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≪企 業 名≫ 株式会社神都保険事務所 

≪代表者名≫ 中北 吉久 氏 

≪住  所≫ 伊勢市御薗町王中島 20-1 

≪支  部≫ 御薗支部 

≪業  種≫ 保険代理店 

≪企 業 名≫ 株式会社吉村塗装 

≪代表者名≫ 吉村 裕輝 氏 

≪住  所≫ 志摩市磯部町迫間 535-9 

≪支  部≫ 志摩支部 

≪業  種≫ 塗装業 

≪企 業 名≫ 株式会社ビーグルコーポレーション 

≪代表者名≫ 金 要 氏 

≪住  所≫ 伊勢市曽祢 2丁目 15-11 

≪支  部≫ 厚生支部 

≪業  種≫ 建設業 

≪企 業 名≫ みえぎょれん販売株式会社 

≪代表者名≫ 永富 洋一 氏 

≪住  所≫ 伊勢市朝熊町 3477-32 

≪支  部≫ 五十鈴支部 

≪業  種≫ 海苔等水産物の加工卸業 

≪企 業 名≫ 一般社団法人鳥羽市観光協会 

≪代表者名≫ 吉川 勝也 氏 

≪住  所≫ 鳥羽市大明東町 1-7 

≪支  部≫ 鳥羽支部 

≪業  種≫ 財団・社団法人 
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－18－ －19－

平成26年７月１日～平成26年10月31日

株式会社ビーグルコーポレーション

代表者名：金　要 氏
住　　所：伊勢市曽祢２丁目15-11
支　　部：厚生支部
業　　種：建設業

株式会社吉村塗装

代表者名：吉村　裕輝 氏
住　　所：志摩市磯部町迫間535-9
支　　部：志摩支部
業　　種：塗装業

株式会社神都保険事務所

代表者名：中北　吉久 氏
住　　所：伊勢市御薗町王中島20-1
支　　部：御薗支部
業　　種：保険代理店

一般社団法人鳥羽市観光協会

代表者名：吉川　勝也 氏
住　　所：鳥羽市大明東町1-7
支　　部：鳥羽支部
業　　種：財団・社団法人

みえぎょれん販売株式会社

代表者名：永富　洋一 氏
住　　所：伊勢市朝熊町3477-32
支　　部：五十鈴支部
業　　種：海苔等水産物の加工卸業

株式会社クスキ

代表者名：森田　実 氏
住　　所：伊勢市大世古4丁目4-18
支　　部：厚生支部
業　　種：米穀販売

株式会社伊勢宮

代表者名：奥野　剛啓 氏
住　　所：伊勢市河崎2丁目22-27
支　　部：有緝支部
業　　種：小売業
会社ＰＲ：この地ならではの神棚・神具を
全国に販売しております。また「藝」は
神への捧げ・祈りという信仰の対象とし
て発展してきた歴史にのっとり「伊

い

勢
せ

御
み

屋
や

藝
げい

品
ひん

店
てん

」を河崎にて開廊しています。

株式会社丸善商店

代表者名：上村　善 氏
住　　所：志摩市阿児町甲賀3574-1
支　　部：志摩支部
業　　種：海藻製造販売業

有限会社山添自動車整備工場

代表者名：山添　慎二 氏
住　　所：度会郡大紀町崎1885-1
支　　部：大紀支部
業　　種：自動車整備販売
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