
企業名

株式会社日立建機ティエラ

コマツキャブテック株式会社

積水多賀化工株式会社

一般財団法人近畿健康管理センター

東洋ガラス株式会社　滋賀工場

医療法人　幸生会

株式会社きんでん　滋賀支店

上原成商事株式会社

株式会社聖心製作所

日本カーボン株式会社

株式会社アテクト

積水化成品工業株式会社

UACJ押出加工滋賀株式会社

日本カーボン株式会社

日本金銭機械株式会社

ゼネラル株式会社

ナカ工業株式会社

株式会社アテクト

株式会社カナデン

東レ株式会社

株式会社I.S.T

ゼオンポリミクス株式会社

タカラバイオ株式会社

ニッタン株式会社

タカラベルモント株式会社

株式会社ジーニック

日本ガラストロニクス株式会社

日本精工株式会社

オプテックス株式会社

イサム塗料株式会社

株式会社ピーダブルビー

ダイキン福祉サービス株式会社

フルサト工業株式会社

昭和アルミニウム缶株式会社

ＴＯＴＯハイリビング株式会社

淀川ヒューテック株式会社

古河ＡＳ株式会社

日本紙管工業株式会社

東洋アルミエコープロダクツ株式会社

近江化学工業株式会社

エルナー株式会社

三菱樹脂株式会社

湖北工業株式会社

京セラ株式会社

株式会社大紀アルミニウム工業所

日本電気硝子株式会社

三光合成株式会社

肥田電器株式会社

福田金属箔粉工業株式会社

日本電産株式会社

恵和株式会社

夏原工業株式会社

白銅株式会社

富士車輌株式会社

東レ・ファインケミカル株式会社

株式会社ティーディー・ドライブ

レンゴー株式会社

象印ファクトリー・ジャパン株式会社

積水グループの梱包材、発泡スチロールの製造

電気工事、情報通信工事、環境関連工事、土木工事

ガソリンスタンドの運営、エネルギー関連事業等

精密小型モータ、機器装置、電子・光学部品の製造・販売

建築資材・配管資材の製造・加工

自動車ハーネス部品の製造

半導体・精密電機ハイテク部品の設計製造

TOTOのシステムキッチン、洗面化粧台の開発・製造

飲料用アルミニウム缶の生産

電子半導体部品の製造

金属コーティング製品・金属粉の製造

樹脂製品の成形・組立

自動車用、工業用のゴムの開発・生産

ダイキングループの福利厚生部門

プリント基板の設計・組立・プログラム開発

半導体基盤設計製造

医療機器、化粧品の製造・販売

樹脂と繊維の複合素材開発・生産

太陽電池から携帯電話までハイテク製品の製造企業

工業用塗料メーカー

石灰石製品の加工・生産

各種センサー開発・製造、センサー関連のシステム開発・設計

液晶モニタのバックライトなどの精密ガラス部品製造

日立製建築機器の設計製造

日用雑貨製品の製造

炭素製品、炭素繊維の製造

紙パイプなどの紙製品の製造

琵琶湖中央病院を経営

アルミニウム製品の製造

硬貨・紙幣の計数機の開発・製造

繊維関係、プラスチック関係、情報通信材料・機器等の製造及び販売

遺伝子工学による医療品・食品の生産

総合防災機器の製造・販売

業務提携企業一覧

株式会社エルアイシー　法人営業部

通信機械器具並びに部品、材料の製造、販売

建築資材の製造・販売

ラミネート機器、熱転写機器の製造・開発

業     種

衛生検査器材事業、半導体資材事業、PIM事業

No.1企業情報

樹脂製品の製造・技術開発

保温機器、家電製品の製造

段ボール、板紙、紙器の製造

ベアリング・軸受け製品の製造最大手企業

アルミ電解コンデンサ用リード線端子の製造販売

合成樹脂製品の製造・加工・販売

アルミ合金の2次利用加工

ガラス基盤などハイテクガラスの製造

生産ロジスティックス・半導体及び液晶製造装置の組立・太陽発電システム販売・設置

アルミ・特殊鋼・ステンレス・プラスチックの加工
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一般産業用電動機および発電機の開発・製造・修理

高分子樹脂製品の製造

鉄スクラップ、リサイクル機器などの環境機器メーカー

コマツグループ、重機の製造

合成樹脂製品の加工

定期健康診断の実施

各種硝子製品の製造販売、関連機械の施工等

太陽電池用バックシート、その他太陽電池用部材等の製造

アルミ・亜鉛ダイカスト製品、金型・治工具の製造

炭素製品の製造および販売

PIM事業・半導体資材事業・衛生検査器材事業

社宅管理代行
受託企業

製　　　　造



企業名

長浜キヤノン株式会社

株式会社ダイハツビジネスサポートセンター

株式会社オーケーエム

株式会社ムラタ栄興

トキワ精機株式会社

フルハーフ滋賀株式会社

三桜工業株式会社

日本パーカライジング株式会社

ニチレキ株式会社

株式会社アイテス

日新イオン機器株式会社

紅忠コイルセンター関西株式会社

大塚オーミ陶業株式会社

宮川化成工業株式会社

旭真空エンジニアリング株式会社

コイズミライティング株式会社

北海製罐株式会社

森下仁丹株式会社

株式会社ダイフク

東洋アルミニウム株式会社

和信化学工業株式会社

株式会社清弘エンジニアリング 

滋賀鉱産株式会社

角一化成株式会社

日立ツール株式会社

タカタ株式会社

カシロ産業株式会社

丸中製麺株式会社

株式会社ニチモクファンシーマテリアル

東洋紡株式会社

TMTマシナリー株式会社

トヨタ紡織滋賀株式会社

グンゼ株式会社守山工場

株式会社近江兄弟社

近江オドエアーサービス

積水樹脂株式会社滋賀工場

株式会社滋賀山下

株式会社ダイチュウ

兵神装備株式会社

株式会社トウペ　三重事業所

株式会社ヒラカワ

椿本メイフラン株式会社

CELCO　JAPAN株式会社

株式会社太陽

KBセーレン株式会社 合成繊維の製造・販売、繊維素材の編立・加工及び販売

富士包装紙器株式会社 印刷・紙器・高級化粧凾の製造販売

NSKロジスティックス株式会社

上原成商事株式会社

田辺総合サービス株式会社

株式会社日吉

国民休暇村　近江八幡

黒田紙業株式会社

株式会社三成社

株式会社ちきりやガーデン

トータルケアライフ株式会社

株式会社ダイレクトショップ

大五産業株式会社

軸受・自動車部品・精機製品の物流、機械部品製造の請負

塗料、接着剤、合成樹脂加工剤、塗料関連設備・機器類販売

ケアハウス・デイサービスセンターの運営

各種ボイラ及び関連機器の製造・アフターサービス

農業機械部品の生産販売

警備保障サービス会社

木工用品・樹脂製品の塗料製造

インフラ商品の販売、スキンケア用品の企画・販売

自動車内装品と自動車用フィルターの製造および販売

各種麺の製造・販売

シートベルト、エアバッグ、チャイルドシートなどの製造・販売

田辺三菱製薬グループの社宅管理部門

施設管理からアスベスト分析まで総合環境企業

古紙のリサイクル・機密文書の回収処理

平和堂グループ、ＴSＵＴＡＹＡのフランチャイズ展開

チップ（金属切粉）、スクラップ、総合処理システムの設計製造等

医薬品・医薬部外品・化粧品・脱臭剤製造販売、およびビル経営

消臭剤・嗅覚測定法器材の製造・販売

半導体素子製造用機械の製造・販売・メンテナンス

 プリンター本体など周辺機器事業トナーカートリッジなどの化成品事業

住友大阪セメントグループの鉱産品事業

合成木材、装飾用複合建材、環境調和型製品の製造

自然公園、宿泊施設の管理運営

半導体製造装置、液晶パネル製造設置の開発、設計、製造、販売、保守

電子機器検査装置、電子回路基板の設計・開発、製造 

男性用肌着・インナーを主とする繊維の生産

造園工事設計施工／生花／花鉢／観葉植物販売

農業用・内燃機用・各種産業用プレス部品の製造、溶接、塗装
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No.2

業務提携企業一覧

エレクトロニクス製品などの受託製造サービス

業     種

ハイパフォーマンスバタフライバルブの製造

企業情報

株式会社エルアイシー　法人営業部

石油・ガス・コンクリート等の供給・生活産業サポート事業

工業用特殊アルミの製造

村田製作所寮・社宅管理・住宅斡旋事業部

薄型テレビ製造機械の生産

金属表面処理剤、防錆材料等の製造・販売

Ni-MHバッテリー、多層樹脂チューブの製造

合成繊維製造設備の開発、設計、製造、販売およびアフターサービス

産業用ポンプ及び周辺機器の製造・販売

アスファルト応用加工製品の製造・販売

アルミ鋳造後処理仕上設備・エンジン部品の洗浄装置の製造等

食品容器の製造、販売

照明器具の製造

特殊樹脂製品の開発・製造

ダイハツグループの住宅事業部

各種トレーラー、バントラックボディー製造・修理

突板、ラッピング、不燃ルーパー・木材など建材の製造と販売

大型陶板、陶板名画、陶壁、レリーフ、サイン陶板、各種設計・デザイン・製作・施工

フィルム・機能樹脂、産業マテリアルなどの製造・加工・販売

医薬品、医薬部外品、医療用具ならびに食品等の製造および販売

総合工具メーカー

空調等、プラント、関連設備の設計・製作・施工

精密金型の内製

物流システム総合機器メーカー

薄中板・帯鋼の加工販売及び付帯業務

一般廃棄物の処理、浄化槽、下水道管理、計量証明事業

サ　ー　ビ　ス

製　　　　造



企業名

株式会社　TADコーポレーション

近畿日本ツーリスト株式会社

武田観光株式会社 国内旅行・海外旅行の企画立案を行う旅行代理店

株式会社読売旅行

株式会社アドバンス

社会福祉法人　琵琶湖愛輪会

社会福祉法人近江和順会

有限会社MIRACLE MILE

ピィー・ティー・シィー有限会社

西川産業株式会社

株式会社湖光

アース環境サービス株式会社

小山株式会社

株式会社瀬田月輪自動車教習所

株式会社ユニバーサル園芸社

ドリームフーズ株式会社

株式会社ループプランニング

セコム株式会社

リコークリエイティブサービス株式会社

株式会社GRiP’S 通信機器等の販売　コンサルティング

株式会社日建

西日本高速道路株式会社　関西支社新名神大津事務所

アンダーソンテクノロジー株式会社

富二設計コンサルティング株式会社

株式会社岡本建設用品製作所

日特建設株式会社

パナソニックリビング近畿株式会社

安藤建設株式会社

大成ロテック株式会社

村地綜合木材株式会社

大輪建設株式会社

株式会社西日本技術コンサルタント

株式会社大山建設

八田建設株式会社 土木公共工事、土木一般民間工事、一般リフォーム工事、不動産業

株式会社チェリオコーポレーション

一冨士フードサービス株式会社

大塚食品株式会社

株式会社たねや

株式会社ユーコー

株式会社ジャパンビバレッジウエスト

株式会社ユーハイム

株式会社エッセン

株式会社レーベン

一正蒲鉾株式会社

株式会社ジャパンフレッシュ 調理パン、米飯、惣菜、デザートの製造・販売

株式会社関西丸和ロジスティクス

株式会社引越社関西

日本梱包運輸倉庫株式会社　滋賀営業所

株式会社NBSロジソル

有限会社大剛産業

日本通運株式会社

株式会社外村物流運輸

梅田運輸倉庫株式会社

株式会社中央倉庫　滋賀支店

センコー株式会社

エクセレント物流株式会社

西村運輸倉庫株式会社

株式会社朝日新聞社

一般財団法人日本放送協会共済会

びわこ放送株式会社

株式会社エフエム滋賀 ＦＭ放送「e-radio」の運営、広報誌「e-press」の発行

総合物流サービス

土木建築工事の設計、見積りならびに施工

建設コンサルタント、計量証明事業

食　　　　品

建設関連
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物流のトータルプロデュース

倉庫業、貨物運送事業、包装資材の加工・販売業・倉庫・建物・その他

国内旅行から海外旅行まで扱う旅行代理店

発送代行・入力サービス・DM・カタログなどの一括配送・保管・在庫管理

美容室tipsの運営

読売グループの旅行代理店

一般貨物自動車運送事業、霊柩サービス事業

貨物運送事業・倉庫業・物流センターの運営等

土木・建築工事、一般リフォーム工事、舗装工事、環境事業、通信事業

木材・新建材・住宅設備機器の販売・外壁工事等

ちゃんぽん亭総本家の店舗展開

カレーハウスCoCo壱番屋の運営

医療寝具・介護用品のレンタル

機械・工具の専門商社

清掃・家事代行、清掃器具のレンタル

各種自家用・工業・産業用燃料及び各種潤滑油の販売・配送・運送

ケアハウス・デイサービスセンターの運営

ケアハウス・デイサービスセンターの運営

住宅設備機器・建材商品の販売・施工

ＮＨＫの福利厚生機関

新聞紙面の製作・編集・取材

フードサービス・フードコンサルティング業

マクドナルドのフランチャイズ展開

清涼飲料水の製造及び販売

観葉植物・生花・造花のレンタル及び販売、造園事業

総合警備サービス業

フード事業・ヘルスケア事業・カルチャー事業運営

総合衛生環境コンサルティング

総合建設業

建築用資材の製造・販売

自動車教習所の運営

運送物流業者

業務提携企業一覧

No.3

株式会社エルアイシー　法人営業部

総合建設業

高速道路の建設、サービスエリア・パーキングエリア事業等

コンクリート建築資材の製造

建設コンサルタント

総合物流サービス

洋菓子製造・販売

アリさんマークの引越社を展開する引越専業企業

日替わり弁当の製造・販売

日替わり弁当の製造・販売

滋賀県を中心とした地方ＴＶ放送局

貨物運送事業・倉庫業

和菓子・洋菓子の製造・販売

企業情報

ボンカレーを中心としたレトルト食品メーカー

自動販売機による各種食品飲料の販売（オペレーション）

物流事業全般及び関連事業

事業所運営、厚生支援、ビジネス支援事業

土木建築の請負、設計、監理およびコンサルティング業務

貨物運送事業・倉庫業・物流センターの運営等

蒲鉾、練り物製品の製造・販売

業     種

報　　　　道

倉庫業も営む運送会社

道路・舗装・防水工事等の設計、施工、監理およびコンサルティング

サービス

運　　　　送



企業名

アクアテラス迎賓館（株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ）

スタイリッシュコンフォートリィネア

ヴィラ・アンジェリカ近江八幡 近江八幡市の結婚式場

ホテルニューオウミ ニューオータニグループ、ホテルニューオウミを運営

ウエディングプランニング　ラ・ヴィ

ホテル　ボストンプラザ草津 草津市の結婚式場・ホテルを運営

マナーハウス写風舘（株式会社醍醐）

マナーヴィレッジ写風舘（株式会社醍醐） 米原市の結婚式場

Futa Ai（株式会社醍醐） 長浜市の結婚式場

八日市ロイヤルホテル 八日市ロイヤルホテルを運営

ダイヤモンド滋賀（株式会社ダイヤモンドソサエティ） 甲賀市の結婚式場・ホテルの運営

RiseVille都賀山  （一般財団法人 守山野洲市民交流プラザ　） 守山市の結婚式場・ホテルの運営

ぺルテヴァローレ（有限会社テイクステップ） 草津市の結婚式場

ペルテスパーツィオ（有限会社テイクステップ） 守山市の結婚式場

クサツエストピアホテル 草津市の結婚式場・ホテルの運営

長浜ロイヤルホテル 大和グループ、長浜ロイヤルホテルを運営

琵琶湖ホテル 大津市の結婚式場・ホテルの運営

北ビワコホテルグラツィエ（株式会社　住文） 長浜市の結婚式場・ホテルの運営

セトレ マリーナびわ湖 守山市の結婚式場・ホテルの運営

ロイヤルオークホテル 大津市の結婚式場・ホテルの運営

NIHO 大津市の結婚式場

彦根ビューホテル 彦根市の結婚式場・ホテルの運営

琵琶湖汽船株式会社 船舶による運輸、スポーツ施設経営、宿泊施設、ブライダル事業

株式会社近畿予防医学研究所

医療法人華頂会 琵琶湖養育院病院を中心とする社会福祉法人

医療法人社団五心会 北雄琴クリニックの経営

株式会社FirmaHabicht 整体医院の運営

近江八幡市立総合医療センター職員互助会 総合医療センターの福利厚生機関

長浜市立湖北病院 長浜市の湖北エリアを管轄する総合病院

日本赤十字社・長浜赤十字病院 日本赤十字社が運営する総合病院

社会医療法人誠光会 草津総合病院を運営する総合病院

医療法人徳洲会 北海道から沖縄まで63病院を持つ医療法人

医療法人社団幸信会 青葉病院を中心とする医療法人

医療法人友仁会 友仁山崎病院を運営する医療法人

医療法人恭昭会 彦根中央病院を運営する医療法人

医療法人社団昴会 日野記念病院・湖東記念病院を運営

株式会社メディカル一光

一般財団法人　滋賀保険研究センター

社会福祉法人近江薫風会 福祉施設の運営

三光メディック株式会社

株式会社スズケン 医療用医薬品、医療用機器などの販売ならびに医療用機器の開発製造

株式会社コーガアイソトープ 放射線機器メーカー　

株式会社システムアイインターナショナル

ビジネスホテルくらま ビジネスホテル「ビジネスホテルくらま」の運営

グリーンホテルYes近江八幡 ビジネスホテル「グリーンホテルYes近江八幡」の運営

ビジネスホテル西ノ庄 ビジネスホテル「ビジネスホテル西ノ庄」の運営

トランスブート株式会社

インフォフィール株式会社 Ｗｅｂシステムの構築

株式会社システムトラスト コンピュータソフトウェアの企画・設計・開発・販売・保守

淡海文化学園 淡海書道文化専門学校

株式会社ＨＯＮＫＩ

株式会社インフィアホールディングス

株式会社クレオテック

株式会社サクラサクセス

調剤薬局事業、ヘルスケア事業、医薬品卸事業、不動産事業、投資事業

医療

ブライダル施設

書写書道の学習修身専門学校の経営

人間ドック・健康診断の実施
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医薬品の調剤、電子カルテの導入

業     種

大津市の結婚式場

教　　　　育

医療機器

IT

個別指導形式の学習塾運営

結婚式場紹介業務・プロデュース、ウェディング関連商品販売

医療用具の部品製造及び組立

企業情報

組織開発支援、大学教育支援、就職支援事業

長浜市の結婚式場

ソフトウェア開発

No.4

キャンパス環境管理事業、教育研究支援事業、学校生活支援事業

ビジネスホテル「セントラルホテル野洲」の運営

「医歯薬専門予備校インフィア」の運営、小・中・高・高校卒業生の学習指導

守山市の結婚式場

業務提携企業一覧

株式会社エルアイシー　法人営業部

ビジネスホテル



企業名

株式会社スズキ自販滋賀

株式会社井田自動車

ダンロップファルケン株式会社

株式会社服部モータース

株式会社ハナテン

株式会社トヨタレンタリース滋賀

トヨタL＆F近畿株式会社

株式会社ウエーブ

近江大王製紙パッケージ株式会社

宮川印刷株式会社

サカタインクス株式会社

甲賀エナジー株式会社

大丸エナウィン株式会社

株式会社クサネン

岩谷産業株式会社

伊藤忠エネクスホームライフ関西株式会社

株式会社キリン堂

株式会社プラス・カーサ

株式会社ジャパン

ミノル（株式会社ルミエール）

株式会社エフイーエフ

株式会社ライフギフトセンター

株式会社 Ｍｉ－Ｏスポーツ

株式会社滋賀レイクスターズ

新日本プランニング株式会社

トーエーテクノ株式会社

株式会社央昌

株式会社ワイズ関西

株式会社ケンシン

パナホーム不動産株式会社

サムティ株式会社

三井不動産商業マネジメント株式会社

株式会社穴吹コミュニティ

株式会社類設計室

セキスイハイム近畿株式会社 京滋支店

八重洲興産株式会社

株式会社第一物産

株式会社トランズ

ジャパンレジャーサービス株式会社

株式会社ダイナム／株式会社ダイナム土地建物

第一生命保険株式会社

税理士法人みらい経営

東海高熱エンジニアリング株式会社

滋賀特機株式会社

エネサーブ株式会社

株式会社仲啓 管工機材、住宅設備機器、空調設備機器等の卸

住宅販売・設計・生産・施工、集合住宅・複合住宅の企画・設計・施工

印刷全般、広告・販促企画、デザイン制作、Web制作

自動車関連

ガス販売

印刷業

業務提携企業一覧

ジュエリー・貴金属の販売

分譲マンションの設計・建築・販売・管理

三井アウトレットパークの企画・運営

製造物流の総合アウトソーシング

プロスポーツ

労働者派遣

ＬＰ、医療用、工業用のガス販売

パチンコホール「ジャックアンドベティ」「ドリーム」の運営

電気設備

一般工業炉の販売・修理、電気機器・計測器類の販売

各種住宅設備販売施行・ＬＰガス供給、関連機器販売、設備工事等

ドラッグストア「キリン堂」の展開

バスケットボールのプロチーム運営会社

燃焼機器、家庭用品も扱うガスエネルギー企業

電気設備の保守、小型発電機器の開発製造

不動産事業、不動産賃貸事業、不動産企画・設計、ピエリ守山の運営

保険

税理士事務所 税理士業務に付随して行う会計業務や財務省令で定める一定の業務

建築設計から社宅斡旋まで行う不動産総合企業

アミューズメント

ジュエリー・貴金属の販売
小売業

家具・雑貨小売

ディスカウントセンター「ジャパン」の運営

関西を拠点とする自動車の中古車販売

トヨタ系列全車種を扱うレンタカー・カーリース業

株式会社エルアイシー　法人営業部

業     種 企業情報 No.5

関西を拠点自動車整備工場、タイヤの販売

印刷、紙工に関する事業

紙･紙製品および包装資材の製造･加工･印刷並びに販売

不動産

印刷用機材の製造販売

関西電力グループの天然ガス供給会社

賃貸管理事業、介護施設借上げ事業、不動産売買仲介事業

各種ガス・石油関連、住宅設備機器、住宅設備工事、各種保険の販売

贈答品の販売

電気、電材、情報、通信、住宅関係の総合卸商社

ドイツＢＭＷ社製 乗用車の販売・整備等

商工中金に係る不動産賃貸業務

パチンコホール「OMEGA」、ゲームセンター「a-cho」の運営、飲食事業

労働者派遣人材派遣

ＡＴＡフランチャイズ加盟店

総合人材派遣会社

スズキブランドの自動車販売・修理

物流システム、フォークリフト・各種産業車両、物流関連機器、環境機器事業

パチンコホール「トップワン、ジャンボ」の運営

パチンコホール「ダイナム」の全国展開

生命保険の販売事業等、保険会社の運営

サッカーなどのスポーツクラブの運営

リフトオペレーターの派遣、ロジスティックス業務請負事業

提携企業数310社　　　2016.12.26現在


