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三重県内を中心に、地域の公共交通とし
て乗合・貸切バス事業を展開しています。
さらには、名古屋・東京・大阪・京都への
都市間高速バスや、中部国際空港行
のリムジンバスを運行しています。

三重県内一円と名古屋において、サービスステーションを
展開して石油製品や、自家用車等を販売しています。
また、整備工場での自動車整備や液化石油ガスの供給・
販売などの事業も展開しています。

名古屋駅のジェイアール名古屋タカシマヤ5F～11Fにある
「東急ハンズ名古屋店」と、栄の「東急ハンズANNEX店」
の2店舗をフランチャイズにより展開しています。

三重県のイオンモール桑名内にある「東急ハンズ桑名店」
と、名古屋市西区の商業施設mozoワンダーシティ内に
ある「東急ハンズ名古屋モゾ ワンダーシティ店」の2店舗を
フランチャイズにより展開しています。

三重県内一円に営業拠点を持ついすゞ 自動車販売店で
す。トラック・バス等の新車販売業、中古車販売業、用品の
販売・製作、修理・加工及び車体製作、その他付帯事業を
展開しています。

ビジネスホテルを営む三交
インは、東京・静岡・愛知・三
重・大阪・京都に全15ホテル
を展開し、2020年4月には
名古屋駅桜通に「三交イン
Grande名古屋」を開業しま
した。

鈴鹿国定公園の主峰御在所岳と
湯の山温泉を結ぶ全長2,161m、
高低差780mの「御在所ロープウ
エイ」を運営しています。2018年7月
にリニューアルを行い、御在所岳
の優れた自然環境の魅力を今ま
で以上にお楽しみいただけます。

2016年に指定70周年を迎
えた伊勢志摩国立公園内
に位置し、鳥羽湾を一望で
きるリゾートホテル「鳥羽シー
サイドホテル」を運営してい
ます。

御在所岳山麓の湯の山温
泉から近く、新名神高速道
路菰野IC下車約3分のとこ
ろに位置する本格的リゾート
コース「三重カンツリークラ
ブ」（18ホール・パー72）を
運営しています。

愛知・岐阜・三重県の東海地方におい
て、基幹事業の貸切バス事業をはじめ、
岐阜県西濃地域をつなぐ乗合バスやコ
ミュニティバス、名古屋から京都・大阪・
USJを結ぶ高速バスを運行しています。

三重県伊勢地区の一部乗合路線と
「高速鳥羽大宮線」を運行するほか、
貸切バス事業や三重交通からの乗合・
貸切運行受託事業を行っています。

貸切バス事業や三重交通からの貸切
運行受託事業のほか、「大杉線」（松阪
駅前～シャープ正門前）を三重交通と
共同運行しています。

三重県、愛知県を中心に、分譲マンションやビル・商業施設等の総合管理事業、
ホテルの客室清掃事業を行っています。また、建物設備やマンションの大規模修繕
工事、庭木・植栽の剪定など、地域に根ざした事業を展開しています。

中部圏、首都圏、関西圏において、オフィスビルや商業施設、都心型ホテル等を開発する施設賃貸事業や分譲マンションブランド
「Praise（プレイズ）」を展開しています。また、地元中部圏においては、街並みをデザインする分譲戸建ブランド「Precia（プレシア）」、
「三交ホーム」ブランドで親しまれている注文住宅事業、リフォーム事業、仲介事業、サービス付き高齢者向け住宅事業に加え、
近年では環境に優しいクリーンエネルギーのメガソーラー発電所の開発や、農業に参入する等、多岐にわたる事業を展開している
総合不動産会社です。

三重県の桑名駅からいなべ市大安町を
結ぶ乗合バスの運行や、コミュニティバス
の運行受託を行っています。

三重県内に4つの営業所があり、企業
の送迎、観光タクシー、買物代行等幅
広くご利用いただいています。また少人
数の団体の移動に人気のジャンボタク
シーも10台程所有しています。

中部圏を中心に不動産鑑定と補償コン
サルタントを両輪とした業務を展開して
います。長年の実績や三重交通グルー
プの一員としての信用をベースに行政
関係、企業から個人のお客様まで、クラ
イアントのニーズにあった質の高いス
ピーディーな評価でおこたえします。

運輸業は、グループ6社
からなり、三重交通グルー
プの基幹事業の一つと
して、日本でも有数の規
模を誇るバス事業を中
心に展開しています。地
域社会の足として、安全
対策の推進、多様化す
る顧客ニーズへの対応
を行い、さらなるお客様
満足度向上を目指して
います。

不動産業は、グループ3社
からなり、三重交通グ
ループの基幹事業の一つ
として、多彩なニーズを
捉えた「まちづくり」の一翼
を担っています。環境エ
ネルギー事業の「メガ
ソーラー」にも注力し、
安心・快適な都市空間・
住空間を拡げています。

名阪国道・伊勢自動車道・
東名阪自動車道の分岐点
である関JCT近くに「名阪関
ドライブイン」、名阪国道大
内IC沿いに「名阪上野ドラ
イブイン」を運営しています。

1978年にオープンの、松阪
市街地に隣接した丘陵地に
位置する「松阪カントリーク
ラブ」（18 ホール・パー 72）
を運営しています。

愛知県、岐阜県、三重県での
企画旅行商品「カッコーパルック」
の販売をはじめ、海外旅行、団
体旅行等、楽しい旅をご提案
しています。

株式会社三交ドライビングスクール
三重県四日市市の四日市自
動車学校では、大型二種（バ
ス）免許をはじめ、大型、普
通、二輪等すべての運転免
許が取得可能です。また、名
古屋市港区の名四自動車学
校も運営しています。

ミドリサービス株式会社
主に岐阜県西濃地域にて、
造園土木業、警備業・生活
支援業を展開しています。

三交ウェルフェア株式会社
三重県桑名市にあるサー
ビス付き高齢者向け住宅
「ウェルフェア桑名」の運営
及び介護事業を展開してい
ます。

三重県観光開発株式会社
伊勢志摩スカイラインの有料
道路や売店をはじめ、伊勢自動
車道の安濃SA上り線、嬉野
PA下り線、東名阪自動車道の
亀山PA上下線、大山田PA下り
線の売店等を運営しています。

流通業
流通業は、グループ4社
からなり、石油製品販売
事業、生活用品販売事
業でのフランチャイズ展
開、自動車販売事業を
行っています。暮らしを
支える商品・サービスを
提供し、快適で創造性
豊かな暮らしの実現をサ
ポートしています。

レジャー・サービス業は、
グループ11社からなり、
ホテル・旅館・ロープウェ
イ・ドライブイン・ゴルフ
場等を運営しています。
国内旅行をはじめとす
るレジャーやサービスを
提供し、うるおいのある
時間づくりをお手伝いし
ています。

レジャー・
サービス業

サービスの提供を目指します。三重交通グループは、安全・安心・安定・快適な

運輸業

不動産業
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