承認企業一覧

承認
年度

番号

企業名

所在地

電話

経営革新計画のテーマ

ホームページアドレス

1

29 株式会社安土産業

近江八幡市浅小井町

0748-46-3286

シンク直付け阻集器用ろ材（フィルター）の開発及び量産
体制の確立

2

29 石井電気システム有限会社

高島市安曇川町

0740-32-0164

デマンドシステムの無線装置開発とWEB閲覧機能ソフトの開
発

3

29 株式会社大彌

甲賀市水口町

0748-62-2058

（公開していません）

http://www.daiya.info

4

29 川島酒造株式会社

高島市新旭町

0740-25-2202

（公開していません）

https://www.matsu87.jp/

5

29 渕田撚糸工場

高島市安曇川町

0740-32-1334

新たな生産方式導入による工程削減及び新機能複合撚糸開
発事業

6

29 ユニオンニット有限会社

高島市マキノ町

0740-27-1908

高性能機織機とアパレルＣＡＤシステムの導入による新商
品開発事業

7

29 みなくちファーム（水口

高島市マキノ町

0740-20-1271

高島市マキノ町のまくわうりを使った「まくわスムー
ジー」の開発及び生産プロセスの改善

8

29 竹内酒造株式会社

湖南市石部中央

0748-77-2001

スパークリング日本酒のプロデュースと販売

9

29 株式会社Ａｔｏｒｉ

草津市下笠町

077-535-0131

小規模飲食店の悩みを解決するセルフオーダーシステムの
体験型販売

草津市上笠

077-516-4180

利用者に安心と安全を提供する医学的エビデンスにもとづ
いたトータル美容サービスの展開

http://hitomi-komachi-dc.com/

http://nys.setacai.com/

淳）

http://www.takeuchishuzo.co.jp

10

29 ひとみ小町歯科（岡田

11

29 株式会社ＮＹＳ

大津市一里山

077-544-4500

自律移動型警備ロボットの開発・実用による次世代型警備
事業サービスの構築と拡大

12

29 株式会社福月

高島市安曇川町

0740-32-4001

高島市安曇川町特産品アドベリーの葉を100％活用したお茶
http://www.fukuzuki.com/
「あど茶」の商品開発、生産性の向上及び販路開拓

13

29 株式会社リットーメガネ

栗東市林

077-552-3888

眼鏡小売店が眼鏡メーカーへ！視野狭窄の人に役立つ眼鏡
型広角視野鏡の開発、生産販売

http://ritto-megane.co.jp/

14

29 ベティ

大津市馬場

077-526-4587

（公開していません）

http://www.bbwind.com

15

29 株式会社セルミック

草津市大路

077-516-4755

「ホルムアルデヒド浄化保管庫」の開発・製造事業

http://www.selmic.co.jp/

ブーフ（永野

ひとみ）

http://azuchisangyo.jp/

博之）
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16

29 株式会社

清水石材店

東近江市大塚町

0748-55-8166

（公開していません）

17

29 株式会社

ケイテック

湖南市夏見

0748-72-1804

加工方式の転換による革新的生産性の向上

18

29 株式会社

一期一会

長浜市室町

0749-53-4324

お年寄りが一同に集え住み慣れた地域での生活を続けるこ
とが出来る共生型アパート建設による地域包括ケアシステ
ムの実現

19

29 有限会社高野製作所

東近江市東沖野

0748-23-0558

（公開していません）

20

29 株式会社シンセイ

彦根市高宮町

（公開していません）

（公開していません）

21

29 中川絹糸株式会社

長浜市川道町

0749-72-3535

（公開していません）

http://www.nakagawasilk.jp/

22

29 有限会社和晃プラスチック

甲賀市土山町

0748-67-8047

（公開していません）

http://wakopura.co.jp/

23

29 有限会社滋賀エンジニアリング

長浜市高月町

0749-85-3242

図面の無い対象物を３Ｄスキャナーを用いて再現・復元す
る事業

https://www.shigaeng.com/

24

29 株式会社メディカルフロント

草津市野路東

077-599-1702

新化粧用テープの開発と事業拡大

http://medical-front.com

25

29 株式会社福井弥平商店

高島市勝野

0740-36-1011

生酒の風味を楽しめて常温流通できる純米吟醸酒の開発と
量産化

http://haginotsuyu.co.jp

26

29 辻プラスチック株式会社

東近江市五箇荘奥町

0748-48-2206

（公開していません）

http://www.tsuji-pla.co.jp/

27

29 興亜繊維工業株式会社

高島市勝野

0740-36-0005

最新型織機を導入し、細繊度で超高密度のタイヤを開発
し、自転車ロードレースの世界へ新規参入

28

29 株式会社ニューリー・土山

甲賀市土山町

0748-66-1681

実装プリント基板高さ計測設備導入による、高精度・納期
対応力強化

29

29 合同会社和苑繍

東近江市宮川町

0748-36-3470

日本伝統の糸および紫外線で色の変わる糸を用いた新商品
開発

https://www.waenshu.jp/

30

29 株式会社スピードワゴン

大津市末広町

077-558-5850

「一棟貸し」宿泊施設向け業務支援サービスの開発および
提供

https://speedwagon.jp

http://www.ktech-inc.jp/

http://www.takano-mc.co.jp/

承認企業一覧

承認
年度

番号

企業名

所在地

電話

経営革新計画のテーマ

ホームページアドレス

29 株式会社岡村本家

犬上郡豊郷町

0749-35-2538

高精米の香り高いプレミアム純米大吟醸酒の新商品開発と
酒蔵見学への直売展開

http://kin-kame.co.jp/

1

30 株式会社シンコーメタリコン

湖南市吉永

0748-72-3311

（公開していません）

http://www.shinco-metalicon.co.jp/

2

30 有限会社菱大

長浜市七条町

0749-62-6388

最新の段ボール専用自動打抜機を導入し、生産ラインの革
新を図る

3

30 株式会社クリスタル光学

大津市今堅田

077-573-2288

大型ガラス／セラミック製光学部品の生産性向上による事
業領域の拡大

http://www.crystal-opt.co.jp/

4

30 株式会社アイテス

野洲市市三宅

077-599-5015

5G時代をリードするワイドバンドギャップ系半導体基板を
高速に欠陥検査する装置の開発

http://eee.ites.co.jp/

5

30 株式会社石川技研

長浜市公園町

0749-51-9015

無縫製・オーガニックコットン100%の衣服の開発

http://avvera.net/

6

30 株式会社ＺＯＯＭ

長浜市湖北高田町

（公開していません）

金属加工技術を応用した新商品によるプラスチック製品製
造工程の時短

7

30 近江製函株式会社

東近江市北須田町

0748-43-6211

「布貼り箱」製造と「Ｖカット」技術により、高品質な商
品を求める顧客ニーズに応え、経営革新と売上げ増加を実
現する

http://www.omiseikan.co.jp/

8

30 ワークピース株式会社

大津市大江

077-548-9933

滋賀県に特化したパンのセレクトショップ開設による販路
開拓事業

http://work-piece.jp/

9

30 エクスピーエナジー合同会社

大津市富士見台

077-531-1311

建築物省エネルギー診断事業の構築による改修案件受注増
加計画

http://energy.expdesignlab.link/

10

30 本庄織布有限会社

高島市新旭町

0740-25-4698

（公開していません）

11

30 渕田撚糸工場（渕田

高島市安曇川町

0740-32-1334

複合撚糸を活かした自社製品の開発事業

12

30 フジノ食品株式会社

彦根市東沼波町

（公開していません）

仕入・販売管理システム再構築による作業平準化と在庫管
理の強化

http://www.ffdb.jp/

13

30 近江屋米店－大地堂（廣瀬

蒲生郡日野町

0748-52-5695

国産デュラム品種を使った原材料供給＆純国産パスタの開
発

http://www.daichidou.com/

14

30 湖北水鳥ステーション株式会社

長浜市湖北町

0749-79-8060

滋賀県湖北地域原産の「とらまくわ」「金まくわ」を主原
料とした地域特産加工品の開発および販売

http://www.mizudori-st.co.jp/index.php

31

弘幸）

敬一郎）
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15

30 （公開していません）

（公開していません）

（公開していません）

自社独自の企画・設計・提案型の治工具の製作・販売を行
う

16

30 ＫＪＣ株式会社

大津市本堅田

077-535-4714

事業承継した自動車板金塗装整備の作業工程革新による生
産性の向上

17

30 魚繁大王殿（岩崎

東近江市小脇町

0748-23-5179

琵琶湖固有種8種類（琵琶湖八珍）の商品化による滋賀ブラ
http://uoshige.info/
ンド構築及び認知度向上のための新規事業

18

30 高島ワニカフェ（岡野

高島市勝野

0740-20-2096

高島の特産食材を活用したレトルトカレーの商品開発

19

30 みなくちファーム（水口

高島市マキノ町森西

0740-20-1271

マキノ産ハーブペーストの開発と体験型観光農園の実施

20

30 株式会社みんなの奥永源寺

東近江市君ヶ畑町

0748-56-1194

海外市場・東京五輪２０２０・大阪万博２０２５に向けた
新商品の開発

http://okueigenji.co.jp/

21

30 有限会社永源寺マルベリー

東近江市永源寺高野町

0748-27-0772

健康長寿１位の県が送る！「近江健康青汁」の開発・販路
開拓！

https://eigenji-mulberry.com/

22

30 木村電工株式会社

大津市あかね町

077-522-5673

（公開していません）

http://www.kimuradenko.co.jp/

23

30 株式会社忠真

大津市比叡辻

077-579-5915

近江牛の外もも肉カット技術開発による新商品開発

http://fukuwa117.com/

24

30 株式会社うさぎメディケア

大津市粟津町

077-537-8884

調剤監査及び調剤服薬歴のシステム化による業務効率化

https://usagiyakkyoku.com/

25

30 株式会社ヒルズトレーディング

湖南市中央

0748-71-2880

（公開していません）

26

30 近江ユニキャリア販売株式会社

近江八幡市上田町

0748-37-7700

細分化したニーズに対応した業界初の車両レンタルサービ
スの構築

http://www.omi-uc.co.jp

27

30 株式会社SCB

草津市南草津

077-566-8120

業界初アプリ型人的婚活サポートサービスの開発と事業展
開

http://www.scb.jp

28

30 近江麦酒株式会社

大津市本堅田

077-536-5222

新規顧客獲得および客単価引上げを目的として、集客アイ
テムとしてのオリジナルエールビールの開発及び多品種少
量生産販売事業の開始

29

30 高橋金属株式会社

長浜市細江町

0749-72-3980

除菌及び水処理に関する新規水環境ビジネスの事業化推進

繁）
将広）
淳）

http://www.wanicafe.com/

http://www.takahasi-k.co.jp/
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30

30 ENETEK株式会社

（公開していません）

（公開していません）

燃料電池車素材であるガス拡散層の新規開発

31

30 株式会社洗心寮

大津市石山寺

077-537-0066

体験型店舗の誘致及び体験プログラムと食事のセットプラ
ンの企画・販売

https://www.sensinryo.jp/

32

30 株式会社花芳

湖南市岩根中央

0748-72-2155

湖南市の魅力発信

http://www.niwa-hanayoshi.com/

33

30 興亜繊維工業株式会社

高島市勝野

0740-36-0005

最新型巻取り機を導入し、各種繊度の早期滋養モータヘッ
ドブラシ用撚糸の開発による家電業界用途に新規進出

http://www.koa-seni.jp/

34

30 有限会社山口一心堂

大津市中央

077-524-3241

（公開していません）

http://www.isshindo.biz/

35

30 株式会社コムビック

大津市中央

077-510-2244

自社製品「溶接部ビード系作用３Ｄハンディスキャナ」の
試作開発

http://www.comvic.co.jp/

36

30 株式会社工房 新

大津市和邇南浜

077-594-8008

不燃性新素材の開発

http://www.syudio-arata.jp/

37

30 宮川木工所（宮川

大）

米原市大清水

0749-58-0662

プログラム指令によりアイデアを具現化できるＮＣルー
ター導入による生産性向上・販路拡大の展開

https://www.miyagawamokkousyo.com/

38

30 ヒル・プリント株式会社

愛知県大治町

（公開していません）

手動転写機を導入する事により販路拡大を目指す

http://www.hillprint.co.jp

39

30 有限会社大輿

高島市今津町住吉

0740-22-0557

和ろうそくの素材・技術を活かしたキャンドルの開発

http://warousokudaiyo.com/

40

30 Tsuki（藤岡

長浜市鍛治屋町

0749-56-0690

天然ハーブ等を使用したオリジナル商品の商品化及びツキ
アカデミーによる全国展開事業

https://www.pocapoca-ayurveda.com/

甲賀市水口町本町

0748-75-2826

樹脂における高機能材の加工技術の向上及び世界に一つだ
けの花を咲かせる計画

建二）

1

元 池田製作所（池田

幸太郎）

2

元 株式会社クリスタル光学

大津市今堅田

077-573-2288

世界初、難加工金属材料での超高精度大型光学部品の開発

3

元 株式会社トシプラ

東近江市市原野町

0748-27-1424

大型・複雑形状品の製造試作サービス事業の構築

4

元 双葉金属株式会社

(公開していません）

0749-23-0521

難削材の加工技術の高度化・量産化体制構築への挑戦

http://www.toshipla.com
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5

元 トランスブート株式会社

大津市瀬田大江町

077-547-5755

安全設計の新型スマートメーターの事業化の推進

https://www.tranceboot.com

6

元 株式会社山王

草津市青地町

077-566-6161

（公開していません）

http://www.shiga-sanno.com/

7

元 株式会社丸屋建設

栗東市辻

077-552-4394

建設業のデジタル化推進事業

http://www.biwako-maruya.co.jp/

8

元 株式会社アイテス

野洲市市三宅

077-599-5015

通電劣化を引き起こすシリコンカーバイド基盤の潜在欠陥
を顕在化させる表面処理プロセス装置の開発

http://www.ites.co.jp/

9

元 株式会社ＣＯＣＨＩＳＭＡ

大津市中央

077-526-8586

高齢者施設入居コンサルティング・ビジネスのチェーン展
開

http://cochisma.com

10

元 有限会社ヴァンテック

栗東市十里

077-553-1712

金属触媒技術を応用しデザインを重視した、日本酒・焼酎
を美味しく飲めるタンブラーとマドラ―の開発・販売

http://vantech.biz/

11

元 株式会社Ｆ・Ｌ・Ｂ

蒲生郡竜王町

050-3578-6185

アパレルのリアル店舗を活用したテクノロジー商品のネッ
ト通販事業

https://www.flb-function.com/

12

元 エヴリィー整骨院

守山市下之郷

077-582-0008

子育て世代の女性が安心して楽しく利用できる「治療」・
「美容」・「健康」の融合サービスの展開

http://everyseikotsuin.com/

13

元 株式会社バウハウス

大津市一里山

077-567-1170

クラウド型求人サイトの新規開発

http://www.mymall.co.jp/

14

元 喜多酒造株式会社

東近江市池田町

0748-22-2505

（公開していません）

http://kirakucho.jp/

15

元 株式会社スピードワゴン

大津市末広町

077-588-5850

ギフトＥＣサイトの構築およびサービスの提供

https://speedwagon.jp

16

元 青木煮豆店 悠ちゃん

高島市今津町

090-5098-5916

琵琶湖を臨む絶景で沖縄ぜんざいの提供

17

元 株式会社ラクラク・ビータ・スタイル

大津市千町

077-531-0300

かわいい家の施主様と工務店のマッチングサービスの提供

18

元 株式会社ys-style

近江八幡市音羽町

0748-34-6331

本革製のデザインバックの販売・メンテナンス及び中古品
のマッチングサービスの提供

19

元 株式会社落庄商店

長浜市落合町

0749-72-3571

青パパイヤ栽培を通じた、地域資金循環構造の構築

https://rakurakuhome.com/

http://www.riceparadise.com/
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20

元 アオキエージェンシー株式会社

野洲市小篠原

077-588-2410

弱粘着付き壁紙（糊付き壁紙）ハローウォールの事業拡大
及び代理店販売の構築

21

元 辻伝商店

守山市赤野井町

077-585-0047

老舗和菓子店の若い後継者による製造・販売方式の大改革

22

元 わくわく株式会社

大津市大平

077-574-7146

鮒ずしの飯（いい）を生で利用したタルトやキッシュの試
http://wk-wk.iimdofree.com/
作開発

23

元 株式会社セルミック

草津市大路

077-516-4755

「暴露抑制排気装置」の開発・製造事業

http://www.selmic.co.jp

24

元 株式会社メンタル・パワー・サポート

大津市粟津町

077-534-2223

増える障がい者への雇用拡大

http://www.kokoronochikara.com

25

元 株式会社マックスプロバイオ

蒲生郡竜王町

0748-58-5115

機械導入により、増産体制をとり国内・海外マーケットを
狙う

http://max-probio.com

26

元 株式会社レッドペンギン

草津市西大路町

050-3852-3767

（公開していません）

https://www.redpenguin.co.jp/

27

元 株式会社ビイサイドプランニング

草津市志那中町

077-568-5020

テクノロジーと音楽とを基に個別最適の学習プログラムを
新規に開発し提供する

https://www.b-side.co.jp/

28

元

090-3057-9519

i-Construction（建設現場の生産性革命）施策ぬ対応した
測量業務の生産性向上

http://skyocean.cloud/

29

元 フォルツァ

大津市打出浜

077-548-7822

テクノロジーと音楽とを基に個別最適の学習プログラムを
新規に開発し提供する

https://at-school.jp/classroom/page/4/

スカイオーシャンキャピタルパートナー
大津市粟津町
ズ合同会社

廃業スタンドを活用！

http://aokiagency.net

1

2 株式会社プロフリー

栗東市川辺

077-598-6522

先端設備等の導入による労働生産性向上

https://pro-free.com

2

2 スマイル株式会社

彦根市宇尾町

0749-47-6745

自然とアートの魅力を活かした「表現の場」の創出、事業
化

https://www.smile-shiga.com/

3

2 合同会社トレスバイオ技研

彦根市西今町

0749-47-5227

海藻と卵殻の特徴を活かした新商品開発事業

4

2 株式会社関西歯車工業社

近江八幡市十王町

0748-34-8115

（公開していません）

5

2 ワボウ電子株式会社

長浜市平方町

0749-63-5100

閉鎖型内陸養殖漁・農業への進出により、第二の収益源創
出および社内人材配置の最適化
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6

2 東洋エンジニア株式会社

大津市におの浜

077-524-4772

最先端ドローンによる延線業務の生産性と作業安全性の向
上

7

2 横尾工業株式会社

長浜市湖北町

0749-79-0258

（公開していません）

8

2 株式会社高岡屋

草津市草津

077-564-2511

ドローン等利用による病害虫一斉防除、一斉施肥の請負シ
ステム事業の推進

9

2 株式会社ヒロセホールディングス

愛知郡愛荘町市

0749-42-4657

「おいしがうれしがうつくしが」”地産地消”美容商材
「みずみな」の新商品開発及び販路開拓

https://www.beetle-hirose.com/

10

2 株式会社ライズ

東近江市小田苅町

070-1747-0027

調査の請負と長距離ドローンの製作

https://www.soracul.jp/

11

2 株式会社ツチダ建正

長浜市五村

0749-73-8019

建材加工製品の内製化による納期短縮から目指す生産性の
向上

http://www.tsuchidakensho.com/

12

2 有限会社守山新聞センター

守山市吉身

077-582-2051

ドローン技術とデータベース活用による次世代農業の高付
加価値化

http://www.moriyama-np.co.jp/

13

2 マスダ商事株式会社

野洲市小比江

077-589-2359

従来の堆肥化方法と異なり、脱着式コンテナを利用した発
酵方法による、リサイクルバイオ生産システムの商品化

http://www.msd-s.net/

14

2 株式会社FP測量プラネット

近江八幡市桜宮町

0748-34-0133

増加する相続税納税者に対応する納税額軽減のための立体
測量。

http://fp-sokuryou.com

15

2 株式会社湖東総合システム

東近江市妙法寺町

0748-23-7200

滋賀県内の設備事業者で初めて多関節溶接ロボット導入
し、生産性向上と受注拡大を図り、高度な溶接技能を伝承
する。

http://www.k-lets.co.jp

16

2 株式会社醍醐

守山市今浜町

077-584-3322

オンライン結婚式でおもてなし「盛込み料理」の宅配

http://www.daigogroup.com

17

2 MYA-K

甲賀市甲南町

0748-60-1620

（公開していません）

http://www.mya-k.com

18

2 ヤマグチカイロプラクティック

草津市追分

077-565-1860

カイロプラクティック技術のOJT指導が出来、他の手技も選
択可能な複合施設の運営

19

2 大昭製薬株式会社

（公開していません）

（公開していません）

（公開していません）

20

2 株式会社山梶製作所

近江八幡市安土町

0748-46-3039

受発注方法及び完成品、市係品管理体制の見直しと最新両
端子打機（端子圧着機）導入による生産性向上

ART

Studio

http://www.toyo-engineer.com/

http://www.yamakaji-seisakusho.co.jp
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21

2 ベーシック株式会社

大津市大江

077-544-0875

新商品「新型コロナウイルス除去可能な浄水器」の開発

22

2 わくわく株式会社

大津市大平

077-509-9077

生の鮒ずしの飯（いい）を原料とする駄菓子の試作開発

23

2 有限会社ES Cube

米原市宇賀野

0749-52-4640

高度測量データを用いた施工体制の構築

24

2 株式会社ハヤシ

彦根市高宮町

0749-23-1101

スマートフォンを活用した受注業務と配送業務の効率化

http://hayashi-1101.co.jp/

25

2 株式会社バイオアパタイト

彦根市城町

0749-47-5227

加水分解性卵殻膜の商品化及び量産機器の開発事業

http://bioapatite.jp

26

2 有限会社魚治

高島市マキノ町

0740-28-1011

オーベルジュの展開による滋賀県の食文化発信と独創的な
食体験の提供

http://uoji.co.jp/

27

2 株式会社よこいファーム

高島市安曇川町

0740-33-0823

滋賀県を代表するお土産物スイーツの開発と販路開拓事業

http://yokoifarm.jp/

28

2 株式会社小野ドライ

大津市桜野町

077-522-7243

（公開していません）

http://www.onodry.net/

29

2 大洋産業株式会社

彦根市芹川町

0749-22-6213

サプライチェーンの毀損への対応（加工のNC化）と海外展
開の促進

https://www.taiyosangyo.co.jp/

30

2 有限会社和晃プラスチック

甲賀市土山町大野

0748-67-8047

（公開していません）

http://wakopura.co.jp/

31

2 水谷醤油醸造場

彦根市日夏町

0749-28-1384

自社醸造醤油の復活と高級品に対応した新販路の開拓

http://yamata-shouyu.com/

32

2 山田牧場（山田

甲賀市信楽町

0748-82-2007

従業員が一丸となって取組める牧場の職場環境を作り、安
定した新事業商品を加えて、悪臭のない牧場運営を目指
す。

http://www.no-fu-yamadabokujyou.com/

33

2 株式会社ウッドベル鈴木牧場

（公開していません）

（公開していません）

新しい排水処理装置の開発による牛乳販売額の拡大

34

2 有限会社大津チタン

大津市苗鹿

077-578-3908

既存及び新規の顧客からデジタル受注の体制を構築する

https://ootu-titan.com/

35

2 ツジコー株式会社

甲賀市水口町

0748-62-2233

青い食品向け殺菌粉末の量産化

http://www.tsujiko.com/

保高）

http://wk-wk.jimdofree.com/
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36

2 株式会社スナッツフーズ

野洲市南櫻

077-587-0234

クレープバーの開発と量産化

37

2 株式会社上田製作所

彦根市松原町

0749-23-7722

3次元測定機の導入による複雑加工への挑戦・生産プロセス http://www.maroon.dti.ne.jp/uetaseisakusyo/
の改善による、生産性品質の向上

38

2 株式会社銀工房

大津市荒川

077-592-2480

日本の伝統工芸の技術を活用した最先端ファッションジュ
エリーの開発、及び海外展開計画

39

2 （公開していません）

（公開していません）

（公開していません）

（公開していません）

40

2 株式会社結喜

大津市和邇今宿

077-548-7722

Withコロナにおいて、感染症対策と販売機会増大のために
ドライブスルーを導入する全国初のあんぱん専門店

41

2 （公開していません）

（公開していません）

（公開していません）

（公開していません）

42

2 木輪株式会社

長浜市朝日町

0749-62-0823

近未来・エコハウス「N.DESIGN WOODHOME」高性能木造規格
https://www.n-wood.jp/
住宅の開発・販売

43

2 Rusto株式会社

大津市八屋戸

077-525-0286

テンペの製造工程の改良による食味の向上と量産体制の構
築

44

2 青木煮豆店 悠ちゃん

高島市今津町

090-5098-5916

心身を温める煮豆ぜんざいの提供による閑散期の集客

45

2 株式会社松村

近江八幡市千僧供町

0748-37-7481

（公開していません）

http://therapieno.com

46

2 餃子バルデコマル

大津市粟津町

090-3354-9978

急速冷却冷凍装置導入とECシステム構築による販路拡大

https://kd50400/gorp.jp/

47

2 ティーズネクスト株式会社

大津市打出浜

075-575-6868

イルミネーション導光板を用いたオリジナル新商品の製造
販売

https://tsnext.co.jp/

48

2 株式会社総合近江牛商社

栗東市綣

077-599-0467

急速冷凍技術の導入による近江牛の高品質化、全国へFC店
舗・通販事業の展開

https://omigyucorp.co.jp/

49

2 有限会社大治工務店

近江八幡市安土町

0748-46-3464

非接触・非対面による新たな建築営業様式の確立

https://daiharu-k.com/

50

2 ハグロエンジニアリング株式会社

蒲生郡日野町松尾

0748-53-0532

（公開していません）

https://haguroeng.co.jp/

https://www.snats-foods.com/

http://www.ginkobo.co.jp/

https://www.yuuki-anpan.com/
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51

2 コクユ株式会社

長浜市湖北町海老江

（公開していません）

機械治具設計と加工技術を活かした連続加工ラインの構築

52

2 壽木材株式会社

大津市秋葉台

077-522-6738

生産性向上と省資源化へロボットによるフラッシュ合板側
板製造自動化

http://www.k-mokuzai.co.jp/

53

2 株式会社空

大津市小野

（公開していません）

（公開していません）

https://www.koo.design.jp/

1

3 山豊テグス株式会社

守山市笠原町

077-582-2520

（公開していません）

http://www.yamatoyo.com/

2

3 有限会社コスモ開発

愛知郡愛荘町

0749-42-8758

「敷地調査・測量・設計・登記」一戸建て建築向けワンス
トップ体制の構築

https://cosmokaihatsu.com/

3

3 株式会社近畿ブラザー

大津市京町

077-523-3211

県内初・刺繍ミシンカーを導入し低感染リスクで巣籠需要
取込

https://www.kinki-brother.co.jp/

4

3 株式会社キョーリン

守山市播磨田町

077-582-3000

新規設備導入による品質及び生産性の向上と新規素材の取
り扱い

http://kyo-rin.co.jp/

5

3 興亜ホールディングス株式会社

高島市永田

0740-36-0005

日本未発売の最新型ニードル織機を導入し、製紐技術の革
新と電気自動車用途に道ひらく

6

3 有限会社鳥中

高島市安曇川町

0740-32-0234

加圧加熱殺菌技術を利用したレトルト食品の開発及び販売

7

3 測量設計明誠

長浜市本庄町

0749-63-9767

3Dレーザー導入による橋梁測量開始と親子3代に渡る測量技
http://www.meisei678com/
術の伝承

8

3 株式会社WorldLink Protech

大津市平津

077-535-5748

3Dプリンターの新規導入によるドローンの内製化で付加価
値向上

http://worldlink-protech.com/

9

3 株式会社高栄ホーム

大津市別保

077-534-1755

快適で安全な「小規模ハウス」の開発、及び装飾グッズの
販売店の出店

http://www.21kouei.com

10

3 藤居本家

愛知郡愛荘町

0749-42-2080

酒蔵の魅力と滋賀県産食材にこだわった飲食事業による事
業再構築

http://www.fujiihonke.jp

11

3 アイベック合同会社

草津市大路

077-535-9171

大手Amazon決済を利用したEC決済サービスの訴求

http://www.aivec.co.jp

12

3 株式会社クリスタル

東近江市今町

0748-42-7779

葬儀シミュレーションシステム及びリモート葬儀アプリの
構築

http://crystal-hall.co.jp/

13

3 川上産業株式会社

高島市今津町

0740-22-2254

これまでこだわりの木造建築を業としてきたが、今般、最
新型鉋盤を導入し、在来の桧材を使用した高品質の木造住
宅を提供する。

http://tonchan-no-torinaka.net/
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14

3 カネ上株式会社

長浜市平方町

0749-62-0908

高齢者向けかまぼこの開発及び既存製品の生産効率化

http://www.kanejo-kk.co.jp/

15

3 株式会社サビア

大津市比叡平

077-599-4113

博物館・美術館のDX展示機器等の賃貸事業への新分野展開

http://www.sabia.co.jp/

16

3 株式会社メディアサンズ

近江八幡市古川町

075-253-2450

新型スチームトラップを用いたボイラー設備向け省エネ
サービス事業への参入

https://www.media-sons.com/

17

3 Geo-Design一級建築士事務所株式会社

大津市神領

077-535-4390

建築設計及び積算業務効率を改善し、働き方を変革する設
計業務支援システムの開発

http://geo-d.jp

18

3 株式会社伊吹山スロービレッジ

米原市小泉

0749-58-8020

「伊吹の薬草」で作るクラフトビールブルワリー事業

19

3

0749-49-0155

（公開していません）

https://www.sangakukan-engineering.com

20

3 Maynish

湖南市丸山

090-5360-7766

栄養管理と交流を目的としたカフェを併設したキックボク
シングジムの新規出店

https://maynish.com/

21

3 ふくろう珈琲店

大津市桐生

090-5128-8299

飲食店向けに「空中栽培による石焼き芋等」卸販売開始

22

3 日本アドバンストアグリ株式会社

長浜市末広町

（公開していません）

カラフルチョコレートの少量多品種の量産化

23

3 株式会社バイオセラー

草津市長束町

（公開していません）

ＩｏＴ機能を搭載した家畜糞尿処理機の開発により、畜産
農家を新たな顧客として、家畜糞尿の資源循環サイクルの
確立

24

3 有限会社とも栄菓舗

高島市安曇川町

0740-32-0073

若年層の和菓子離れに歯止めをかけるとともに非常食市場
に参入！

https://www.sweet-tomoe.com/

25

3 株式会社ロイド

草津市東矢倉

050-1564-8433

「完全定額制」インターネット集客型葬儀サービスの構築
と販促

https://royd.co.jp/

26

3 株式会社エノモト

長浜市高月町

0749-85-3030

高品質保証体制で設計変更時に迅速対応可能な機械加工部
品輸入事業

http://www.kk-enomoto.co.jp
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3 合同会社和苑繍

東近江市宮川町

0748-36-3470

グラフィック×刺繡デザインのゴルフウエア開発

http://www.waeshu.jp
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3 西村経営労務管理事務所

大津市蓮池町

077-598-5713

中小企業診断士が運営する湖西初インドアゴルフ練習場の
新展開

https://smec.sr-nkrk.com
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3 株式会社ジャパン・アドカ

彦根市大薮町

077-572-5110

下着の立体縫製と素材を活かした新たなサポーターの開発
と販路開拓

株式会社産学官連携エンジニアリングセ
犬上郡多賀町
ンター

http://www.adv-agri.co.jp/

