
ア・ア・ンコーポレーション
株式会社 http://www.aan.jp/ 建設業 湖南市

株式会社アダムスセキュリティ https://adams-security.jp/ その他 草津市

安全索道株式会社 https://ansaku.jp/ 製造業 守山市

石友ホームグループ https://www.ishitomo-
home.co.jp/recruit/ 建設業 栗東市

一圓テクノス株式会社 https://ichien.co.jp 建設業 彦根市

株式会社市金工業社 http://www.ichikin.co.jp/ 製造業 草津市

株式会社
イチバン・コーポレーション https://ichiban.co.jp/ サービス・飲食業 彦根市

株式会社伊藤組 https://www.itohgumi.jp/ 建設業 彦根市

株式会社ＡＵＣ https://www.a-u-c.co.jp/ 建設業 東近江市

株式会社エフアイ https://www.efuai.co.jp/ サービス・飲食業 近江八幡市

社会福祉法人近江ちいろば会 https://chiiroba.jp 医療・社会福祉・教育 湖南市

近江鉄道株式会社 https://www.ohmitetudo.co.jp/ 運輸・物流業 彦根市

株式会社尾賀亀 https://ogakame.jp/ 卸売・小売業 近江八幡市

株式会社かんき建設 https://en-gage.net/canki_saiyo/ 建設業 近江八幡市

関西産業株式会社 http://www.kansai-
sangyo.co.jp/recruit.html 製造業 彦根市

株式会社カンセツ http://www.kansetsu.co.jp/ その他 草津市

キステム株式会社 https://www.kistem.co.jp/ 情報サービス・通信業 大津市

キヤノンマシナリー株式会社 https://machinery.canon/ja/ 製造業 草津市
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株式会社近畿予防医学研究所 https://www.kinkiyoken.co.jp/ サービス・飲食業 大津市

社会福祉法人グロー https://glow.or.jp/ 医療・社会福祉・教育 近江八幡市

社会福祉法人甲南会
特別養護老人ホームせせらぎ苑 http://kohnankai.jp 医療・社会福祉・教育 甲賀市

湖国精工株式会社 http://www.kokokuseiko.co.jp 製造業 大津市

社会福祉法人湖南会 https://konankai.or.jp 医療・社会福祉・教育 守山市

株式会社駒月 https://job.mynavi.jp/23/pc/search/cor
p220324/outline.html 製造業 甲賀市

コムシス株式会社 https://www.comsis.co.jp/ 情報サービス・通信業 草津市

サイチ工業株式会社 https://saichi-kk.co.jp/ 製造業 栗東市

株式会社三東工業社 https://www.santo.co.jp 建設業 栗東市

株式会社ジーテクト https://www.g-tekt.jp/ 製造業 甲賀市

社会福祉法人慈惠会ゆいの里 https://recruit.yuinosato.or.jp/ 医療・社会福祉・教育 守山市

滋賀シミズ精工株式会社 http://www.shigashimizu.co.jp 製造業 甲賀市

滋賀中央信用金庫 https://www.shigachushin.jp 金融・保険・不動産業 彦根市

滋賀テレコム株式会社 https://www.s-tc.jp 情報サービス・通信業 大津市

滋賀びわ湖青果株式会社 https://biwako-seika.co.jp 卸売・小売業 大津市

滋賀ホンダ販売株式会社 https://hondacars-
shigaminami.com/recruit/ 卸売・小売業 草津市

株式会社ジョーニシ https://www.jonishi.co.jp/ 製造業 甲賀市

新生化学工業株式会社 https://shinsei-shiga.co.jp/recruit/ 製造業 大津市

株式会社信和ゴルフメンテナンス https://www.shinwagolf.co.jp/saiyou/ サービス・飲食業 甲賀市

社会福祉法人すぎやまの家 https://sugiyamanoie.ever.jp 医療・社会福祉・教育 高島市

社会福祉法人洗心福祉会 https://www.sensin.or.jp/ 医療・社会福祉・教育 甲賀市

株式会社千成亭風土 https://www.sennaritei.jp/ 卸売・小売業 彦根市
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株式会社大正堂 http://www.taisyodo.co.jp/ 卸売・小売業 甲賀市

株式会社タオ https://www.tenjin.cc/recruit/ 情報サービス・通信業 草津市

TBカワシマ株式会社 https://www.tb-kawashima.co.jp 製造業 愛荘町

ティーマネジメント株式会社
（テレポートグループ） https://tmanagement.jp/ その他 大津市

株式会社手原産業倉庫 https://www.tehara.co.jp/ 運輸・物流業 栗東市

東海電工株式会社 https://tokaidenko.co.jp/ 製造業 野洲市

中島商事株式会社 http://www.nakajima-group.co.jp 卸売・小売業 東近江市

西村建設株式会社 http://www.nsmr.co.jp 建設業 湖南市

ニシムラ株式会社 http://www.nishimura-c.co.jp/ 卸売・小売業 栗東市

株式会社ニチイ学館大津支店 https://www.nichiigakkan.co.jp/ 医療・社会福祉・教育 大津市

日本シーエムアイ株式会社 https://nippon-cmi.co.jp/ 製造業 湖南市

日本観光開発株式会社 http://minami-group.jp サービス・飲食業 草津市

株式会社ハートフレンド https://www.super-fresco.co.jp/ 卸売・小売業 大津市

橋本不動産株式会社 https://hashimoto-net.co.jp/recruit2/ 金融・保険・不動産業 守山市

株式会社ピーダブルビー http://pwb.co.jp 製造業 草津市

株式会社ビジョンメガネ https://www.vision-megane.co.jp/ 卸売・小売業 野洲市

株式会社日吉 https://www.hiyoshi-es.co.jp/recruit/ その他 近江八幡市

廣瀬バルブ工業株式会社 http://www.hirose-valves.co.jp 製造業 彦根市

社会福祉法人美輪湖の家大津 https://www.biwakonoie-otsu.or.jp/ 医療・社会福祉・教育 大津市

富士電波工業株式会社 http://www.fujidempa.co.jp 製造業 湖南市

株式会社プレイ比良 http://www.pray.co.jp サービス・飲食業 大津市

平和商事株式会社 https://job-gear.net/heiwa/ サービス・飲食業 草津市
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宮川印刷株式会社 https://www.miyagawainsatsu.co.jp/ 出版・印刷業 大津市

株式会社向茂組 https://www.mukoshige.com 建設業 東近江市

株式会社目片鉄工所 https://www.mekataworks.jp/ 製造業 大津市

計70社

株式会社山久 http://the-yamakyu.co.jp/ 卸売・小売業 長浜市

ヤマナカアドバンスマテリアル
株式会社 https://www.yepc.co.jp 製造業 大津市

株式会社やまみ https://www.yamami.co.jp/ 製造業 甲賀市

株式会社ユニテツク滋賀事業所 https://job.mynavi.jp/23/pc/search/cor
p202599/outline.html サービス・飲食業 東近江市

ヨコハマタイヤ滋賀販売株式会社 http://www.yrc.co.jp/yours/g-saiyo/ 卸売・小売業 長浜市
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