






濃厚でクリーミーな触感が特徴の「ス
プーンで食べるチーズケーキ」全6種、
オープン当初から大人気!中毒者続出
の「飲むチーズケーキ」は、種類が増え
続けて今や全27種。他にはない個性的

なチーズ
ケーキをぜ
ひお試しく
ださい！

チーズを「楽しむ」洋菓子店 私たちは「本当に美味しい
お肉をつくりたい」「牛や豚
を大切にしたい」という思い
から、量や値にとらわれず絶
対に妥協しない飼育方法で
育てています。

季節に合わせた手作りショート
ケーキを各種ご用意しています。
ホールケーキは2日前のご予約割
がお得。ご進物にも最適な焼菓子

もおすすめ
です。

一口食べれば違いが分かる力八精肉店自慢のお肉

主要取扱商品等

マッチング希望

洋生菓子（ホールケーキ及びショートケーキ）、焼菓子、喫茶

個人・法人を含めた販路の拡大 ─── ───

店主の真心がこもった、美味しいケーキが魅力
アンフュージョン あんふゅーじょん

TEL 059-380-6266　FAX 059-380-6267
E-mail ───
住所／三重県鈴鹿市稲生4丁目5-11　WEB／https://infusion.crayonsite.net

受 注 連 携 発 注

WEB

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 白子支店
洋菓子製造販売・飲食

20年近くの経験をもとに、
2017年に会社を設立しま
した。各種足場の施工に
伴う打合せでは、担当者と
作業効率の良い施工を心
がけています。まだ若い会
社ですが安全・安心を心掛
け、みなさまと共に成長して
いきたいと考えています。

安全・安心をモットーに

主要取扱商品等

マッチング希望

新築・リフォーム工事用足場工事、解体養生足場工事、
次世代足場工事、単管足場・吊り足場工事

建設業・解体業 建設業・リフォーム業・
塗装業・足場工事業 足場工事業

株式会社エフジェー えふじぇー株式会社新明和機工 しんめいわきこう

受 注 連 携 発 注

金属研磨業

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 本店営業部
建設用仮設足場

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。

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 川井町支店
精肉卸・販売

主要取扱商品等

マッチング希望

松阪大石牛、松阪豚、松阪牛

個人・法人様 ─── ───

力八精肉店 りきはちせいにくてん

TEL 0598-31-1529　FAX 0598-31-1559
E-mail info@rikihachi.jp
住所／三重県松阪市肥留町378　WEB／http://rikihachi.jp

受 注 連 携 発 注

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 伊勢支店
洋菓子製造・販売

主要取扱商品等

マッチング希望

チーズケーキ、飲むチーズケーキ

個人・法人を含めた
販路の拡大 ─── ───

チーズケーキ専門店FROM ふろむ

受 注 連 携 発 注

TEL 0594-87-5884　FAX 0594-87-5884
E-mail info@fj-ltd.jp
住所／［本社］三重県桑名市小貝須351番地36　［ヤード］三重県桑名市大貝須421番地1

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 川越支店

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 生桑支店

工作機械・工具商社

主要取扱商品等

マッチング希望

工作機械・工作機械鈑金・鍛圧機械・機械周辺機器・工具・中古工作機械

中古機械およびメンテナンス 重量物運搬　機械エンジニア ───

TEL 059-361-5505　FAX 059-364-8737
E-mail honbu@k-smk.co.jp
住所／三重県四日市市東茂福町3番5号　WEB／http://k-smk.co.jp

受 注 連 携 発 注

WEB

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 白子支店
製造業（伊勢型紙の製造／伊勢型紙文様の雑貨販売）

主要取扱商品等

マッチング希望

伝統工芸:伊勢型紙（染色用）、伝統工芸:伊勢型紙（アートピース・インテリア）、
伊勢型紙を使った雑貨・文具

製造業・小売業（オリジナル商品の
グラフィックデザインによる差別化に
付加価値を添えるお手伝い）

製造業・商社（オリジナル商品・
ノベルティグッズへのグラフィック・
デザイン提供によるロイヤリティ契約）

製造業
（洒落た現在ニーズのある
雑貨の仕入れ）

TEL 059-386-0229　FAX 059-386-0677
E-mail info@okoshi-katagami.com
住所／三重県鈴鹿市江島本町27-25　WEB／https://okoshi-katagami.com

受 注 連 携 発 注

WEB

「伊勢型紙」の美で
日々の暮らしを楽しく
明るく彩るご提案

株式会社オコシ型紙商店 おこしかたがみしょうてん

伊勢型紙の老舗ブランドとし
て、価値ある型紙の製造と意
匠の充実に取組んでいます。
店舗では、伊勢型紙の雑貨
をご用意。また伊勢型紙を
使った内装・建築案件も承り
ます。

TEL 0599-37-7372　FAX ───
E-mail info@from-cheese.com
住所／三重県鳥羽市鳥羽1丁目5-9　WEB／https://from-cheese.com/

WEB

新品はもちろん中古の工作機
械販売も行っており、周辺機器
や工具など製造業で必要なも
のは何でも取扱っています。
400種以上の豊富な在庫を取

り揃える県
内5カ所の
機械展示
場は、東海
地区最大
級です。

工作機械の販売・買取から
メンテナンスまで、おまかせください！

有限会社大塚保温 おおつかほおん

熱絶縁工事業

主要取扱商品等

マッチング希望

建物に関する空調衛生設備の配管ダクト機器の保温断熱工事・工場の生産設備、
プラントの装置の保温・保冷・断熱工事請負・特殊保温保冷材の販売

各工場、設備会社 断熱材取扱い会社
鋼材取扱い会社 断熱施工を行う会社

TEL 059-332-5915　FAX 059-332-5953
E-mail ootsuka@m7.cty-net.ne.jp
住所／三重県四日市市西坂部町4587-2　WEB／───

受 注 連 携 発 注

断熱・保温・保冷工事にて培った
特殊技術を活かし、発生温度が
1,000℃～マイナス150℃の広
範囲な温度を制御する工事の
設計・熱計算を施し、省エネ対策
を実施しています。

熱絶縁工事のことなら、
当社へおまかせ！

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 蟹江支店
紙製品、包装資材の製造販売

主要取扱商品等

マッチング希望

紙袋、貼り箱・紙器、ノベルティ商品、各種印刷物

小売店、印刷会社、包装資材店 ─── ───

TEL 052-398-5545　FAX 052-398-5546
E-mail tokaiart@maor.ocn.ne.jp
住所／愛知県名古屋市中川区かの里2丁目1103　WEB／───

受 注 連 携 発 注

紙袋をつかった新たな
ノベルティの提案も
おまかせください

株式会社とうかいあーと

手提袋・包装紙・紙器・不織
布製品の企画・製造など、
各種既製品から別注製造
まで幅広く対応しておりま
す。お気軽にお問い合わせ
ください。

WEB



濃厚でクリーミーな触感が特徴の「ス
プーンで食べるチーズケーキ」全6種、
オープン当初から大人気!中毒者続出
の「飲むチーズケーキ」は、種類が増え
続けて今や全27種。他にはない個性的

なチーズ
ケーキをぜ
ひお試しく
ださい！

チーズを「楽しむ」洋菓子店 私たちは「本当に美味しい
お肉をつくりたい」「牛や豚
を大切にしたい」という思い
から、量や値にとらわれず絶
対に妥協しない飼育方法で
育てています。

季節に合わせた手作りショート
ケーキを各種ご用意しています。
ホールケーキは2日前のご予約割
がお得。ご進物にも最適な焼菓子

もおすすめ
です。

一口食べれば違いが分かる力八精肉店自慢のお肉

主要取扱商品等

マッチング希望

洋生菓子（ホールケーキ及びショートケーキ）、焼菓子、喫茶

個人・法人を含めた販路の拡大 ─── ───

店主の真心がこもった、美味しいケーキが魅力
アンフュージョン あんふゅーじょん

TEL 059-380-6266　FAX 059-380-6267
E-mail ───
住所／三重県鈴鹿市稲生4丁目5-11　WEB／https://infusion.crayonsite.net

受 注 連 携 発 注

WEB

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 白子支店
洋菓子製造販売・飲食

20年近くの経験をもとに、
2017年に会社を設立しま
した。各種足場の施工に
伴う打合せでは、担当者と
作業効率の良い施工を心
がけています。まだ若い会
社ですが安全・安心を心掛
け、みなさまと共に成長して
いきたいと考えています。

安全・安心をモットーに

主要取扱商品等

マッチング希望

新築・リフォーム工事用足場工事、解体養生足場工事、
次世代足場工事、単管足場・吊り足場工事

建設業・解体業 建設業・リフォーム業・
塗装業・足場工事業 足場工事業

株式会社エフジェー えふじぇー株式会社新明和機工 しんめいわきこう

受 注 連 携 発 注

金属研磨業

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 本店営業部
建設用仮設足場

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。

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 川井町支店
精肉卸・販売

主要取扱商品等

マッチング希望

松阪大石牛、松阪豚、松阪牛

個人・法人様 ─── ───

力八精肉店 りきはちせいにくてん

TEL 0598-31-1529　FAX 0598-31-1559
E-mail info@rikihachi.jp
住所／三重県松阪市肥留町378　WEB／http://rikihachi.jp

受 注 連 携 発 注

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 伊勢支店
洋菓子製造・販売

主要取扱商品等

マッチング希望

チーズケーキ、飲むチーズケーキ

個人・法人を含めた
販路の拡大 ─── ───

チーズケーキ専門店FROM ふろむ

受 注 連 携 発 注

TEL 0594-87-5884　FAX 0594-87-5884
E-mail info@fj-ltd.jp
住所／［本社］三重県桑名市小貝須351番地36　［ヤード］三重県桑名市大貝須421番地1

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 川越支店

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 生桑支店

工作機械・工具商社

主要取扱商品等

マッチング希望

工作機械・工作機械鈑金・鍛圧機械・機械周辺機器・工具・中古工作機械

中古機械およびメンテナンス 重量物運搬　機械エンジニア ───

TEL 059-361-5505　FAX 059-364-8737
E-mail honbu@k-smk.co.jp
住所／三重県四日市市東茂福町3番5号　WEB／http://k-smk.co.jp

受 注 連 携 発 注

WEB

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 白子支店
製造業（伊勢型紙の製造／伊勢型紙文様の雑貨販売）

主要取扱商品等

マッチング希望

伝統工芸:伊勢型紙（染色用）、伝統工芸:伊勢型紙（アートピース・インテリア）、
伊勢型紙を使った雑貨・文具

製造業・小売業（オリジナル商品の
グラフィックデザインによる差別化に
付加価値を添えるお手伝い）

製造業・商社（オリジナル商品・
ノベルティグッズへのグラフィック・
デザイン提供によるロイヤリティ契約）

製造業
（洒落た現在ニーズのある
雑貨の仕入れ）

TEL 059-386-0229　FAX 059-386-0677
E-mail info@okoshi-katagami.com
住所／三重県鈴鹿市江島本町27-25　WEB／https://okoshi-katagami.com

受 注 連 携 発 注

WEB

「伊勢型紙」の美で
日々の暮らしを楽しく
明るく彩るご提案

株式会社オコシ型紙商店 おこしかたがみしょうてん

伊勢型紙の老舗ブランドとし
て、価値ある型紙の製造と意
匠の充実に取組んでいます。
店舗では、伊勢型紙の雑貨
をご用意。また伊勢型紙を
使った内装・建築案件も承り
ます。

TEL 0599-37-7372　FAX ───
E-mail info@from-cheese.com
住所／三重県鳥羽市鳥羽1丁目5-9　WEB／https://from-cheese.com/

WEB

新品はもちろん中古の工作機
械販売も行っており、周辺機器
や工具など製造業で必要なも
のは何でも取扱っています。
400種以上の豊富な在庫を取

り揃える県
内5カ所の
機械展示
場は、東海
地区最大
級です。

工作機械の販売・買取から
メンテナンスまで、おまかせください！

有限会社大塚保温 おおつかほおん

熱絶縁工事業

主要取扱商品等

マッチング希望

建物に関する空調衛生設備の配管ダクト機器の保温断熱工事・工場の生産設備、
プラントの装置の保温・保冷・断熱工事請負・特殊保温保冷材の販売

各工場、設備会社 断熱材取扱い会社
鋼材取扱い会社 断熱施工を行う会社

TEL 059-332-5915　FAX 059-332-5953
E-mail ootsuka@m7.cty-net.ne.jp
住所／三重県四日市市西坂部町4587-2　WEB／───

受 注 連 携 発 注

断熱・保温・保冷工事にて培った
特殊技術を活かし、発生温度が
1,000℃～マイナス150℃の広
範囲な温度を制御する工事の
設計・熱計算を施し、省エネ対策
を実施しています。

熱絶縁工事のことなら、
当社へおまかせ！

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 蟹江支店
紙製品、包装資材の製造販売

主要取扱商品等

マッチング希望

紙袋、貼り箱・紙器、ノベルティ商品、各種印刷物

小売店、印刷会社、包装資材店 ─── ───

TEL 052-398-5545　FAX 052-398-5546
E-mail tokaiart@maor.ocn.ne.jp
住所／愛知県名古屋市中川区かの里2丁目1103　WEB／───

受 注 連 携 発 注

紙袋をつかった新たな
ノベルティの提案も
おまかせください

株式会社とうかいあーと

手提袋・包装紙・紙器・不織
布製品の企画・製造など、
各種既製品から別注製造
まで幅広く対応しておりま
す。お気軽にお問い合わせ
ください。

WEB



かつおの旨みをギュッと凝縮させた尾鷲のソウ
ルフード。他にも高級珍味の「カラスミ」や、とこ
ぶしの瓶詰め、アワビの磯煮などを取り揃えてい

ます。無添加、
無着色で素材
の味を活かしな
がら一つひと
つ手作りをして
います。

創業以来変わらぬ製法でつくる
尾鷲特産のかつおの生節

主要取扱商品等

マッチング希望

鰹の生節、カラスミ、とこぶしの瓶詰め他各種水産加工品

熊野古道へお越しの際の
お土産としての取扱い

販路拡大のため
幅広く販売先を募集中 ───

合資会社大瀬勇商店 おおせいさむしょうてん

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
食ビジネス

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 0597-22-0563　FAX 0597-22-0311
E-mail espresso310@gmail.com
住所／三重県尾鷲市栄町2-16　WEB／https://oose-shoten.com

WEB

主要取扱商品等

マッチング希望

和食

個人・法人の皆様からの予約 ─── ───

日本料理 ふな田 にほんりょうり ふなだ

TEL 0597-47-0853　FAX ───
E-mail funada@camel.plala.or.jp
住所／三重県北牟婁郡紀北町東長島28　WEB／http://funada-mie.com/

受 注 連 携 発 注

WEB

紹介金庫 ▶ 紀北信用金庫 長島支店
飲食業

夏場は冷たく、冬場は温かい山の滋
養が豊富に含まれた地下水を汲み
上げ、完全無農薬の肉厚でおいし
い椎茸をハウス栽培・加工・販売して
います。インターネットでの販売のほ
か、尾鷲市内のスーパーや道の駅な
どでも、取り扱っています。

三木里海岸の潮風を受けた、肉厚で歯ごたえのある椎茸

主要取扱商品等

マッチング希望

生椎茸、干し椎茸、きくらげ

販路拡大のため
幅広く販売先を募集中 ─── ───

株式会社やきやまふぁーむ

受 注 連 携 発 注

金属研磨業

紹介金庫 ▶ 紀北信用金庫 古戸支店
食ビジネス

TEL 0597-28-8007　FAX 0597-28-8009
E-mail info@yakiyamafarm.com
住所／三重県尾鷲市三木里町249-1　WEB／http://yakiyamafarm.com/

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 白子支店
自動車販売業

主要取扱商品等

マッチング希望

新車、中古自動車、車検、一般修理

個人・法人を含めた販路の拡大 板金工場、修理工場 ───

TEL 059-380-5511　FAX 059-380-5522
E-mail ───
住所／三重県鈴鹿市岸岡町2091-1　WEB／───

受 注 連 携 発 注

40年を超える歴史と実績で、
おクルマ選びをお手伝いします！

有限会社ユーズドカー米川 ゆーずどかーよねかわ

国産・輸入中古車はもちろん、新車の販売も
行っております。一般修理や車検も受付ている
ので、お気軽にご相談ください。

魚は毎日市場から仕入れ、地元野
菜や伊賀肉など、食材にこだわる
創作和食のお店。入手困難な銘
柄を取り揃えた珠玉の日本酒は、
通をも唸らせることまちがいなし。

主要取扱商品等

マッチング希望

店内飲食（ランチ・ディナー）、各種仕出し、オードブルなど、テイクアウト

仕出しやお弁当の受注 個人、企業、福祉施設など ───

料理人歴20年以上。培った技術で、食から地域の活性化を目指します！
TAKIGAWA赤目 たきがわあかめ

TEL 0595-51-8105　FAX 0595-51-8105
E-mail info@takigawa-akame.jp
住所／三重県名張市赤目町丈六427-1　WEB／https://www.takigawa-akame.jp/

受 注 連 携 発 注

WEB

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 名張支店
飲食業（和食）

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 名張支店
自動車販売

主要取扱商品等

マッチング希望

自動車板金塗装、レンタカー、自動車部品企画販売

自動車の車検、レンタカー ─── ───

TEL 0595-48-6111　FAX 0595-48-6119
E-mail wnr6111＠yahoo.co.jp
住所／三重県名張市蔵持町原出782-1　WEB／https://wondergroup.jp/

受 注 連 携 発 注

WEB

WONDERの自動車メンテナンスは
安心、安全でお客様ファースト！

株式会社WONDER わんだー

名張市にあるワンダーが車の販
売から車検、鈑金塗装、カスタ
ム、コーティングなど、あなたのお
車をトータルサポートいたしま
す。また、レンタカー事業ではト
ラック、ハイエース、商用車など
もご用意できます。

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 名張支店
ホームページ制作、動画撮影・ドローン空撮、動画編集

主要取扱商品等

マッチング希望

結婚式の撮影＆エンドロール上映、企業店舗PR動画制作、
ホームページ制作、通販サイト構築など

企業、店舗などの動画
制作やサイト構築などIT全般 ─── ───

TEL 0595-63-3883　FAX 0595-48-6808
E-mail create@masaru.pro
住所／三重県名張市新町129番地　WEB／https://masaru.pro/

受 注 連 携 発 注

WEB

洗練されたコンテンツと心地よい構図のWEBサイトをご提案
有限会社 Fairy ふぇありー

本業のネイル雑貨
のインターネット販売
と併行して、企業や
お店のWEBサイトを
制作したり、結婚式
の動画撮影、建設
現場や観光地のド
ローンを使った空撮
にも対応可能です。

WEB

地元の魚、熊野市の美熊
野牛など三重県産の食材
にこだわった料理を提供しま
す。女性に人気のランチ
コースは2,530円（税込み）
より。夜は肩肘張らずに食
べる懐石コースが5,500円
（税込み）より。個室でゆっ
たりと過ごす至福のひととき
を、ぜひご堪能ください。

新鮮な旬の味覚を個室で味わう



かつおの旨みをギュッと凝縮させた尾鷲のソウ
ルフード。他にも高級珍味の「カラスミ」や、とこ
ぶしの瓶詰め、アワビの磯煮などを取り揃えてい

ます。無添加、
無着色で素材
の味を活かしな
がら一つひと
つ手作りをして
います。

創業以来変わらぬ製法でつくる
尾鷲特産のかつおの生節

主要取扱商品等

マッチング希望

鰹の生節、カラスミ、とこぶしの瓶詰め他各種水産加工品

熊野古道へお越しの際の
お土産としての取扱い

販路拡大のため
幅広く販売先を募集中 ───

合資会社大瀬勇商店 おおせいさむしょうてん

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
食ビジネス

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 0597-22-0563　FAX 0597-22-0311
E-mail espresso310@gmail.com
住所／三重県尾鷲市栄町2-16　WEB／https://oose-shoten.com

WEB

主要取扱商品等

マッチング希望

和食

個人・法人の皆様からの予約 ─── ───

日本料理 ふな田 にほんりょうり ふなだ

TEL 0597-47-0853　FAX ───
E-mail funada@camel.plala.or.jp
住所／三重県北牟婁郡紀北町東長島28　WEB／http://funada-mie.com/

受 注 連 携 発 注

WEB

紹介金庫 ▶ 紀北信用金庫 長島支店
飲食業

夏場は冷たく、冬場は温かい山の滋
養が豊富に含まれた地下水を汲み
上げ、完全無農薬の肉厚でおいし
い椎茸をハウス栽培・加工・販売して
います。インターネットでの販売のほ
か、尾鷲市内のスーパーや道の駅な
どでも、取り扱っています。

三木里海岸の潮風を受けた、肉厚で歯ごたえのある椎茸

主要取扱商品等

マッチング希望

生椎茸、干し椎茸、きくらげ

販路拡大のため
幅広く販売先を募集中 ─── ───

株式会社やきやまふぁーむ

受 注 連 携 発 注

金属研磨業

紹介金庫 ▶ 紀北信用金庫 古戸支店
食ビジネス

TEL 0597-28-8007　FAX 0597-28-8009
E-mail info@yakiyamafarm.com
住所／三重県尾鷲市三木里町249-1　WEB／http://yakiyamafarm.com/

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 白子支店
自動車販売業

主要取扱商品等

マッチング希望

新車、中古自動車、車検、一般修理

個人・法人を含めた販路の拡大 板金工場、修理工場 ───

TEL 059-380-5511　FAX 059-380-5522
E-mail ───
住所／三重県鈴鹿市岸岡町2091-1　WEB／───

受 注 連 携 発 注

40年を超える歴史と実績で、
おクルマ選びをお手伝いします！

有限会社ユーズドカー米川 ゆーずどかーよねかわ

国産・輸入中古車はもちろん、新車の販売も
行っております。一般修理や車検も受付ている
ので、お気軽にご相談ください。

魚は毎日市場から仕入れ、地元野
菜や伊賀肉など、食材にこだわる
創作和食のお店。入手困難な銘
柄を取り揃えた珠玉の日本酒は、
通をも唸らせることまちがいなし。

主要取扱商品等

マッチング希望

店内飲食（ランチ・ディナー）、各種仕出し、オードブルなど、テイクアウト

仕出しやお弁当の受注 個人、企業、福祉施設など ───

料理人歴20年以上。培った技術で、食から地域の活性化を目指します！
TAKIGAWA赤目 たきがわあかめ

TEL 0595-51-8105　FAX 0595-51-8105
E-mail info@takigawa-akame.jp
住所／三重県名張市赤目町丈六427-1　WEB／https://www.takigawa-akame.jp/

受 注 連 携 発 注

WEB

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 名張支店
飲食業（和食）

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 名張支店
自動車販売

主要取扱商品等

マッチング希望

自動車板金塗装、レンタカー、自動車部品企画販売

自動車の車検、レンタカー ─── ───

TEL 0595-48-6111　FAX 0595-48-6119
E-mail wnr6111＠yahoo.co.jp
住所／三重県名張市蔵持町原出782-1　WEB／https://wondergroup.jp/

受 注 連 携 発 注

WEB

WONDERの自動車メンテナンスは
安心、安全でお客様ファースト！

株式会社WONDER わんだー

名張市にあるワンダーが車の販
売から車検、鈑金塗装、カスタ
ム、コーティングなど、あなたのお
車をトータルサポートいたしま
す。また、レンタカー事業ではト
ラック、ハイエース、商用車など
もご用意できます。

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 名張支店
ホームページ制作、動画撮影・ドローン空撮、動画編集

主要取扱商品等

マッチング希望

結婚式の撮影＆エンドロール上映、企業店舗PR動画制作、
ホームページ制作、通販サイト構築など

企業、店舗などの動画
制作やサイト構築などIT全般 ─── ───

TEL 0595-63-3883　FAX 0595-48-6808
E-mail create@masaru.pro
住所／三重県名張市新町129番地　WEB／https://masaru.pro/

受 注 連 携 発 注

WEB

洗練されたコンテンツと心地よい構図のWEBサイトをご提案
有限会社 Fairy ふぇありー

本業のネイル雑貨
のインターネット販売
と併行して、企業や
お店のWEBサイトを
制作したり、結婚式
の動画撮影、建設
現場や観光地のド
ローンを使った空撮
にも対応可能です。

WEB

地元の魚、熊野市の美熊
野牛など三重県産の食材
にこだわった料理を提供しま
す。女性に人気のランチ
コースは2,530円（税込み）
より。夜は肩肘張らずに食
べる懐石コースが5,500円
（税込み）より。個室でゆっ
たりと過ごす至福のひととき
を、ぜひご堪能ください。

新鮮な旬の味覚を個室で味わう
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Research 中小企業景気動向調査（2021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

2021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▲22.0、前期
比▲9.9ポイントと、3期連続で改善し
ていたものの、一転して悪化に転じ
た。
全国の信用金庫取引先中小企業の
業況判断D.I.は▲31.6となり、前期
比5.5ポイントの改善となった。

2021年7月～9月期の三重県業況判
断D.I.（予想）は▲31.4ポイントで、当期
比▲9.4ポイントとさらに悪化する見通し
である。

資金繰り、設備投資実施割合は改善が進
み、人手不足は悪化した。

〇雇用（ヒト）
人手過不足判断D.I.は、▲25.4（マイナ
スは人手「不足」超）で、前期比▲0.4ポ
イントとやや悪化した。

〇設備投資（モノ）
設備投資実施企業割合は、31.4%と、
前期比0.3ポイントと2期連続でゆるや
かに改善した。

〇資金繰り（カネ）
資金繰り判断D.I.は、▲3.4と、前期比
6.1ポイントの改善となった。

〇直近の業況
2021年4月～6月期の三重県北部の業況判断D.I.（実績）は、
▲26.0と、前期比▲5.2ポイントと悪化に転じた。業種別では卸
売業、建設業、不動産業で改善、製造業、小売業、サービス業で
悪化となった。

〇来期の見通し
2021年7月～9月期の三重県北部の業況判断D.I.（予想）は、
▲33.8で、当期比▲7.8ポイントと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、製造業、卸売業、小売業、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
・Go To Travelの一時停止の影響や新型コロナウイルス感染が再拡
大したことで、売上が低迷。当面、先行き不透明な状況が続くことか
ら、補助金を活用しての業態転換も視野に入れている（サービス業）
・コロナ禍でのリモートワーク普及による半導体需要拡大で、業績は好
調であるが、一過性とも考えられ、先行きは不透明である（製造業）

・公共事業関連の受注は堅調だが、民間工事の動向が不透明であり
減収を予想している。また、為替の動向も収益に影響するため、販売価
格の値上げを検討している（卸売業：土木資材）

・良い販売用不動産がなかなか出てこず、仕入れが難しくなっている。既
存物件も一部長期化しており、早期売却に努め資金繰りの円滑化を
図っていきたい。今後は「ウッドショック」にも注視していく（不動産業）
・売上はカタログ販売が主力のため、新型コロナウイルス感染拡大の影
響はさほどないものの、2年連続で萬古祭りが中止となっており、在庫
過剰となりつつあること、及び個人の消費意欲が減退傾向であること
から、非常に危惧しているところである（卸売業：萬古焼陶磁器）

三重県内での業種別では卸売業、不動産業で改善、製造業、小売業、サービス業、建設業で悪
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4月～6月期の三重県南部の業況判断D.I.（実績）は
▲14.6で、前期比▲19.8ポイントと大幅な悪化となった。業種
別では不動産業で改善、製造業、卸売業で横ばい、小売業、
サービス業、建設業で悪化となった。
〇来期の見通し
2021年7月～9月期の三重県南部の業況判断D.I.（予想）は
▲26.8で、当期比▲12.2ポイントと悪化の予想である。業種別
ではサービス業で改善、卸売業で横ばい、製造業、小売業、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
・昨年はコロナウイルスの影響により遠のいていた客足も少しずつ
戻ってきている。現在、好調であるインターネット販売に力を入れ売上
アップに努力している。
　今後については、売上増加の為、従業員の教育を重点課題として取
り組む方針（サービス業：メガネ販売）
・昨年から比べ取引先が減少していることから、今後の売上は減少す
る見込み。現状維持を確保するため、新たな取引先を開拓している。
コロナウイルスの直接的な影響はないが間接的には影響しているの
で落ち着くまでは厳しい状態が続く見込み（小売業：複合機）
・中国からの輸入がストップして木材が入ってこない状況であり、価格
高騰による今後の住宅等への影響を懸念している。また、近年の天
候不順による影響も懸念している（卸売業：木材）
・新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、依然売り上げは減少傾
向にある。既存取引先を含む販路拡大や販売費の抑制等を行い、今
後の収益確保を目指していく（製造業：調味料）

快晴
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Research 中小企業景気動向調査（2021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

2021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▲22.0、前期
比▲9.9ポイントと、3期連続で改善し
ていたものの、一転して悪化に転じ
た。
全国の信用金庫取引先中小企業の
業況判断D.I.は▲31.6となり、前期
比5.5ポイントの改善となった。

2021年7月～9月期の三重県業況判
断D.I.（予想）は▲31.4ポイントで、当期
比▲9.4ポイントとさらに悪化する見通し
である。

資金繰り、設備投資実施割合は改善が進
み、人手不足は悪化した。

〇雇用（ヒト）
人手過不足判断D.I.は、▲25.4（マイナ
スは人手「不足」超）で、前期比▲0.4ポ
イントとやや悪化した。

〇設備投資（モノ）
設備投資実施企業割合は、31.4%と、
前期比0.3ポイントと2期連続でゆるや
かに改善した。

〇資金繰り（カネ）
資金繰り判断D.I.は、▲3.4と、前期比
6.1ポイントの改善となった。

〇直近の業況
2021年4月～6月期の三重県北部の業況判断D.I.（実績）は、
▲26.0と、前期比▲5.2ポイントと悪化に転じた。業種別では卸
売業、建設業、不動産業で改善、製造業、小売業、サービス業で
悪化となった。

〇来期の見通し
2021年7月～9月期の三重県北部の業況判断D.I.（予想）は、
▲33.8で、当期比▲7.8ポイントと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、製造業、卸売業、小売業、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
・Go To Travelの一時停止の影響や新型コロナウイルス感染が再拡
大したことで、売上が低迷。当面、先行き不透明な状況が続くことか
ら、補助金を活用しての業態転換も視野に入れている（サービス業）
・コロナ禍でのリモートワーク普及による半導体需要拡大で、業績は好
調であるが、一過性とも考えられ、先行きは不透明である（製造業）

・公共事業関連の受注は堅調だが、民間工事の動向が不透明であり
減収を予想している。また、為替の動向も収益に影響するため、販売価
格の値上げを検討している（卸売業：土木資材）

・良い販売用不動産がなかなか出てこず、仕入れが難しくなっている。既
存物件も一部長期化しており、早期売却に努め資金繰りの円滑化を
図っていきたい。今後は「ウッドショック」にも注視していく（不動産業）
・売上はカタログ販売が主力のため、新型コロナウイルス感染拡大の影
響はさほどないものの、2年連続で萬古祭りが中止となっており、在庫
過剰となりつつあること、及び個人の消費意欲が減退傾向であること
から、非常に危惧しているところである（卸売業：萬古焼陶磁器）

三重県内での業種別では卸売業、不動産業で改善、製造業、小売業、サービス業、建設業で悪
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4月～6月期の三重県南部の業況判断D.I.（実績）は
▲14.6で、前期比▲19.8ポイントと大幅な悪化となった。業種
別では不動産業で改善、製造業、卸売業で横ばい、小売業、
サービス業、建設業で悪化となった。
〇来期の見通し
2021年7月～9月期の三重県南部の業況判断D.I.（予想）は
▲26.8で、当期比▲12.2ポイントと悪化の予想である。業種別
ではサービス業で改善、卸売業で横ばい、製造業、小売業、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
・昨年はコロナウイルスの影響により遠のいていた客足も少しずつ
戻ってきている。現在、好調であるインターネット販売に力を入れ売上
アップに努力している。
　今後については、売上増加の為、従業員の教育を重点課題として取
り組む方針（サービス業：メガネ販売）
・昨年から比べ取引先が減少していることから、今後の売上は減少す
る見込み。現状維持を確保するため、新たな取引先を開拓している。
コロナウイルスの直接的な影響はないが間接的には影響しているの
で落ち着くまでは厳しい状態が続く見込み（小売業：複合機）
・中国からの輸入がストップして木材が入ってこない状況であり、価格
高騰による今後の住宅等への影響を懸念している。また、近年の天
候不順による影響も懸念している（卸売業：木材）
・新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、依然売り上げは減少傾
向にある。既存取引先を含む販路拡大や販売費の抑制等を行い、今
後の収益確保を目指していく（製造業：調味料）
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