
三重県柔道協会 協賛団体一覧 
（２０１９年 ５月 現在） 

団体名（企業名） 代表者名 住   所 電話番号 

ぽっかぽか堂 松岡 圭介 
〒510－8105 

 三重郡朝日町向陽台 2－15－18 
059－377－0620 

四日市西地区防犯協会  
〒510－1222 

 三重郡菰野町大字大強原 3241 
059－394－0110 

四日市北地区防犯協会  
〒510－8015 

 四日市市松原町 4番 32号 
059－366－2858 

四日市地区防犯協会  
〒510－0064 

 四日市市新正 5－5－5 
090－355－0110 

昌和商事㈱ 田村 三千夫 
〒514－0817 

 津市高茶屋小森町 2892番地 311 
059－234－7619 

花のトヨダ 

 セノパーク店 
豊田 清博 

〒514－0101 

 津市白塚町鎌田 3939－1 059－232－3545 

髙尾畜産 髙尾 洋輔 
〒515－1301 

 松阪市飯南町深野 1962 
0598－32－4555 

㈱渡辺鉄工 渡邉 真剛 
〒510－0103 

 四日市市楠町北五味塚 1256 
059－397－5200 

㈱津市環境公社 原田 日出夫 
〒514－0019 

 津市住吉町 1－10 
059－226－5181 

（有）山村乳業 山村 豊裕 
〒516－0079 

 伊勢市大世古 3－5－8 
0596－28－4563 

㈱ホテル清海 五十子 智 
〒519－0601 

 伊勢市二見町松下 1349－136 
0596－43－2046 

はしもと接骨院 橋本  誠 
〒519－0607 

 伊勢市二見町西 132－1 
0596－43－3954 

ドゥ－ス・ド・フランス 倉世古 和弘 
〒516－0804 

 伊勢市御薗町長屋 3039 
0596－24－4325 

㈱ストーリア 水谷  晃 
〒513－0806 

 鈴鹿市算所 1丁目 1－1 
059－375－1500 

岩本整骨院 岩本 嘉生 
〒510－0211 

 鈴鹿市東旭が丘 4丁目 5－3 
059－387－0456 

豊田接骨院 豊田 長億 
〒513－0836 

 鈴鹿市国府町 2406－4 
059－378－8236 

中西整骨院 中西 孝之 
〒513－0014 

 鈴鹿市高岡町 737－3 
059－382－2210 

池田接骨院 池田 浩司 
〒513－0806 

 鈴鹿市算所 5－13－27 
059－370－3288 

坪田ハリキュウ整骨院 坪田 信司 
〒513－0827 

 鈴鹿市大池 2丁目 12－33 
059－378－2147 

こころ接骨院 市川 秀彦 
〒510－0218 

 鈴鹿市野町西 1丁目 4－12 
059－388－8556 

うけい接骨院 請井 康人 
〒519－0106 

 亀山市みどり町 1－37 
0595－82－1300 

（有）IBA 伊庭 秀幸 
〒515－2325 

 松阪市嬉野中川新町 2 丁目 183－102 
0598－42－7980 



（有）夢菓子工房ことよ 岡本 伸治 
〒510－0943 

 四日市市西日野町 4987 
059－322－1226 

三重外湾漁業協同組合 淺利 利一 
〒516－1308 

 度会郡南伊勢町奈屋浦 3 
0596－72－2244 

㈱板谷自動車工業 坂谷 隆德 
〒516－0009 

 伊勢市河崎 2丁目 18番 7号 
0596－23－0522 

イセット㈱ 伊藤 尚貫 
〒514－0003 

 津市桜橋 3丁目 408番地 
059－227－2000 

㈱山野建設 山野  稔 
〒516－0062 

 伊勢市浦口 4－1－11 
0596－22－3188 

長岡柔道スポーツ少年団 中村 辰行 
〒517－0032 

 鳥羽市相差町 1423 
0599－33－6008 

みくも鍼灸接骨院 田端 隆宣 
〒515－2108 

 松阪市甚目町 18－14 
0598－56－9940 

（有）河田漢方薬品 河田 恵吾 
〒515－0804 

 松阪市太平尾町 408 
0598－51－4530 

中部ケータリングサービス 市岡 庸平 
〒513－0034 

 鈴鹿市須賀 2－6－12 
059－373－1717 

ミヤタスポーツ 宮田 克己 
〒514－1101 

 津市久居明神町 2487－1 
059－255－2949 

鈴木商事 鈴木 璋司 
〒510－0302 

 津市河芸町千里ケ丘 3921 
059－245－0363 

(株)武道東海 小塚 淑弘 
〒514－0042 

 津市新町 2丁目 11－12 
059－226－7410 

瀬古農園 瀬古 繁美 
〒519－5203 

 南牟婁郡御浜町下市木 3818 
05979－2－1250 

みかんの里 杉谷 俊毅 
〒519－4563 

 熊野市飛鳥町小坂 822－2 
0597－84－1010 

きほう接骨院 畠  崇晃 
〒519－5712 

 南牟婁郡紀宝町神内 178－12 
0753－33－0114 

エフエフシーくまの（有） 荘司  裕 
〒519－5716 

 南牟婁郡紀宝町北桧枝 44－4 
0735－22－5354 

伊藤整骨院・香取道場 伊藤 孝彦 
〒511－0102 

 桑名市多度町香取 44 
0594－48－2003 

水谷接骨院 水谷 澄夫 
〒511－0276 

 いなべ市大安町石槫下 113－4 
0594－78－0770 

○信緑香園 伊藤 典明 
〒511－0266 

 いなべ市大安町石槫南 2225－2 
0594－78－0027 

古市員弁整骨院 古市 博己 
〒511－0202 

 いなべ市員弁町楚原 622－2 
0594－74－4789 

焼肉ユキ 山下 美雪 
〒511－0808 

 桑名市下深谷部 454－4 
0594－29－1848 

いとう接骨院 伊藤 宣人 
〒516－0009 

 伊勢市河崎 1－12－3 
0596－25－3044 

合同会社 西武 西濵 多恵子 
〒516－0101 

 度会郡南伊勢町五ヶ所浦 1024 
0599－66－0228 

前田接骨院 前田 武久 
〒519－4324 

 熊野市井戸町 577 
0597－89－1468 

SARA SPORTS 宇佐美 義文 
〒512－0911 

 四日市市生桑町 1593－1 
059－331－0810 



床屋まえだ 前田 幹男 
〒513－0043 

 鈴鹿市長太栄町 3－16－15 
059－385－0816 

伊藤接骨院 伊藤 紀夫 
〒511－0047 

 桑名市鍛冶町 28 
0594－22－2954 

美容室ジュニア 島田 靖司 
〒511－0048 

 桑名市新町 86 
0594－24－7211 

日本料理あたご 石川  力 
〒511－0122 

 桑名市多度町古野 517 
0594－48－2211 

おとんかつ ひめ 石川  力 
〒511－0203 

 いなべ市員弁町畑新田 607－1 
0594－74－6066 

水谷鉄工㈱ 水谷 俊昭 
〒511－0122 

 桑名市多度町古野 659 
0594－48－2318 

壽印刷工業㈱ 村山  満 
〒514－2321 

 津市安濃町今徳字川原 1349 
059－268－3538 

㈱ホンダカーズ伊賀北 宮田 孝治 
〒518－0008 

 伊賀市印代 248－1 
0595－23－9532 

㈱マルジュ 馬場 寿恵二 
〒518－0123 

 伊賀市猪田 1319－1 
0595－23－5285 

名張自動車学校 中島 滋泰 
〒518－0603 

 名張市西原町 2688 
0595－65－3400 

伊賀市柔道会 北岡 史好 
〒518－0832 

 伊賀市上野車坂 655－140 
0595－23－8217 

農事組合法人 百笑楽匠 松山  智 
〒518－0014 

 伊賀市西条 1281 
0595－21－2048 

飯高砂利㈱ 橋本 美智也 
〒515－1615 

 松阪市飯高町森 121 
0598－45－0171 

三重畜産（有） 坂  永悟 
〒510－0064 

 四日市市新正 4－14－20 
059－350－0077 

(株)雅断熱 伊藤 雅大 
〒512－1204 

 四日市市赤水町 986－8 
059－324－7767 

(株)良和生活支援事業所 伊藤  良 
〒512－0924 

 四日市市寺方町 909 
059－326－3188 

（有）中野製餅店 中野 和彦 
〒513－0809 

 鈴鹿市西条四丁目 22番地 
059－382－0162 

西川製版 西川 公雄 
〒579－8046 

 東大阪市昭和町 20－9 
0729－84－8259 

(株)赤目山水園 小川 貴司 
〒518－0464 

 名張市赤目町柏原 1203番地 
059－362－0162 

喰道楽 川村 幸司 
〒510－0067 

 四日市市浜田町 11－5 
059－351－4994 

（有）ケイテック 高坂 和久 
〒510－0836 

 四日市市松本三丁目 1－19 
059－302－3646 

川田建築 川田 真吾 
〒512－1203 

 四日市市下海老町 2167－1 
059－326－6365 

メタルアートシンエイ 金沢  修 
〒498－0815 

 木曽岬町白鷺 628－54 
090－304－6964 

鴻鵠電気 柴田  聖 
〒510－0302 

 津市河芸町千里ヶ丘 42－39 
059－245－3775 

和食処一歩芽 大西 世里子 
〒514－1255 

 津市庄田町 2424 
059－271－7274 



笑旨からあげ富やＸＸ 木本 紹弘 
〒510－0308 

 津市河芸町中瀬 119－1 
059－261－1254 

小松エンジニアリング(株) 濵浦 啓郎 
〒512－8056 

 四日市市札場町 377－1 
059－337－1212 

ザ白梅クラシックガーデン 笹野 恭史 
〒510－0948 

 四日市市室町町 340 
059－320－0888 

公立学校共済組合津宿泊所 

プラザ洞津 
辻  昭司 

〒514－0042 

 津市新町一丁目 6番 28号 
059－227－3291 

辻木材株式会社 辻  伴壽 
〒510－1324 

 菰野町田光 3237 
059－396－0035 

（有）ホテル湯の本 西田 厚子 
〒510－1233 

 菰野町菰野 8497 
059－392－2141 

菰野自動車学校 藤森 康弘 
〒510－0948 

 菰野町福村 877－6 
059－393－2033 

四日市自動車学校 池田 政哉 
〒510－0064 

 四日市市新正 3丁目 7番 6号 
059－353－0151 

ヤタカ興業㈱川越自動車学校 松本 昌章 
〒510－8123 

 三重郡川越町豊田一色 522 
059－364－4188 

せこ接骨院 瀬古 振一郎 
〒512－8054 

 四日市市朝明町 302－2 
059－337－1200 

ブリクストン 中条 尚紀 
〒514－0076 

 津市一身田上津部田 1470－17 
059－222－7558 

ニッポー工業株式会社 

鈴鹿工場 
 

〒513－0024 

 鈴鹿市野辺 1－4－6 
059－382－5425 

  
 

 

 


