
春季参加企業リスト一覧 2018年11月7日時点

連番
企業
NO

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 企業名 詳細 所在/実習先 短期 中期 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ

1 001 9001 ワボウ電子株式会社 基板試作・量産、電子機器の組立て、電子部品の製造など 長浜市 〇 A（2日）

2 002 宮川バネ工業株式会社 精密金属バネの製造・販売 東近江市 〇 〇

3 003 有限会社林工業所 金属製品の最終表面仕上げ、研磨加工 彦根市 〇

4 004 喜楽鉱業株式会社 再生重油の製造・販売、産業廃棄物処理業他 湖南市 〇

5 005 株式会社市金工業社 高分子化学工業用機械製造販売 草津市 〇

6 006 株式会社シンコーメタリコン 各種金属等の溶射施工、これらに付帯関連する一切の業務 湖南市 〇

7 007 9002 ダイトロン株式会社 電子部品等の製造の開発・製造・販売 栗東市 B（2日）

8 008 株式会社ピアライフ 不動産の売買仲介、賃貸の仲介、賃貸の管理、建築・リフォーム 大津市 〇

9 009 社会福祉法人せんだん二葉会　せんだん保育園 保育所 大津市 〇

10 010 滋賀中央信用金庫 金融業（信用金庫） 彦根市 〇

11 011 社会福祉法人 椎の木会 社会福祉事業（知的障がい者の生活・活動支援） 湖南市 〇 〇

12 012 社会福祉法人 近江ちいろば会 高齢者介護施設及び関連事業の運営等 湖南市 〇

13 013 9003 AUCグループ（(株)ＡＵＣ、(株)ライトパス） 官公庁の土木工事をメインに、不動産・建築等へ事業拡大 東近江市 〇 C（2日）

14 014 株式会社 国華荘 びわ湖花街道 宿泊業（旅館） 大津市 〇

15 015 9004 社会福祉法人 真寿会 特別養護老人ホーム等の運営 東近江市 D（2日）

16 016 9005 木村電工株式会社 発電所、変電所、送電線等の電力インフラ工事が中心 大津市 E（2日）

17 017 9006 社会福祉法人 青い鳥会 障がい者支援施設「彦根学園」等の運営 彦根市 〇 〇 F（2日）

18 018 大洋産業株式会社 配管工事、検査機器等の製造、据付等のサービス等 彦根市 〇

19 019 9007 社会福祉法人あいの土山福祉会　エーデル土山 高齢者福祉サービス 甲賀市 〇 〇 G（2日）

20 020 AVXジャパン株式会社 タンタルコンデンサーの製造・販売 等 高島市 〇

21 021 9001 株式会社伊藤組 総合建設業、一般建築士事務所 彦根市 〇 A（3日）

22 022 株式会社三東工業社 土木・建築請負工事業 栗東市 〇

23 023 9002 ライトケミカル工業株式会社 合成樹脂の受託生産専業メーカー 野洲市 B（3日）

24 024 大塚産業グループ 自動車内製品製造・販売 長浜市 〇 〇

25 025 扶桑工業株式会社 精密機械加工、油圧バルブ加工・組立・試験等 長浜市 〇 〇

26 026 岡安ゴム株式会社 工業用ゴム製品および一般向けゴム製品の企画等 草津市 〇 〇 H（2日）

27 027 9009 利高工業株式会社 住宅用外装部材の開発・製造等 米原市 I（2日）

28 029 椿本メイフラン株式会社 チップ（金属切粉）等総合処理システムの設計製造、販売、輸出入 甲賀市 〇

29 031 株式会社イマック 画像処理用LED照明・電源、医療機器等の開発・製造・販売 守山市 〇

30 032 株式会社ジョーニシ 農業用機械器具の設計・製造・販売等 甲賀市 〇

31 033 9008 株式会社パレット 洋菓子製造小売 大津市 H（3日）

32 034 9003 株式会社大兼工務店 総合建設業・宅地建物取引業・一級建築士事務所 東近江市 〇 〇 C（3日）

33 035 9007 株式会社ヒロセ 一般・産業廃棄物の収集運搬、処理・リサイクルなど 蒲生郡 〇 〇 G（3日）

34 036 株式会社フレックスコンピュータシステム  業務用クラウドシステムの開発・販売＆サポート 栗東市 〇

35 037 株式会社プレイ比良 ダスキン加盟事業の清掃サービスを中心とし他サービスを展開 大津市 〇

36 038 株式会社キムラテック セラミックス製品の製造及び販売 蒲生郡 〇

37 039 社会福祉法人 近江和順会 特別養護老人ホーム等の介護サービスの運営 湖南市 〇

38 040 滋賀ダイハツ販売株式会社 自動車販売整備業 栗東市 〇

39 041 岡本エンジニアリング株式会社 日本のモノづくりを支える産業機械の制御システムを開発・設計 大津市 〇

40 042 株式会社向茂組 総合建設業・運送業・不動産業 東近江市 〇

41 043 9006 社会福祉法人 滋賀県障害児協会 障害者支援施設（生活介護・施設入所等）、相談支援事業等 長浜市 F（3日）

42 044 9004 株式会社ユニテツク 航空機・自動車部品などの機械設計及び電気設計、ソフト開発 東近江市 D（3日）

43 045 9005 マザーレイク株式会社 高齢者福祉・介護事業 大津市 〇 E（3日）

44 046 アーステック株式会社 測量、土木設計（道路、河川、砂防、鋼構造、上水道等） 長浜市 〇

45 047 有限会社ヴァンテック 廃水処理装置開発、プロダクトデザイン企画販売（７８ｍｍ）等 栗東市 〇 〇

46 048 株式会社平田自工　ホンダカーズ土山 ホンダ車の新車販売、中古車販売、車検整備等 甲賀市 〇 〇

47 049 社会福祉法人 大石福祉会 特別養護老人ホーム、短期入所生活介護等 大津市 〇

48 050 三恵工業株式会社 自動車用ステアリング・サスペンションの補修用部品製造・販売 栗東市 〇

49 051 株式会社エフアイ 健康事業部／カーブス事業　等 栗東市 〇

50 052 西村建設株式会社 総合建設業　　一級建築士事務所　　宅地建物取引業等 湖南市 〇

51 054 社会福祉法人びわこ学園 医療型障害児入所施設・療養介護事業所 草津市 〇

52 055 株式会社丸屋建設 総合建設業(建築・土木工事)　一級建築士事務所 栗東市 〇 〇

53 056 有限会社湖国農産 稲作（小麦・大豆・さつまいも など） 長浜市 〇

54 058 立岡製茶 お茶の栽培 甲賀市 〇

55 059 日野精機株式会社 業務用放送機器製造、鉄道車両内放送機器設計・組立など 蒲生郡 〇

56 060 9009 株式会社オーケーエム バルブ製品の開発・製造・販売 蒲生郡 〇 I（3日）

57 061 一般社団法人 じゅう楽 共同生活援助事業・短期入所事業・居宅介護事業 東近江市 〇

58 062 株式会社内田組 建設工事・土木工事等の施工管理、設計、積算、購買業務 大津市 〇

59 063 野洲メディカルイメージングテクノロジー株式会社 レントゲン装置やCT等医療機器根幹部の”シンチレータ”開発製造 野洲市 〇 〇

60 064 湖北工業株式会社 ｱﾙﾐ電解ｺﾝﾃﾞﾝｻ用ﾘｰﾄﾞ線端子・光通信部品・ﾃﾞﾊﾞｲｽの開発・製造・販売 長浜市 〇 〇

61 065 9010 向陽プラントサービス株式会社　（旭化成グループ） プラント設備の建設・改造工事とメンテナンス工事を事業として行っております。 守山市 J（2日）

62 066 9011 日本ソフト開発 株式会社 全国のパートナー様と共同してお客様にICTサービスを提供します。 米原市 K(3日）

63 067 日本ポリスター株式会社 自社開発梱包機械の製造・省力化機器・制御用コンピュータ製作 湖南市 〇

64 068 社会福祉法人ゆたか会 第一種、第二種社会福祉事業 高島市 〇

65 069 9011 明文舎印刷商事株式会社 一般印刷及び特殊加工印刷物製造 長浜市 K（2日）

66 070 株式会社メイコン 貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、倉庫業、損害保険代理業、他 蒲生郡 〇

67 071 9010 ほくつう関西支社 人と社会をつなぐ情報通信カンパニー 大津市 〇 J（3日）

68 072 葵機械工業株式会社 自動車部品製造（ダイハツ工業㈱グループ会社） 湖南市 〇

69 073 日本観光開発株式会社 総合サービス業（レストラン事業、ゴルフ場事業、高速道路SA・PA事業等） 草津市 〇

70 074 9012 株式会社秋村組 土木施工（主に官公庁工事）、建築設計及び施工（主に民間工事 近江八幡市 〇 L（2日）

71 075 社会福祉法人　大阪自彊館 社会福祉事業（救護施設の運営等） 高島市 〇 〇

72 076 9012 山甚建設株式会社 建設業 彦根市 L（3日）

※参加企業について、やむを得ない事情等による辞退の可能性もございますことご了承ください。


