jp
住所／三重県熊野市木本町577　WEB／https://www.nunoya-kumano.com/

WEB

主要取扱商品等

マッチング希望

おさしみ醤油、こいくち（ほまれ）、あまくち（さくら）

取扱店舗、ギフト関係、
飲食店（居酒屋等） ─── ───

引本醤油合資会社 ひきもとしょうゆ

受 注 連 携 発 注

金属研磨業

紹介金庫 ▶ 紀北信用金庫 海山支店
製造、卸、小売

TEL 0597-32-0009　FAX 0597-32-0009
E-mail ───
住所／三重県北牟婁郡紀北町引本浦592　WEB／───



東紀州の魚に合うよう、
地域の皆様と共に成熟した味をご提供
「おさしみ醤油」は、魚との相性が抜群で、多くの魚
好きや、おさしみを酒の肴にする方にリピートされる

逸品。食材の旨
味を引き出す「脇
役」としてこだわり
抜いた醤油をご堪
能ください。

尾鷲で水揚げされた新鮮な魚をそのまま干物に！
熊野灘など三重県で獲れた新鮮な魚
を独自の技術でより速く、安全に干物
加工します。なかでも尾鷲漁港に水揚
げされた多様な魚は時期によって獲れ

る魚種が異
なります。こ
の機会に是
非一度、ご賞
味ください。

三重県産の美味しいお肉を全国にお届け！
三重ブランドの松阪牛・伊賀牛をはじめ、さくらポー
ク・みえジビエ等、銘柄の牛・豚・ジビエを取扱ってお
り、ステーキ、焼肉、すき焼き、しゃぶしゃぶ用などの
幅広い精肉ギフト、それらのお肉を使用した生ハン

バーグなど調味生肉も
取り扱っています。全
国のお中元、お歳暮、
選べるギフトを伊賀の
地から全国に産地直
送いたします。

御在所ロープウエイ乗り場まで徒歩1分！
県内の食材を中心に当館自慢の料
理長が織り成す旬の和会席料理
と、天気が良ければ遠く名古屋市街
まで見渡すことができる絶景露天風
呂が自慢の宿。目の前にある御在所

ロープウエイ
では、四季
折々の景色
を堪能できま
す。

主要取扱商品等

マッチング希望

干物（ブリ、アジ、カマス、サバなど）

販路拡大のため、
幅広く販売先を募集中 ─── ───

有限会社北村商店 きたむらしょうてん

受 注 連 携 発 注

金属研磨業

紹介金庫 ▶ 紀北信用金庫 本店営業部
水産加工

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。

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 0597-22-6667　FAX 0597-22-9525
E-mail kitamurago@marusei-kitamura.com
住所／三重県尾鷲市瀬木山町3-31　WEB／http://www.marusei-kitamura.com

WEB

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 菰野支店
宿泊

主要取扱商品等

マッチング希望

宿泊、昼食、夕食、日帰り入浴

地場産品生産業者 ─── ───

TEL 059-392-2141　FAX 059-392-3083
E-mail info@yunomoto.jp
住所／三重県三重郡菰野町大字菰野8497番地　WEB／https://www.yunomoto.jp/

受 注 連 携 発 注

WEB

有限会社ホテル湯の本 ほてるゆのもと

創業明治39年の名酒商
伊賀酒をはじめ、店主が厳選し
た全国の地酒、銘醸ワイン、こ
だわりの焼酎など豊富な品揃
えで、生活をより豊かに、より楽
しくなるよう心がけています。

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 緑ヶ丘支店
酒類小売

主要取扱商品等

マッチング希望

地酒、ワイン、焼酎、ウィスキー、こだわり調味料、伊賀流どぶろく

個人、企業、飲食店 製造業 製造業（酒類、食品、雑貨小物）

TEL 0595-21-0205　FAX 0595-23-7805
E-mail nagataya@ict.ne.jp
住所／三重県伊賀市西明寺623-1　WEB／http://www.ict.ne.jp/̃nagataya/

受 注 連 携 発 注

WEB

株式会社ナガタヤ ながたや

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 緑ヶ丘支店
食料品　肉製品

主要取扱商品等

マッチング希望

松阪牛、伊賀牛、三重県産さくらポーク、みえジビエ（鹿肉）

EC販売事業、小売業、
業務用食材、キャンペーン賞品 ─── ───

TEL 0595-21-2229　FAX 0595-21-3964
E-mail kouki-ochiai@sanshoku.co.jp
住所／三重県伊賀市西明寺2870番地　WEB／http://www.sanshoku.co.jp/

受 注 連 携 発 注

WEB

株式会社サンショク さんしょく

宴会や法事など
団体のお客様にも対応可能！

新鮮な魚を仕入れて提供する料理
は絶品。また、伊賀牛の焼肉をリーズ
ナブルに味わうことができるのも魅力
のひとつ。充実したセットメニューな
ど、仕出し料理もご相談ください。

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 緑ヶ丘支店
飲食

主要取扱商品等

マッチング希望

店内飲食、各種仕出し、オードブル、テイクアウト、伊賀牛

個人・法人様からの予約、
仕出し・お弁当の注文 ─── ───

TEL 0595-21-3540・0595-22-2512　FAX 0595-21-5940
E-mail info@masuda-iga.com／829@masuda-iga.com
住所／三重県伊賀市上野車坂町655-138　三重県伊賀市緑ヶ丘東町772-1
WEB／http://www.masuda-iga.com/

受 注 連 携 発 注

WEB

株式会社ますだ ますだ

Tシャツでまちを元気に！
紀伊半島をはじめとしたご当地Tシャ
ツやお店やイベントのオリジナルグッ
ズ作成など多くの実績があります。
少ないロットからでも印刷可能。デ

ザインについ
てのご相談
も承りますの
で、お気楽に
お問い合わ
せください！

主要取扱商品等

マッチング希望

ご当地Tシャツ卸（紀伊半島各地）、
オーダープリント（Tシャツ・タオル・その他グッズ等）、染め製品（熊野番茶染）

販路拡大の為、SA・道の駅・
ホテル・売店・土産物店等
幅広く募集中

ショップや企業等のオリジナル
ユニフォームやグッズ製作 ───

マリモ／Tファクトリー まりも　てぃふぁくとりー

受 注 連 携 発 注

金属研磨業

紹介金庫 ▶ 紀北信用金庫 熊野支店
ファッション　製造販売

TEL 0597-89-3022　FAX 0597-89-5725
E-mail ｔ-factory@zb.ztv.ne.jp
住所／三重県熊野市木本町577　WEB／https://www.nunoya-kumano.com/

WEB

主要取扱商品等

マッチング希望

おさしみ醤油、こいくち（ほまれ）、あまくち（さくら）

取扱店舗、ギフト関係、
飲食店（居酒屋等） ─── ───

引本醤油合資会社 ひきもとしょうゆ

受 注 連 携 発 注

金属研磨業

紹介金庫 ▶ 紀北信用金庫 海山支店
製造、卸、小売

TEL 0597-32-0009　FAX 0597-32-0009
E-mail ───
住所／三重県北牟婁郡紀北町引本浦592　WEB／───
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Research 中小企業景気動向調査（2021年7月～9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

2021年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▲23.0、前期
比▲1.0ポイントと、2期連続で悪化と
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▲29.1となり、前期
比2.5ポイントと2期連続で改善と
なった。

2021年10月～12月期の三重県業況
判断D.I.（予想）は▲22.1ポイントで、当
期比0.9ポイントとわずかに回復する見
通しである。

人手不足は改善が進み、資金繰り、設備
投資実施割合は悪化した。

〇雇用（ヒト）
人手過不足判断D.I.は、▲18.6（マイナ
スは人手「不足」超）で、前期比6.8ポイ
ントと改善した。

〇設備投資（モノ）
設備投資実施企業割合は、26.0%で、
前期比▲5.4ポイントと悪化した。

〇資金繰り（カネ）
資金繰り判断D.I.は、▲9.7と、前期比
▲6.3ポイントの悪化となった。

〇直近の業況
2021年7月～9月期の三重県北部の業況判断D.I.（実績）は、
▲22.4で、前期比3.6ポイントと改善に転じた。業種別では製造
業、卸売業、サービス業で改善、小売業で横ばい、建設業、不動
産業で悪化となった。

〇来期の見通し
2021年10月～12月期の三重県北部の業況判断D.I.（予想）
は、▲25.0で、当期比▲2.6ポイントと再び悪化に転じる予想で
ある。業種別では小売業で改善、製造業、サービス業、建設業で
横ばい、卸売業、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
・コロナ禍で演劇・舞台向けの生花注文が大幅に減少している。しかし
ながら、緊急事態宣言の解除等コロナ状況が落ち着けば、受注状況
は多少なりとも改善されるものと思われる。（小売業：生花）
・コロナ禍やウッドショックの影響はあるものの、住宅関連を中心に受
注状況は概ね順調推移。現状の経営課題として下請業者および人
材確保が挙げられ、その対策に苦慮している。（建設業）
・コロナ禍が収まらず外食産業への売り上げは低迷しているが、主要
商品である家庭用食品需要は堅調に推移しており、昨年同時期と比
較して、売上は横ばいとなっている。競合が厳しく定期的な設備投資
と効率化が課題であり、安定した収益が生み出せる体制づくりを進め
ている。（製造業：醤油、レトルト食品）
・現状人手は足りているが年齢層が高く、今後のために若手職員が必
要であると考えている。入所者、職員共に感染者は出ておらず、コロ
ナ禍の影響は今のところないが、感染対策には神経を使っている。
（サービス業：老人ホーム）

三重県内での業種別では製造業、卸売業、サービス業で改善、小売業、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
2021年7月～9月期の三重県南部の業況判断D.I.（実績）は
▲24.3で、前期比▲9.7ポイントの悪化となった。業種別では
建設業で改善、製造業で横ばい、卸売業、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
2021年10月～12月期の三重県南部の業況判断D.I.（予想）
は▲10.8で、当期比13.5ポイントと改善に転じる予想である。
業種別では卸売業、小売業、建設業で改善、製造業、サービス
業、不動産業で横ばいの予想である。

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
・主に県外の客層が多かったため、緊急事態宣言発令の影響により
以前にもまして業況は厳しく、売上は減少している。現在予約客には
対応しているが、光熱費等経費削減のため閉店時間を早めている。
宣言解除後の見通しも厳しい状況が続くと見ている（サービス業：飲
食店）
・新型コロナウイルス感染症の影響により、不動産物件の売買件数が
減少傾向にある。近隣地域の土地に関する情報収集に注力してい
き、売上増加に努める方針である。（不動産業）
・県内でもコロナウィルス感染者が増加しており身動きが取りにくくなっ
ている状態。また、緊急事態宣言措置が取られているため、県外への
営業活動を自粛している。人材育成に力を入れており、今後の労働
生産性の向上が期待できる。（小売業：複合機）
・ウッドショックにより、木材価格（並材）及び建築製品が上昇している
が、現在のところは在庫の木材で対応できており業況については好
調であった。市場情報等により、今年一杯、好況が続くと見込んでい
る。（製造業：桧建築製品）
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Research 中小企業景気動向調査（2021年7月～9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

2021年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▲23.0、前期
比▲1.0ポイントと、2期連続で悪化と
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▲29.1となり、前期
比2.5ポイントと2期連続で改善と
なった。

2021年10月～12月期の三重県業況
判断D.I.（予想）は▲22.1ポイントで、当
期比0.9ポイントとわずかに回復する見
通しである。

人手不足は改善が進み、資金繰り、設備
投資実施割合は悪化した。

〇雇用（ヒト）
人手過不足判断D.I.は、▲18.6（マイナ
スは人手「不足」超）で、前期比6.8ポイ
ントと改善した。

〇設備投資（モノ）
設備投資実施企業割合は、26.0%で、
前期比▲5.4ポイントと悪化した。

〇資金繰り（カネ）
資金繰り判断D.I.は、▲9.7と、前期比
▲6.3ポイントの悪化となった。

〇直近の業況
2021年7月～9月期の三重県北部の業況判断D.I.（実績）は、
▲22.4で、前期比3.6ポイントと改善に転じた。業種別では製造
業、卸売業、サービス業で改善、小売業で横ばい、建設業、不動
産業で悪化となった。

〇来期の見通し
2021年10月～12月期の三重県北部の業況判断D.I.（予想）
は、▲25.0で、当期比▲2.6ポイントと再び悪化に転じる予想で
ある。業種別では小売業で改善、製造業、サービス業、建設業で
横ばい、卸売業、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
・コロナ禍で演劇・舞台向けの生花注文が大幅に減少している。しかし
ながら、緊急事態宣言の解除等コロナ状況が落ち着けば、受注状況
は多少なりとも改善されるものと思われる。（小売業：生花）
・コロナ禍やウッドショックの影響はあるものの、住宅関連を中心に受
注状況は概ね順調推移。現状の経営課題として下請業者および人
材確保が挙げられ、その対策に苦慮している。（建設業）
・コロナ禍が収まらず外食産業への売り上げは低迷しているが、主要
商品である家庭用食品需要は堅調に推移しており、昨年同時期と比
較して、売上は横ばいとなっている。競合が厳しく定期的な設備投資
と効率化が課題であり、安定した収益が生み出せる体制づくりを進め
ている。（製造業：醤油、レトルト食品）
・現状人手は足りているが年齢層が高く、今後のために若手職員が必
要であると考えている。入所者、職員共に感染者は出ておらず、コロ
ナ禍の影響は今のところないが、感染対策には神経を使っている。
（サービス業：老人ホーム）

三重県内での業種別では製造業、卸売業、サービス業で改善、小売業、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
2021年7月～9月期の三重県南部の業況判断D.I.（実績）は
▲24.3で、前期比▲9.7ポイントの悪化となった。業種別では
建設業で改善、製造業で横ばい、卸売業、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
2021年10月～12月期の三重県南部の業況判断D.I.（予想）
は▲10.8で、当期比13.5ポイントと改善に転じる予想である。
業種別では卸売業、小売業、建設業で改善、製造業、サービス
業、不動産業で横ばいの予想である。

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
・主に県外の客層が多かったため、緊急事態宣言発令の影響により
以前にもまして業況は厳しく、売上は減少している。現在予約客には
対応しているが、光熱費等経費削減のため閉店時間を早めている。
宣言解除後の見通しも厳しい状況が続くと見ている（サービス業：飲
食店）
・新型コロナウイルス感染症の影響により、不動産物件の売買件数が
減少傾向にある。近隣地域の土地に関する情報収集に注力してい
き、売上増加に努める方針である。（不動産業）
・県内でもコロナウィルス感染者が増加しており身動きが取りにくくなっ
ている状態。また、緊急事態宣言措置が取られているため、県外への
営業活動を自粛している。人材育成に力を入れており、今後の労働
生産性の向上が期待できる。（小売業：複合機）
・ウッドショックにより、木材価格（並材）及び建築製品が上昇している
が、現在のところは在庫の木材で対応できており業況については好
調であった。市場情報等により、今年一杯、好況が続くと見込んでい
る。（製造業：桧建築製品）
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