
建設業 情報通信業 学術研究、専門・技術サービス業
企　業　名 職　種 企　業　名 職　種 株式会社 金子計算センター 経理事務

株式会社 内田組 一般事務 株式会社 新学社 京都本社 事務職・技術職 関電サービス 株式会社 事務(現業含)職
株式会社 木下工務店 事務員 パナソニック フィナンシャル・アカウンティング ＆ＨＲプロパートナーズ株式会社 経理事務 一般事務 杉本総合会計 税理士業務補助

ワールドビジネスサービス株式会社 ﾃﾞｰﾀｴﾝﾄﾘｰ業務

製造業 宿泊業、飲食サービス業
旭化成株式会社 守山製造所 製造技術職 運輸業・郵便業 株式会社 キャピタル東洋亭 本店 接客ｻｰﾋﾞｽ

アルメタックス株式会社 滋賀工場 情報ｼｽﾃﾑ 淺野運輸倉庫 株式会社 倉庫管理者 株式会社 クサツエストピアホテル ｻｰﾋﾞｽｽﾀｯﾌ
株式会社 イシダ 滋賀事業所 一般事務・技術職・技能職 新日本流通サービス株式会社 倉庫管理 株式会社 ジェイアール東海パッセンジャーズ 乗務員(新幹線ﾊﾟｰｻｰ)
一正蒲鉾株式会社 関西工場 事務職 センコー 株式会社 京滋主管支店 一般事務 株式会社 ジェイアール西日本 フードサービスネット 山陽新幹線ﾊﾟｰｻｰ
株式会社 ウェーブ 滋賀事業所 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 東海旅客鉄道株式会社 関西支社 運輸 株式会社 トリドールジャパン 丸亀製麺 接客･調理
大津板紙 株式会社 技能職 西川ローズサービス 株式会社 倉庫内作業 ホテルテトラ大津 ﾎﾃﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
株式会社 カネカ 製造技術員 西日本旅客鉄道 株式会社 運輸 株式会社 ホテルプリンセス京都 ｻｰﾋﾞｽ
カルビー株式会社 西日本事業本部 湖南工場 製造技術職 琵琶湖汽船 株式会社 船舶ｻｰﾋﾞｽ リゾートトラスト 株式会社 大阪支社 ｻｰﾋﾞｽ
川相商事株式会社 滋賀支社 製造･生産管理 明星観光バス 株式会社 観光ﾊﾞｽｶﾞｲﾄﾞ

京セラ 株式会社 滋賀蒲生工場 製造/技術・事務・生産労務 山田運送 株式会社 一般事務 生活関連サービス業，娯楽業
クオリテックファーマ 株式会社 生産ｽﾀｯﾌ ワコール流通 株式会社 総合職・物流職 株式会社 アヤハゴルフリンクス ﾌﾛﾝﾄｽﾀｯﾌ
呉羽テック 株式会社 製造ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ マリーナリゾートロータリーピア88 エルアイビーリゾート株式会社ﾏﾘｰﾅ・ ﾊｰﾊﾞｰｽﾀｯﾌ

株式会社 ゴーシュ― 事務 卸売業、小売業
湖国精工 株式会社 技能職 株式会社 アヤハディオ 店舗ｽﾀｯﾌ職 教育・学習支援業
コマツキャブテック 株式会社 製造現場作業 株式会社 京都駅観光デパート 販売職 株式会社 アヤハ自動車教習所 ﾌﾛﾝﾄ･教習指導員
三恵工業 株式会社 現業職 コカ・コーラボトラーズジャパン 株式会社 製造専門職

株式会社 サンデリカ 滋賀事業所 一般事務・生産技術職 株式会社 サンミュージック 接客､管理 医療・福祉業
株式会社 ＧＳユアサ 事務 株式会社 シーボーン・ジャパン 事務 医療法人社団 湘風会 介護老人保健施設 フィオーレ湘南真田 介護職員

滋賀産業 株式会社 ﾏｼﾝｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 滋賀特機 株式会社 事務職 一般財団法人 近畿健康管理センター 事務職
島津プレシジョンテクノロジー 株式会社 機械加工 株式会社 志津屋 (SIZUYA) 販売 医療法人 明弘会 ますぎ歯科クリニック 歯科助手・受付
シライ電子工業 株式会社 製造職 上新電機 株式会社 販売職 医療法人 緑和会 歯科助手
新生化学工業 株式会社 技術職 生活協同組合 コープしが 販売

住友電工ウインテック 株式会社 事務技術職 株式会社 そごう・西武 西武大津店 販売 複合サービス業
ゼオンポリミクス 株式会社 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 株式会社 たねや 販売職 草津市農業協同組合 総合職
株式会社 ダイコーロジサービス 製造･生産管理 塚喜商事 株式会社 営業事務 日本郵便 株式会社 近畿支社 郵便局員
大宝工業 株式会社 関西カンパニー湖南工場 経理事務・生産管理事務 株式会社 テレポート 販売員 栗東市農業協同組合 総合職
椿本メイフラン 株式会社 原価管理 株式会社 西村食品 経理事務･一般事務 レーク大津農業協同組合 総合職
株式会社 鶴屋吉信 販売職 日産プリンス滋賀販売 株式会社 営業

株式会社 Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 事務職・生産技術 株式会社 平和堂 販売職 サービス業
ＴＭＴマシナリー 株式会社 製造ｽﾀｯﾌ マックスバリュ東海 株式会社 販売員 株式会社 JR西日本交通サービス 駅業務ｽﾀｯﾌ
ＴＨＫ 株式会社 営業ｻﾎﾟｰﾄ 株式会社 ヤマダ電機 総合職 正和自動車販売 株式会社 事務･受付
東洋紡株式会社 総合研究所 研究所員・生産労務・製剤部員・品質保証総括部員 セコムジャスティック 株式会社 ｾｷｭﾘﾃｨｽﾀｯﾌ

東レ 株式会社 滋賀事業場 生産技術 金融業、保険業 日研トータルソーシング 株式会社 技能職

東レ 株式会社 瀬田工場 生産技術 ＮＳシェアードサービス 株式会社 事務・システム管理 公益社団法人 栗東市シルバー人材センター 一般事務
ニチコン草津 株式会社 一般事務・技能職 株式会社 滋賀銀行 営業・事務
日伸工業 株式会社 検査測定 しがぎん代理店 株式会社 営業・事務 公務
日本精工 株式会社 大津工場 技能職 滋賀県信用組合 事務職 湖南広域消防局 消防官
日本酪農協同 株式会社 近畿工場（毎日牛乳） 一般事務 株式会社 福井銀行 ｴﾘｱ職 自衛隊 自衛官
パナソニック 株式会社 アプライアンス社 製造・生産管理 滋賀県 小中学校事務

株式会社 堀場製作所 びわこ工場 技術職 不動産業・物品賃貸業 滋賀県警察 警察官

株式会社 丸長食品 食品製造 株式会社 エルアイシー 総合職 長岡京市役所 市職員
株式会社 ＭＯＬＤＩＮＯ 野洲工場（三菱日立ツール） 機械技能職 株式会社 ピアライフ 一般事務
株式会社 村田製作所 野洲事業所 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ業務、開発･試作ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ ワタキューセイモア 株式会社 近畿支店 販売
名城食品 株式会社 生産労務
野洲メディカルイメージングテクノロジー 株式会社 IT技能職、総合事務

山崎製パン 株式会社 生産職
株式会社 やまみ 製造ﾗｲﾝｵﾍﾟﾚｰﾀｰ

わらびの里　株式会社 事務・製造


