
地域未来牽引企業　選定一覧

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。

滋賀県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社アイ．エス．テイ 滋賀県大津市一里山5-13-13 阪根　利子 製造業 http://www.istcorp.jp/

近江鍛工株式会社 滋賀県大津市月輪1-4-6 坂口　康一 製造業 http://www.omitanko.co.jp

株式会社近江物産 滋賀県栗東市大橋7-4-51 芝原　茂樹 製造業 www.ohmi-bussan.co.jp

株式会社大木工藝 滋賀県大津市中野3-4-13 大木　武彦 製造業 http://ohki-techno.com/

株式会社オーケーエム 滋賀県蒲生郡日野町大谷446-1 奥村　恵一 製造業 http://www.okm-net.co.jp

大塚産業マテリアル株式会社 滋賀県長浜市八幡中山町1 大塚　敬一郎 製造業 http://ohtsukasangyo.com/material/

株式会社オーミック 滋賀県栗東市辻600-1 神谷　廣幸 製造業 http://www.omic-corp.co.jp/

オリベスト株式会社 滋賀県野洲市三上2110 津村　芳範 製造業 http://www.oribest.co.jp/

化研テック株式会社 大阪府交野市森北1-23-2 堀　薫夫 製造業 http://www.kaken-tech.co.jp/

株式会社木下カンセー 京都府宇治市広野町西裏100-67 木下　昌秀
サービス業（他に分類
されないもの）

http://www.kansei.co.jp/

近畿精工株式会社 滋賀県長浜市西上坂町275 畑澤　康弘 製造業 http://www.kinki-seiko.net

キンキダンボール株式会社 滋賀県草津市野路9-13-1 井川　英郎 製造業 http://kinkidanboru.sakura.ne.jp

株式会社クリスタル光学 滋賀県大津市今堅田3-4-25 桐野　茂 製造業 http://www.crystal-opt.co.jp/

株式会社コーガアイソトープ 滋賀県甲賀市甲賀町神保字南谷53-6 久保　亮
サービス業（他に分類
されないもの）

http://www.koga-isotope.co.jp/

株式会社ゴーシュー 滋賀県湖南市石部緑台2-1-1 後藤　充啓 製造業 http://www.gohsyu.com/

湖北工業株式会社 滋賀県長浜市高月町高月1623 石井　太 製造業 http://www.kohokukogyo.co.jp
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湖北精工株式会社 滋賀県長浜市東上坂町351-2 小川　孝史 製造業 http://www.kohokuseiko.co.jp/

サイチ工業株式会社 滋賀県草津市野路1-8-23 I.O.Rﾋﾞﾙ2F 山本　彰 製造業 http://www.saichi-kk.co.jp/

株式会社笹川組 滋賀県大津市打出浜13-15 籔本　俊作 建設業 http://www.sasakawa.co.jp/

有限会社澤井牧場 滋賀県蒲生郡竜王町山之上2656 澤井　隆男 農業、林業 http://www.sawai-bokujyo.com

三恵工業株式会社 滋賀県栗東市高野305 小西　庄次郎 製造業 http://www.sankei-555.co.jp/jp/

株式会社三次元メディア 滋賀県草津市野路1-15-5 徐　剛 製造業 http://www.3dmedia.co.jp/

株式会社清水合金製作所 滋賀県彦根市東沼波町928 和田　正憲 製造業 http://www.shimizugokin.co.jp/

株式会社人機一体 滋賀県草津市野路東1-1-1 金岡　克弥 製造業 http://www.jinki.jp/

新江州株式会社 滋賀県長浜市川道町759-3 森　和之 製造業 http://www.shingoshu.co.jp

スマック株式会社 大阪府大阪市中央区城見2-1-61 河原　定夫 製造業 http://www.smach.jp/

センカ株式会社 大阪府大阪市鶴見区放出東1-17-34 林　健史 製造業 http://www.senkajpn.com

高島晒協業組合 滋賀県高島市新旭町旭1411 杉岡　敬司 製造業 http://takashimasarashi.com/

髙橋金属株式会社 滋賀県長浜市細江町864-4 髙橋　康之 製造業 http://www.takahasi-k.co.jp

株式会社たねや 滋賀県近江八幡市北之庄町615-1 山本　昌仁 製造業 https://taneya.jp/

東洋産業株式会社 滋賀県野洲市三上2562-1 鈴木　寛史
生活関連サービス業、
娯楽業

http://toyosangyo.net/

日伸工業株式会社 滋賀県大津市月輪1-1-1 清水　貴之 製造業 http://www.nisssinjpn.co.jp

日新薬品工業株式会社 滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1 大北　正人 製造業 http://www.nissin-ｙk.co.jp/
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日本黒鉛工業株式会社 滋賀県大津市唐橋町9-22 渡邊　頼光 製造業 http://www.n-kokuen.com

能勢鋼材株式会社 大阪府大阪市旭区高殿1-2-25 能勢　孝一 卸売業、小売業 http://www.nose-sus.co.jp/

株式会社はたけのみかた 滋賀県湖南市夏見789 武村　幸奈 製造業 http://hatake-no-mikata.co.jp/

株式会社ハヤシ 滋賀県彦根市高宮町1608-1 林　秀光 卸売業、小売業 http://www.hayashi-1101.co.jp/

ハヤミ工産株式会社 滋賀県長浜市木之本町黒田313-2 速水　一生 卸売業、小売業 http://www.hayami.co.jp

原馬化成株式会社 滋賀県長浜市西上坂町293-1 原馬　良典 製造業 http://www.harauma.com

株式会社パルスパワー技術研究所 滋賀県栗東市小柿9-11-36 徳地　明 製造業 http://www.myppj.com

株式会社日吉 滋賀県近江八幡市北之庄町908 村田　弘司
学術研究、専門・技術
サービス業

https://www.hiyoshi-es.co.jp/

株式会社ヒラカワ 大阪府大阪市北区大淀北1-9-36 平川　晋一 製造業 http://www.hirakawag.co.jp/

株式会社フジックス 京都府京都市北区平野宮本町5 藤井　一郎 製造業 http://www.fjx.co.jp/

フジノ食品株式会社 滋賀県彦根市東沼波町172-2 藤野　貴之 卸売業、小売業 http://www.ffdb.jp/

山科精器株式会社 滋賀県栗東市東坂525 大日　陽一郎 製造業 http://www.yasec.co.jp/

洛東化成工業株式会社 滋賀県大津市関津4-5-1 川畑　悟郎 製造業 www.rakuto-kasei.co.jp

株式会社緑水亭 滋賀県大津市雄琴6-1-6 金子　憲司
宿泊業、飲食サービス
業

http://ryokusuitei.com

ワボウ電子株式会社 滋賀県長浜市平方町730 月ケ瀬　義雄 製造業 http://www.wabo.co.jp/
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