
株式会社あいむ http://k-aimu.co.jp 医療・社会福祉・教育 守山, 野洲, 甲賀

旭計器工業株式会社 https://www.asahigauge.co.jp/ 製造業 湖南

石友ホームグループ https://www.ishitomo-recruit.jp/ 建設業 草津, 栗東, 彦根

株式会社イズミ https://www.c21izumi.com/recruit/ 金融・保険・不動産業 彦根

一圓テクノス株式会社 https://ichien.co.jp 建設業 大津, 東近江 彦根, 長浜

株式会社市金工業社 https://www.ichikin.net/recruit/ 製造業 草津

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

近江ちいろば会 https://chiiroba.jp/ 医療・社会福祉・教育 甲賀, 湖南

株式会社オオサワ http://www.ohsawagroup.co.jp 卸売・小売業 大津

株式会社 太田廣 滋賀営業所 https://job.mynavi.jp/24/pc/search/cor
p233850/outline.html 卸売・小売業 草津

株式会社尾賀亀 https://ogakame.jp/ 卸売・小売業
大津, 草津, 守山, 栗東, 野洲
東近江, 近江八幡, 竜王, 彦根
米原, 長浜

堅田電機株式会社 https://job.mynavi.jp/24/pc/search/cor
p209032/outline.html 製造業 大津

医療法人華頂会 http://www.kachokai.or.jp/ 医療・社会福祉・教育 大津

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

株式会社カンセツ https://www.kansetsu.co.jp/recruit/men
u 機械設計業 草津, 彦根

社会福祉法人桐生会 http://www.kiryuen.jp 医療・社会福祉・教育 大津

株式会社近畿予防医学研究所 https://www.kinkiyoken.co.jp/ 医療・社会福祉・教育 大津, 草津

株式会社クリスタル光学 http://www.crystal-opt.co.jp 製造業 大津

建設ゴム株式会社 https://www.kengom.co.jp/ 卸売・小売業 東近江
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小泉製麻株式会社 https://www.koizumiseima.co.jp/recruit/ 製造業 東近江

社会福祉法人甲南会せせらぎ苑 http://kohnankai.jp 医療・社会福祉・教育 甲賀

株式会社湖光 https://www.koko-group.com リース・レンタル 大津, 草津, 栗東, 甲賀
近江八幡, 長浜

三恵工業株式会社 http://www.sankei-555.co.jp/jp/ 製造業 栗東

株式会社サンワコン https://www.sanwacon.co.jp/recruit/ne
w-graduate 総合建設コンサルタント業 守山, 栗東, 長浜

三和精機株式会社 滋賀製作所 https://www.sanwa-seiki.co.jp/ 製造業 守山

株式会社シーディアイ www.cdi.jpn.com 製造業 東近江, 日野

有限会社ジーフォース https://www.gforce.jp 金融・保険・不動産業 栗東

社会福祉法人慈惠会ゆいの里
https://www.yuinosato.or.jp/
https://recruit.yuinosato.or.jp/

医療・社会福祉・教育 守山

特定非営利活動法人
滋賀県社会就労事業振興センター https://hataraku-shiga.net/ 医療・社会福祉・教育 大津, 草津

滋賀ホンダ販売株式会社 https://hondacars-shigaminami.com/ 卸売・小売業 大津, 草津, 守山, 野洲, 高島

滋賀ヤサカ自動車株式会社 https://shiga-yasaka.jp 運輸・物流業 大津, 草津

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

株式会社シンコーメタリコン https://www.shinco-metalicon.co.jp 製造業 湖南

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

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

株式会社扇港電機 https://recruit.senko-grp.co.jp/ 卸売・小売業 大津, 彦根

株式会社千成亭風土 https://www.sennaritei.jp/ 卸売・小売業 彦根
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大昭製薬株式会社 http://www.daisho-s.jp/ 製造業 甲賀

株式会社タオ
https://tao-st.notion.site/Entrance-
Book-
0e6f9651abf64725a774a168eaa66bac

情報サービス・通信業 草津

タカラベルモント株式会社 https://www.takarabelmont.co.jp/main/r
ecruit/ 製造業 湖南

株式会社ディーアクト https://www.d-act.co.jp/ 製造業 甲賀, 湖南

株式会社DECOH https://decoh.jp/ 卸売・小売業 守山, 彦根

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

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

株式会社東洋レーベル http://www.toyolabel.co.jp 製造業 竜王

トーテックアメニティ株式会社 https://totec-recruit.com/ 情報サービス・通信業 草津

夏原工業株式会社 http://www.natsuhara.co.jp/recruit 製造業 彦根

社会福祉法人虹の会
https://www.shiganijinokai.net/
https://job.mynavi.jp/24/pc/search/cor
p110981/outline.html

医療・社会福祉・教育 高島

ニシムラ株式会社 http://www.nsmr.co.jp 卸売・小売業 大津, 栗東, 甲賀, 彦根, 長浜

西村建設株式会社 https://job.mynavi.jp/24/pc/search/cor
p56079/outline.html 建設業 湖南

日東電工株式会社 滋賀事業所 https://www.nitto.com/jp/ja/ 製造業 草津

日本黒鉛工業株式会社 https://www.n-kokuen.com/recruit/ 製造業 大津

株式会社丹羽由砕石 http://www.niwayosisaiseki.com/ 農・林・漁業・鉱業 大津
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阪神ロジテム株式会社 https://hanshin-logitem.jp/ 運輸・物流業 日野

株式会社ピアライフ https://www.pialife.co.jp/ 金融・保険・不動産業 大津

株式会社ピクシー https://www.pixypixy.co.jp/ 製造業 高島
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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

合同会社ふくろう https://www.fukurou-care.com/ 医療・社会福祉・教育 草津, 野洲

富士車輌株式会社 https://www.fujicar.com/recruit/index.h
tml 製造業 守山

株式会社フジデン http://fujiden.com/recruit/ 情報サービス・通信業 大津, 守山, 栗東, 野洲
近江八幡, 彦根, 長浜

フジノ食品株式会社 http://www.ffdb.jp/index.html 卸売・小売業 大津, 彦根

株式会社プレイ比良 http://pray.co.jp/ サービス・飲食業 大津, 栗東, 甲賀, 彦根

株式会社ほくつう https://www.hokutsu.co.jp/ 建設業 大津

株式会社松喜屋 https://www.matsukiya.net/ サービス・飲食業 大津

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

株式会社メイコン https://meikon.co.jp/ 運輸・物流業 日野, 長浜
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株式会社山久 http://www.the-yamakyu.co.jp/recruit/ 卸売・小売業 大津, 甲賀, 近江八幡, 彦根
長浜, 高島

山宗株式会社 https://youtu.be/DndI1d6Tzuo 卸売・小売業 守山

株式会社レイマック https://leimac.jp/ 製造業 守山

有限会社レック http://www.lec.ne.jp/ 製造業 栗東
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