安 全 運 転 管 理 者 選 任 事 業 所一覧
大

津

警

察

署

管

内

株式会社 大田鉄工所
中部方面混成団
滋賀トヨタ自動車株式会社 大津店
滋賀日産自動車株式会社
日本酪農協同株式会社 滋賀工場
滋賀ダイハツ販売株式会社 大津店
東レ株式会社 滋賀事業場
滋賀トヨペット株式会社
大津市消防局
シャープマーケティングジャパン株式会社 ホームソリューション社近畿統轄営業部滋賀支社
滋賀県総務部総務課
関西電力送配電株式会社 滋賀支社
国土交通省近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所
株式会社京滋マツダ 滋賀事務センター
株式会社 滋賀銀行
大津製函株式会社
セキスイファミエス近畿株式会社 京滋支店
株式会社 笹川組
株式会社 セレマ 玉泉院 大津営業所
大津市 福祉子ども部
大津市 総務部
株式会社 滋賀水田
有限会社 石山建材店
大洋厨房株式会社
滋賀三菱自動車販売株式会社 本社大津店
ｼｬｰﾌﾟﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝﾝ株式会社 ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ社 滋賀ｻーﾋﾞｽｽﾃーｼｮﾝ
滋賀森林管理署
松井工業株式会社
東洋シャッター株式会社 滋賀営業所
株式会社 キーエンス滋賀営業所
綜合警備保障株式会社 滋賀支社
株式会社 洗心寮
大冷工業株式会社 大津支店
一般社団法人 日本自動車連盟 滋賀支部
東洋建設株式会社
株式会社関西みらい銀行 びわこビル
横河ソリューションサービス株式会社
株式会社 みずほ銀行 大津支店
灰孝小野田レミコン株式会社大津工場
株式会社 村田自動車工業所
大津市教育委員会

大津市 産業観光部
株式会社 ニシオカ
三井住友海上火災保険株式会社 滋賀支店
株式会社 昭建
大輪建設株式会社
日伸工業株式会社
株式会社 ケイテック
近畿地方整備局 滋賀国道事務所
大津市 企業局
株式会社瀬田月輪自動車教習所
株式会社 スズキ自販滋賀 アリーナ大津
ツルタ電機株式会社 大津営業所
株式会社 叶匠寿庵
フジノ食品株式会社 大津営業所
長岡産業株式会社
株式会社 ジェージーシー滋賀
株式会社 ダスキン湖南 ダスキン瀬田支店
有限会社 八木製麺所
株式会社ツムラ 大津営業所
大津自動車教習所
株式会社 近畿予防医学研究所
木村電工株式会社
大津マルヰ株式会社
株式会社 アルファー建設
株式会社 エスサーフ
三井住友信託銀行株式会社 大津支店
株式会社JTB滋賀支店
国立大学法人 滋賀医科大学
ミノベ建設株式会社
みずほ証券株式会社 大津支店
滋賀刑務所
比叡山自動車道株式会社
アマナエレン株式会社
株式会社 皇子山カントリークラブ
株式会社 湯元舘
株式会社 目片工務店
株式会社きんでん 大津営業所
公益財団法人 大津市公園緑地協会
滋賀ホンダ販売株式会社
株式会社 奥村組
三陽建材有限会社
株式会社 タケノウチ
株式会社ウォーターエージェンシー 大津管理所
大津税務署

滋賀日産自動車株式会社 大津店
共和木材工業株式会社
湖国精工株式会社
株式会社ホンダクリオ滋賀東 瀬田店
株式会社プリンスホテル 瀬田ゴルフコース
関西オートメ機器株式会社
一般社団法人 滋賀県造林公社
株式会社ウチダビジネスソリューションズ
滋賀県大津土木事務所
関西電力送配電株式会社 大津電力所
滋賀県警察本部警備部機動隊
滋賀県警察本部
一般財団法人関西電気保安協会 大津営業所
大塚製薬株式会社京都支店 大津出張所
大津警察署
関西電力送配電株式会社 滋賀配電営業所
陸上自衛隊 第109教育大隊
陸上自衛隊大津駐屯地大津駐屯地業務隊
三協電気工業株式会社
株式会社 ホンダクリオ滋賀
日本たばこ産業株式会社 大津支店
株式会社 芝山タイヤ工業所
東レエンジニアリング株式会社 滋賀事業場
全国共済農業協同組合連合会 滋賀県本部
社会福祉法人桐生会
大洋産業株式会社 大津営業所
株式会社商工組合中央金庫 大津支店
東海電設株式会社 滋賀支社
延暦寺
株式会社別田 大津支店
日新火災海上保険株式会社 京滋事業部大津サービス支店
株式会社ローソン 滋賀支店
株式会社 松浦組
日本オーチス・エレベーター株式会社 京都支店京滋営業所
ネッツトヨタ滋賀株式会社 瀬田店
株式会社金子工務店
滋賀県信用保証協会
株式会社 髙陽建設
市立大津市民病院
株式会社 丸長食品
株式会社 膳所自動車教習所
宮川印刷株式会社
近畿設計測量株式会社
株式会社大津給食センター

株式会社東山 大津事業所
滋賀特機株式会社
株式会社 モリタ
大津市 環境部
株式会社 堀江建設
太田建設株式会社
株式会社 比叡ゆば本舗ゆば八
近江鍛工株式会社
びわ湖放送株式会社
日本放送協会 大津放送局
カキザキ建機株式会社
株式会社アーネストロード
丹羽由砕石 大津事業所
有限会社 川梅商店
滋賀トヨペット株式会社 唐崎店
森正商事株式会社
株式会社 内田組
株式会社 滋賀生コンクリート大津工場
岡本電気株式会社 滋賀営業所
株式会社プリンスホテル びわ湖大津プリンスホテル
山本石油株式会社
山本電工株式会社
新生化学工業株式会社
株式会社ダイセン工業
ファーストリネンサプライ株式会社
有限会社 杉澤タイル
株式会社 目片鉄工所
株式会社 増田工務店
東京海上日動火災保険株式会社 滋賀支店
坂口テレビサービス株式会社
近畿労働金庫 大津支店
大津市 市民部
株式会社宇野工務店
損害保険ジャパン株式会社 滋賀支店
五六七北川建設株式会社
株式会社 西堀
大津電機工業株式会社
京阪ホテルズ&リゾーツ株式会社 琵琶湖ホテル
株式会社 メイコウ
株式会社スズケン 大津支店
日本電気硝子株式会社
株式会社 ＮＩＰＰＯ関西北統括事業所
医療法人緑生会南大津クリニック

株式会社 中原工務店
東レエンジニアリング西日本株式会社
小野電化株式会社
奥比叡参詣自動車道株式会社
株式会社滋賀銀行 石山支店
アサヒ自工株式会社
公益社団法人大津市シルバー人材センター
株式会社 久木野工務店
株式会社 互信工業
セコム株式会社 滋賀統轄支社
株式会社 ヨシケイ滋賀
電気硝子ユニバーサポート株式会社大津事業所
関西設備工業株式会社
大津板紙株式会社
株式会社かんでんエンジニアリング 滋賀支店
株式会社サニックス 大津支店
株式会社 ハン六
株式会社祇園マネジメントサービスダスキン唐崎支店
ＮＥＣフィールディング株式会社 京都支店大津営業所
正和設計株式会社
株式会社 大津ガスサービスセンター
トヨタカローラ滋賀株式会社 大津店
株式会社山克電工
ワーク株式会社
清水建設工業株式会社
オプテックス株式会社
滋賀スバル自動車株式会社 大津店
東レ建設株式会社 京滋支店
キステム株式会社
戸倉商事株式会社
有限会社 大沢設備工業所
公益財団法人 滋賀県健康づくり財団
エネサーブ株式会社 京滋事業所
レーク滋賀農業協同組合
滋賀殖産株式会社
株式会社 イキ
株式会社 林田工業所
株式会社 晴嵐商会
株式会社 新井製作所
株式会社 本庄
株式会社 江口測量設計事務所
ネッツトヨタ滋賀株式会社 大津店
トラストガーデン株式会社
大津市都市計画部

京阪電気鉄道株式会社
琵研工衛株式会社
飯室電業株式会社
大進管工有限会社
山一電工株式会社
小山株式会社 大津営業所
大島造園土木株式会社 滋賀営業所
カリモク家具販売株式会社 大津営業所
ホシザキ京阪株式会社 大津営業所
第一三共株式会社 滋賀営業所
関電サービス株式会社 滋賀営業所
長尾電工株式会社
リ・プロダクツ株式会社
株式会社 富士薬品 西大津営業所
株式会社 日新設備
近畿農政局 滋賀県拠点
野村證券株式会社 大津支店
ネッツトヨタびわこ株式会社 大津店
株式会社富士通エフサス 滋賀支店
株式会社 ジャックス大津支店
天台宗務庁
損害保険ジャパン株式会社 大津保険金サービス課
株式会社ウェルビー滋賀 湖南営業所
関西みらいリース株式会社 京滋営業本部
ニッタン株式会社 大津支店
三井不動産リアルティ株式会社 大津センター
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 滋賀支部
サンネットワークリブ株式会社滋賀センター
株式会社城陽興業
ダンロップタイヤ近畿株式会社 大津営業所
三井住友海上あいおい生命保険株式会社 滋賀生保支社
尾家産業株式会社 滋賀営業所
ＮＴＴデータカスタマサービステクノロジ株式会社
大東建託株式会社 滋賀支店
大東建託パートナーズ株式会社 滋賀営業所
株式会社 中谷組
NTTビジネスソリューションズ株式会社 光ビジネス営業部
一般財団法人 近畿健康管理センター
株式会社タツノ関西支店京滋営業所
ＰＨＣメディコムネットワークス株式会社 滋賀営業所
ツクイ大津神領デイサービスセンター
株式会社ツウモロウ
株式会社ヤサカ滋賀南支店
滋賀短期大学付属高等学校

島津産機システムズ株式会社 本社
特定非営利活動法人 テクテク大津
西日本電気システム株式会社 京都信号工事所
株式会社ほくつう 関西支店
社会福祉法人よつば会特別養護老人ホーム風流里
自衛隊滋賀地方協力本部
比叡山幼稚園
一般財団法人博愛会 博愛保育園
株式会社 アヤハレークサイドホテル
滋賀県警察学校
社会福祉法人恩徳寺会 田上保育園
株式会社 井筒八ッ橋本舗
国立大学法人 滋賀大学教育学部
ビバスポーツアカデミー瀬田
認定こども園 星の子保育園
株式会社 琵琶湖グランドホテル
大津市立大石小学校
大津市福祉子ども部 やまびこ総合支援センター
滋賀県厚生農業協同組合連合会
日本赤十字社 滋賀県支部
株式会社 緑水亭
国家公務員共済組合連合会 びわこ保養所
陸上自衛隊大津駐屯地第4陸曹教育隊
ニューびわこ健康サマーランド&ホテル
株式会社 京進 石山校
株式会社セレマ NIHO
学校法人 滋賀カトリック学園 聖パウロこども園
びわこきららこども園
馬渕教室 石山本部校
永興富士見こども園
大津市立東部子ども療育センター
株式会社京進 瀬田校
株式会社京進 膳所校
馬渕教室 瀬田校
馬渕教室 膳所校
比叡山高等学校
富士見市民温水プール
社会福祉法人わらんべ会 正休保育園
専称寺保育園
朧月運転代行社
スター代行
運行代行ナイトライダー
西日本運転代行
東京海上日動調査サービス株式会社 滋賀損害サービス課

株式会社 大覚
医療法人 良善会 ひかり病院
岩谷産業株式会社 京滋支店
株式会社パイプラインサービスおおつ
生活協同組合コープしが 中央大津センター
滋賀県信用農業協同組合連合会
滋賀県信用農業協同組合連合会
近畿管区警察局 滋賀県情報通信部
ヤマハマリーナ株式会社 琵琶湖営業所
暖灯館 きくのや
社会福祉法人幸寿会 特別養護老人ホーム長等の里
こくみん共済COOP滋賀推進本部
警備開発株式会社滋賀支社
社会福祉法人おおつ福祉会 唐崎やよい作業所
近畿産業信用組合 大津支店
SMBＣ日興証券株式会社大津支店
株式会社日本政策金融公庫大津支店 国民生活事業
東洋実業株式会社 滋賀第１事業所
東レテクノ株式会社
社会福祉法人しが夢翔会 ステップ広場ガル
ラ・ケアながら
きんでんサービス株式会社 滋賀支店
有限会社 アクス
大津赤十字病院
滋賀びわ湖青果株式会社
リコージャパン株式会社 大津事業所
株式会社 カネカ 滋賀工場
東横化学株式会社 大津営業所
全国農業協同組合連合会滋賀県本部
社会福祉法人 華頂会
株式会社ドコモCS関西 滋賀支店
大津市 健康保険部保健所
医療法人華頂会琵琶湖養育院病院
滋賀コープサービス株式会社
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社
NTTビジネスソリューションズ関西支店
公益財団法人 滋賀県文化財保護協会
大塚製薬株式会社 藤井記念研究所
創価学会 滋賀文化会館
西日本高速道路株式会社 関西支社新名神大津事務所
綾羽株式会社
株式会社 エネゲート滋賀工事所
株式会社ヤマシタ大津営業所
株式会社 オーエスティー

株式会社 近畿エコサイエンス
株式会社ゆうちょ銀行 大津店
株式会社かんぽ生命保険 大津支店
キヤノンメディカルシステムズ株式会社 滋賀支店
日本郵便株式会社 比叡辻郵便局
大津市 健康保険部
エスフーズ株式会社京滋営業所
(株)NTTフィールドテクノ関西支店 滋賀営業所大津フィールドサービスセンタ
藤本産業株式会社
株式会社成学社 開成教育セミナー 瀬田教室
トータルケアライフ株式会社 コンソルテ瀬田
大津市消防局 中消防署
大津市消防局 東消防署
大津市消防局 南消防署
大津ケアセンター そよ風
富士通エフサス西日本カスタマサービス株式会社京滋カスタマーサービス部
株式会社 I.S.T
中山運輸機工株式会社
明治安田生命保険相互会社 滋賀支社
YKKAP株式会社
琵琶湖汽船株式会社
大戸警備保障株式会社
医療法人 くろづ外科医院
ニチイケアセンターながら
滋賀県農業共済組合
社会就労センター こだま
大津カントリークラブ
日本年金機構 大津年金事務所
ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社京滋地区本部 大津営業所
日本郵便株式会社 大津中央郵便局
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社滋賀支店
株式会社ティーエム・テックス
株式会社エフエム滋賀
大津南営農経済センター
教職員共済生活協同組合京滋事業所
ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社 滋賀支社
社会福祉法人禅心福祉会 永興藤尾こども園
特定非営利活動法人 比叡平・陽だまりの会
NTT西日本ビジネスフロント株式会社 滋賀支店
有限会社 清元楼
大津市 政策調整部
あいおいニッセイ同和損害調査株式会社滋賀調査グループ
滋賀県農業協同組合中央会
社会福祉法人 大津市社会福祉協議会

株式会社西山工業
渡辺パイプ株式会社 大津サービスセンター
フジテック株式会社 滋賀営業所
滋賀短期大学付属幼稚園
東商株式会社 滋賀事業所
株式会社ウエルネット 大津支店
株式会社扇港電機滋賀電材営業部大津営業所
株式会社堀場製作所びわこ工場
大和冷機工業株式会社 大津営業所
株式会社アイ･バード ミルクプラザ大津
株式会社滋賀県農協電算センター
東レエンジニアリング株式会社 瀬田工場
株式会社タイズ
株式会社水機テクノス 新瀬田事業所
株式会社ガスパル近畿滋賀販売所
一冨士フードサービス株式会社 京滋支社
社会福祉法人小鳩会 小鳩の家
日本精工株式会社大津工場
新和工業有限会社
MS関西株式会社滋賀支店
医療法人さんらく会
株式会社東京商工リサーチ滋賀支店
株式会社USEN 大津支店
社会福祉法人 近江笑生会
株式会社長栄 ベルヴィ瀬田
関西みらい銀行びわこ住宅ローンセンター
株式会社コロナ 京滋営業所
株式会社山本重建
東芝テックソリューションオートサービス株式会社 滋賀サービスステーション
ヤンマーアグリジャパン株式会社 中部近畿支社湖西支店
日本精工株式会社
ウェルフェアー株式会社 みちくさリハビリデイサービス
独立行政法人地域医療機能推進機構 滋賀病院
特定非営利活動法人 友と遊
びわこ総合サービス株式会社
福西電機株式会社 京滋営業所
アズビル株式会社 アドバンスオートメーションカンパニー京滋営業所
住友不動産販売株式会社
滋賀県大津・高島子ども家庭相談センター
滋賀県西部・南部森林整備事務所
株式会社 高谷商店
アイガード有限会社
きんでん関西サービス株式会社 滋賀支店
滋賀県琵琶湖環境科学研究センター

株式会社ワークスタッフ滋賀営業所
サカイ創建株式会社 滋賀南支店
税理士法人 北浜・中西会計
エネサーブ株式会社 本社
株式会社ウインスリー
滋賀県知事公室防災危機管理局
岡本電気株式会社
大津観光株式会社
株式会社 アヤハディオ
株式会社Ｐｌｕｓ建築舎
京都新聞社滋賀本社
英和株式会社
みのり監査法人 滋賀オフィス
関西電力株式会社 再生可能エネルギー事業本部大津水力センター
株式会社 ＮＹＳ
関西電力株式会社 滋賀事業所
日本生命保険相互会社滋賀支社
大津市建設部
ZEROTEC株式会社
びわ湖ブルーエナジー株式会社 保安部
有限会社 大谷サービス
株式会社アヤハディオ 瀬田店
三井住友建設・川田建設・極東興和共同企業体 大戸川橋作業所
おおつ協会都市公園グループ
滋賀銀行 瀬田駅前支店
タマホーム株式会社大津プリンスホテル店
社会福祉法人共生シンフォニー まちかどプロジェクト
社会福祉法人和光会 みどり園
社会福祉法人いしづみ会 いしづみ
社会福祉法人 真盛園
児童養護施設 湘南学園
パナソニックエイジフリーショップ湖南
東レエンジニアリングDソリューションズ株式会社 瀬田事業場
株式会社スズキ自販滋賀 瀬田マイカーランド
社会福祉法人ノエル福祉会 障害福祉サービス事業所ノエルしごとの家
株式会社シーボーン・ジャパン
障害福祉サービス事業所 れもん会社
デイサービスセンターみちくさ
社会福祉法人 めぶき福祉会 多機能型事業所 さくら
宅配クック１２３大津店
レーク商事株式会社 本社・大津支社
しがぎんリース・キャピタル株式会社 本社
株式会社滋賀ディーシーカード
滋賀保証サービス株式会社

しがぎんビジネスサービス株式会社

草

津

警

察

日本トーカンパッケージ株式会社 滋賀工場
トヨタカローラ滋賀株式会社
株式会社 淡海
セイレイ興産株式会社 琵琶湖カントリー倶楽部
株式会社 クサネン
大阪ガス株式会社 滋賀事務所
日本観光開発株式会社
キヤノンマシナリー株式会社
日本郵便株式会社 草津郵便局
株式会社木村牧場
株式会社アヤハ自動車教習所
草津電機株式会社
呉羽テック株式会社
有限会社 横田商店
福永産業株式会社
川重冷熱工業株式会社 滋賀工場
ＪＲＡファシリティーズ株式会社 栗東事業所
田中商事株式会社
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社
株式会社 新洲
クラスアップ株式会社
ナショナル・ベンディング株式会社 滋賀営業所
西日本高速道路株式会社 関西支社滋賀高速道路事務所
西日本旅客鉄道株式会社 近畿統括本部 草津保線区
ダイキンHVＡCソリューション近畿株式会社
レンゴー株式会社 滋賀工場
草津市役所
近江度量衡株式会社
日産プリンス滋賀販売株式会社 栗東店
株式会社 マルニ
株式会社 中島電業所
栗東市役所
大五産業株式会社
草津警察署
西日本旅客鉄道株式会社 草津電力区
株式会社 伊藤工務店
ニチコン草津株式会社
日本中央競馬会 栗東トレーニングセンター
有限会社 加藤建材
株式会社きんでん 栗東営業所
株式会社 市金工業社
オムロン株式会社 草津事業所

署

管

内

株式会社メディセオ 滋賀営業部
林ポンプクリート株式会社
三菱ふそうトラック・バス株式会社 近畿ふそう滋賀支店
UDトラックス株式会社 滋賀カスタマーセンター
大和電設工業株式会社 滋賀支店
京都帝酸株式会社 滋賀事業所
リコージャパン株式会社 滋賀支社
株式会社 イシダ 滋賀事業所
いすゞ自動車近畿株式会社栗東支店
日本キャタピラー合同会社 栗東営業所
西日本高速道路メンテナンス関西株式会社 滋賀事業所
オイレス工業株式会社 滋賀工場
株式会社 暁電機製作所
協和テクノロジィズ株式会社 滋賀営業所
山科精器株式会社
ダイキン工業株式会社 滋賀製作所
三恵工業株式会社
滋賀県立草津養護学校
株式会社 アトライズヨドガワ 滋賀事業所
滋賀トヨタ自動車株式会社 栗東店
北出産業株式会社
UCCコーヒープロフェッショナル株式会社滋賀支店
南産業株式会社
公益社団法人 栗東市シルバー人材センター
草津税務署
トヨタモビリティパーツ株式会社

滋賀支社

株式会社 藤江興業
株式会社 松井緑地産業
吉田産業株式会社
宮嶋通信建設株式会社
株式会社近新 近江大橋店
御園産業株式会社
株式会社 西日本技術コンサルタント
雅通信建設株式会社
株式会社 早瀬水道
株式会社 アヤシロ
三大宝建設株式会社
株式会社 ハズイ食料品店
滋賀スバル自動車株式会社
株式会社 湖光
平井自動車工業株式会社
積水ハウス株式会社 関西物流センター
スターライト工業株式会社
昌栄印刷有限会社

株式会社 ダイイチ
株式会社 メタルアート
湖南広域消防局 中消防署
日清食品株式会社 滋賀工場
たち建設株式会社
日本郵便株式会社 栗東郵便局
株式会社ダイコーロジサービス
株式会社 ブラザー商会
株式会社ハウステック
松井産業株式会社
三菱電機システムサービス株式会社 滋賀サービスステェーション
有限会社 滋賀給食センター
株式会社 アヤハゴルフリンクスジャパンエースゴルフ倶楽部
株式会社 かつらぎ 草津営業所
日本メンテナンス株式会社
新洋建設株式会社 草津営業所
社会福祉法人栗東市社会福祉協議会
株式会社 南洋軒
株式会社 千商
株式会社ゼンリン滋賀営業所
株式会社たけびし 栗東支店
株式会社 北中工務店
株式会社きんでん 滋賀支店
Honda Cars滋賀東U-Select栗東
栗東総合産業株式会社
株式会社昭建 栗東支店
草津設備株式会社
湖南広域消防局 西消防署
レーク滋賀農業共同組合 草津地区総括本部
株式会社 湖睦電機
前田道路株式会社 滋賀営業所
滋賀ダイハツ販売株式会社 栗東支店
株式会社加藤建設工業
株式会社ヤマキ
株式会社オーミック
滋賀県赤十字血液センター
全国農業協同組合連合会 滋賀県本部栗東総合センター
近畿環境保全株式会社
湖南広域消防局
株式会社 三東工業社
株式会社エッセン 矢橋営業所
レーク滋賀農業協同組合 栗地区統括本部
栗東木材株式会社
株式会社 近商物産

東海旅客鉄道株式会社 関西支社 栗東保線所
株式会社ジャパンビバレッジウェスト 滋賀支店
株式会社 大塩 滋賀支店
株式会社 協同
ツルタ電機株式会社 草津営業所
京滋ガステック株式会社
株式会社滋賀銀行 草津支店
髙畑産業株式会社
株式会社ユタカ産業
公益財団法人 滋賀県建設技術センター
三菱電機ビルテクノサービス株式会社 関西支社滋賀支店
株式会社日本旅行 草津支店
株式会社 藤田
株式会社 三笑堂 滋賀支店
松田電気株式会社
株式会社 田中誠文堂
亀喜工業株式会社 滋賀営業所
ロジネクスト近畿株式会社
光鋪道建設株式会社
一般財団法人 近畿健康管理センター 滋賀事業部
帝人ヘルスケア株式会社
パナソニック株式会社 アプライアンス社
ＳＭＣ株式会社 滋賀出張所
株式会社 光ビルサービス
生活協同組合コープしが 草津センター
滋賀県警察本部交通部 交通機動隊
株式会社 近鉄百貨店 草津店
株式会社プレイ比良
セコム株式会社栗東支社
栗東市役所上下水道事業所
甲共舗道株式会社
日映興業株式会社
ネッツトヨタ滋賀株式会社 栗東店
柚電気株式会社
滋賀日野自動車株式会社 栗東支店
住友林業株式会社 住宅事業本部滋賀支店
滋賀日産自動車株式会社 栗東店
日産部品近畿販売株式会社 草津営業所
滋賀ダイハツ販売株式会社 草津店
ネッツトヨタびわこ株式会社 栗東店
滋賀三菱自動車販売株式会社 本社栗東店
ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社京滋カンパニー栗東営業所
株式会社セレマ湖南滋賀祭典
株式会社 丸屋建設

公益財団法人 草津市コミュニティ事業団
京滋軌道工業株式会社
株式会社 園内オートサービス
ダイキン工業株式会社草津サービスステーション
株式会社 アヤハ環境開発
株式会社 遠藤製作所
セキスイハイム近畿株式会社 滋賀支店
積和建設近畿株式会社 滋賀支店
公益財団法人 栗東市スポーツ協会
滋賀トヨタ自動車株式会社 瀬田・草津店
株式会社 宝文堂
中外製薬株式会社
アサヒ飲料販売株式会社
三浦工業株式会社 滋賀支店
日本食研株式会社 滋賀支店
株式会社 富士薬品 大津営業所
豆喜楼
田辺三菱製薬株式会社 滋賀営業所
辻井木材センター株式会社 栗東営業所
こんぜの里 森遊館
佐山水道工業株式会社
株式会社ノーリツ 滋賀営業所
イカリ消毒株式会社 滋賀営業所
株式会社 シガMEC
栗田工業株式会社 滋賀営業所
トヨタモビリティ滋賀株式会社 草津店
滋賀トヨペット株式会社 新車センター
滋賀トヨペット株式会社 ウェルコム栗東
デュプロ株式会社滋賀営業所
株式会社パロマ 滋賀営業所
株式会社 山中 草津営業所
株式会社 日本警綜
株式会社ユニマットライフ 滋賀営業所
関西メルテック株式会社 滋賀営業所
有限会社 大川建材
セコム株式会社テクノ事業本部 滋賀支所
滋賀県南部合同庁舎
大溝工業株式会社
宮川化成工業株式会社 滋賀事業部
エース証券株式会社草津支店
ラクーン エステート株式会社
株式会社京都銀行 草津支店
綜合警備保障株式会社 栗東営業所
株式会社写真化学 草津事業所

有限会社 レークリバティー
新世紀警備保障株式会社
株式会社 帝国データバンク滋賀支店
公益社団法人 滋賀県生活環境事業協会
和研薬株式会社
株式会社森川商店
株式会社ダイサン滋賀サービスセンター
滋賀県警察本部刑事部 機動捜査隊
エーザイ株式会社滋賀コミュニケーションオフィス
大林道路株式会社京滋営業所
株式会社 太陽薬品 滋賀営業所
宇野酸素株式会社名神営業所
大喜産業株式会社京滋支店
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
村岡通信建設株式会社
ＯＫＩクロステック株式会社
オリックス株式会社 滋賀支店
タイヘイ株式会社 滋賀営業所
ヨコハマタイヤ滋賀販売株式会社 栗東営業所
アルフレッサ株式会社 滋賀第二支店
基建設株式会社
介護老人保健施設 草津ケアセンター
協和キリン株式会社
三共精機株式会社 滋賀営業所
ダイキン福祉サービス株式会社 滋賀営業所
社会福祉法人 にぎやか会
日本機材株式会社 滋賀営業所
株式会社清水商店
草津市上笠ディサービスセンター 湯楽里
滋賀県済生会訪問看護ステーション
滋賀県済生会訪問看護ステーション草津
介護老人保健施設ケアポート栗東
栗東市訪問看護ステーション
特別養護老人ホーム淡海荘
衣川建設株式会社
株式会社 スマイ印刷工業
株式会社スタッフサービス 滋賀オフィス
大日本住友製薬株式会社 滋賀営業所
ミドリ安全滋賀株式会社
生活協同組合コープしが 南草津センター
ナブコドア株式会社 滋賀営業所
株式会社 浅野歯科産業 京滋支店
エイト工業株式会社

滋賀県電気工事工業組合 滋賀電気安全サービス
株式会社ツルタ
不二電機工業株式会社草津製作所
エースコーポレーション株式会社
三協テック株式会社関西 滋賀支店
株式会社ジェイファスト 栗東工事事業所
Honda Cars 滋賀東 栗東東店
株式会社 藤尾設備工業所
株式会社ファルコバイオシステムズ 滋賀営業所
フジアルテ株式会社 滋賀営業所
住友林業ホームテック株式会社 滋賀支店
コマツカスタマーサポート株式会社 栗東支店
株式会社 サニクリーン近畿 滋賀営業所
大阪ガスマーケティング株式会滋賀事務所
株式会社 ナミコス 滋賀工場
田幸
あたか飯店 草津店
有限会社 魚数
社会福祉法人 草津大谷保育園
社会福祉法人よつば会 障害福祉サービス事業所むつみ園
株式会社 魚新楼
宗教法人 天理教栗太分教会
びわこ学園医療福祉センター草津
株式会社 重太楼
株式会社 吉田商業
社会医療法人誠光会
株式会社UACJ製箔滋賀製造所
医療法人徳洲会 近江草津徳洲会病院
社会福祉法人恩賜財団 済生会滋賀県病院
株式会社 メディカルウェｲストシステム
株式会社 ラック
株式会社成学社 開成教育セミナー南草津駅前教室
如意の里 ごきげんさん
株式会社 ヴェルサーレ
一般財団法人博愛会 第２博愛保育園
株式会社京進 草津校
株式会社京進 南草津校
開成教育セミナー草津本部教室
学校法人滋賀カトリック学園 草津カトリック幼稚園
株式会社ウイルテック
馬渕教室 南草津校
馬渕教室 草津本部校
株式会社プロフリー
滋賀県中央子ども家庭相談センター

光泉カトリック幼稚園
アクセス運転代行
マルキュウ代行
R’ｓ代行
デルタ代行
株式会社 ＺＥＲＯ
ＨＡＡＫＥＮ代行
キッセイ薬品工業株式会社
社会福祉法人 パレット・ミル
株式会社 レールテック
株式会社 大同
株式会社セキグチ・インダストリ
北川電気株式会社
住友ナコフォークリフト販売株式会社 滋賀営業所
クリナップ株式会社 滋賀営業所
パナソニックホームズ滋賀株式会社
積水ハウス株式会社 滋賀支店
ネッツトヨタびわこ株式会社草津店
株式会社住協滋賀営業所
塩野義製薬株式会社 滋賀営業所
滋賀トヨタ自動車株式会社 レクサス草津
エア･ウォーター･リンク株式会社 滋賀支店
カキザキ建機株式会社 草津営業所
渡辺パイプ株式会社 滋賀サービスセンター
滋賀県警察本部交通部 高速道路交通警察隊
医療法人芙蓉会 ケアタウン南草津
西日本高速道路エンジニアリング関西株式会社 滋賀事務所
巖本金属株式会社 栗東工場
THK株式会社京都支店滋賀営業所
ダイキンレクザムエレクトロニクス株式会社
株式会社大阪ガスファシリティーズ
日本機械保線株式会社 栗東事業所
株式会社 トラバース京滋事務所
株式会社イシダエンジニアリング
アステラス製薬株式会社 京都支店滋賀営業所
住友不動産株式会 草津営業所
株式会社 さんでん
積水ハウス株式会社 京滋奈カスタマーズセンター
滋賀硝子株式会社 栗東店
株式会社坂東テント工芸
キヤノンシステムアンドサポート株式会社 滋賀営業所
滋賀県医師協同組合
西日本高速道路ファシリティーズ株式会社 滋賀保全事務所
西和不動産株式会社

杉本商事株式会社 栗東営業所
株式会社ビイサイドプランニング
株式会社タナカヤ
株式会社小木曽タイル店栗東営業所
株式会社セレマ栗東玉泉院
エース機工株式会社
株式会社 京滋BS
守建設株式会社
株式会社 Z T V 滋賀放送局
株式会社 テクノ・サービス 滋賀オフィス
株式会社オリエントコーポレーション 滋賀支店
株式会社シーテック 三重支社滋賀事業所
大和ハウス工業株式会社 滋賀支社
新生テクノス株式会社大阪新幹線支店 栗東電力営業所
ケイミューホームテック株式会社滋賀営業所
ポラテック西日本株式会社 滋賀支店
大和リビング株式会社 滋賀営業所
湖南広域消防局 南消防署
NPO法人 子どもネットワークセンター天気村
関西エムアイ株式会社
東海旅客鉄道株式会社 大阪統括電気所栗東電気技術センター
積水ハウスリフォーム中日本株式会社 滋賀営業所
日本メンテナスエンジニヤリング株式会社 琵琶湖事業所
株式会社LIXIL 滋賀営業所
日本年金機構 草津年金事務所
佐川印刷株式会社滋賀支店
三菱マテリアル株式会社 栗東営業所
ブリヂストンタイヤサービス西日本(株)タイヤサービス栗東店
東和薬品株式会社 滋賀営業所
東邦薬品株式会社 滋賀営業所
小川電機株式会社 栗東営業所
名工建設株式会社 栗東土木事務所
パナソニックビジネスサービス株式会社
小野薬品工業株式会社 京滋北陸支店滋賀営業所
東洋ワークセキュリティ株式会社 草津営業所
株式会社アーネストワン 草津営業所
近畿労働金庫 草津支店
株式会社滋賀葬祭
株式会社メンテナンスセンター
株式会社ケーエスケー滋賀支店
株式会社トーホーフードサービス滋賀営業所
ニチイケアセンター草津
株式会社LIXILトータル販売関西支店滋賀支店
ダイワエレクス株式会社

ダンロップタイヤ近畿株式会社栗東営業所
石原産業株式会社 中央研究所
株式会社関西広告社 滋賀営業所
ＴＯＴＯ関西販売株式会社 滋賀営業所
株式会社三井田商事 滋賀営業所
株式会社阪南コーポレーション京滋支店
日本住宅流通株式会社 滋賀営業所
日本トムソン株式会社滋賀営業所
ホシザキ京阪株式会社 栗東・近江八幡営業所
オーウエル株式会社京滋営業所
パナソニックコンシューマーマーケティング(株)CS社関西社滋賀サービスセンター

株式会社湖光 ダスキン手原支店
リンナイ株式会社 滋賀営業所
株式会社 ヨシケイ滋賀 栗東営業所
ウチヤマコーポレーション株式会社
株式会社遠藤写真工芸所
株式会社大西デンキシステム
近江スエヒロ本店
ダイトロン株式会社 栗東工場
青山商事株式会社 滋賀営業所
西川産業株式会社 滋賀営業所
アートコーポレーション株式会社 滋賀支店
株式会社ウッドワン 滋賀営業所
向洋電機株式会社 京滋支店
西本電気工事株式会社
クリタ分析センター株式会社 滋賀事業所
名工建設株式会社 大規模栗東作業所
株式会社関西みらい銀行 草津支店
社会福祉法人草津市社会福祉協議会
株式会社西堀工務店
株式会社ツクイ ツクイ南草津
株式会社 翔栄
西日本イワタニガス株式会社 滋賀営業所
滋賀ダイハツ販売株式会社 ハッピー栗東店
株式会社 LIXILトータルサービス 滋賀事業所
株式会社ファーレン京都 フォルクスワーゲン草津
セキスイハイム不動産株式会社 京滋営業所
積水ハウス不動産関西株式会社 滋賀賃貸営業所
パーソルテンプスタッフ株式会社 滋賀オフィス
株式会社アマダ
株式会社弥山建設
株式会社 湖光ケア
こんぜデイサービスセンター

株式会社湖光ファイン
花王ｶｽﾀﾏｰﾏｰｹﾃｨﾝｸ近畿支社京滋支店滋賀オフィス
竹村商事株式会社
株式会社アイエスエイ滋賀営業所
花王フィールドマーケッティング株式会社
ヤマトオートワークス株式会社 滋賀工場
株式会社スズキ自販滋賀 アリーナ栗東
株式会社下平電機製作所 滋賀工場
ミサワホーム近畿株式会社 滋賀支店
大和ハウスリフォーム株式会社 西日本支社滋賀営業所
東武トップツアーズ株式会社滋賀支店
株式会社島津アクセス滋賀営業所
株式会社匠工房 草津栗東店
株式会社 ネクステージ
三和シャッター工業株式会社 滋賀営業所
株式会社テクノス
株式会社ヰセキ関西中部 関西支社
社会福祉法人 寿会
パナソニック株式会社エレクトリックワークス社滋賀電材営業所
パナソニック株式会社ハウジングシステム事業部滋賀住建営業所
タカラバイオ株式会社
川相商事株式会社 滋賀支社
株式会社マイナビ 滋賀支社
株式会社T&K TOKA滋賀事業所
大東建託リーシング株式会社 南草津駅前店
株式会社山善 滋賀支店
大阪ｶﾞｽ･ｶｽﾀﾏｰﾘﾚｰｼｮﾝｽﾞ株式会社京滋料金業務部滋賀事務所
株式会社ハイウェイ・サポート
ニプロ株式会社 ライフサイエンスサイト
有限会社竜王興産
積水ハウス株式会社 中日本教育訓練センター
株式会社鮮魚たかぎ
訪問看護ステーション デューン草津
株式会社田村製作所
パナソニックリビング近畿株式会社
株式会社グリーンテック滋賀営業所
株式会社旭商工社 滋賀営業所
パナソニックホームズ不動産株式会社
滋賀県南部流域下水道事務所
住友不動産販売株式会社草津営業センター
株式会社 オフィスコーポレーション
株式会社 インシュアランスプレーン
株式会社 服部モータース 栗東営業所
井上定株式会社 滋賀店

株式会社 イシダエム・エス・テー
積水ハウス株式会社 京滋奈シャーメゾン支店 シャーメゾンステーション滋賀
MHIファシリティーサービス株式会社
株式会社 スズキ自販滋賀 アリーナ草津
旭商工株式会社 滋賀営業所
西日本高速道路パトロール関西株式会社 滋賀基地
株式会社増田医科器械 滋賀支店
株式会社 松栄サービス
株式会社 アバンセコーポレーション
オムロンフィールドエンジニアリング近畿 草津支所
東建コーポレーション株式会社 草津支店
株式会社 アヤハディオ栗東店
株式会社アヤハディオ ディオワールド草津店
株式会社 第一圧送
一建設株式会社 草津営業所
ワケンビーテック株式会社
大鉄工業株式会社京都支店草津出張所
フクダライフテック京滋株式会社 滋賀営業所
株式会社大松 滋賀営業所
株式会社三ツワフロンテック滋賀営業所
日本通運株式会社 滋賀支店
社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会
滋賀銀行 南草津パーソナル出張所
一般財団法人 滋賀県建築住宅センター
株式会社 滋賀銀行草津西支店
株式会社ウインスリー
滋賀スバル自動車株式会社
西日本旅客鉄道(株)近畿統括本部京都信号通信技術センター草津信号通信区

大和ハウス賃貸リフォーム株式会社 関西支部滋賀営業所
奥村金属株式会社
公財 淡海環境保全財団
滋賀日産自動車株式会社 グラン南草津
株式会社 矢島製作所
タカラスタンダード株式会社 京都支店草津営業所
株式会社近畿分析センター 西日本事業所
環境創研株式会社

守
安田産業株式会社
株式会社 北中工業
株式会社 中野産業
野洲自動車株式会社
株式会社 葭本ダンボール
野洲市役所
株式会社 辻芳組

山

警

察

署

管

内

株式会社 吉野組
株式会社アヤハゴルフリンクス 琵琶湖レークサイドゴルフコース
ダイハツディーゼル株式会社 守山事業所
守山市役所
株式会社 ア・ビューコーポレーション
ナイス株式会社 滋賀市場
わらべや日洋株式会社 滋賀工場
株式会社川嶋機械
守山環整株式会社
中西建設株式会社/株式会社宝山園
滋賀環境衛生株式会社
大喜産業株式会社
田中生コン株式会社
有限会社 林工務店
株式会社 橋詰電気工業所 滋賀支店
株式会社マツナガ
伊丹産業株式会社 滋賀支店
守山警察署
株式会社 野洲サルベージ
日本郵便株式会社 近江守山郵便局
丸善自動車工業所
坂本油化株式会社 野洲営業所
株式会社 北川建設
有限会社 ビッグエッグ
大崎設備工業株式会社
株式会社 赤坂組
湖南石油株式会社
株式会社 メディック
株式会社グリーンちゅうず
株式会社テクノスマート滋賀工場
株式会社 ヒラカワ滋賀事業所
京彦木材株式会社
うかい自動車株式会社
ヤンマーアグリジャパン株式会社中部近畿支社
株式会社 三品幸材木店
神港精機株式会社 滋賀守山工場
株式会社 ハシモト
特別養護老人ホーム 悠紀の里
株式会社 三久保商会
株式会社 三光建設工業
津田自動車工業株式会社
三協高圧株式会社
中井木材株式会社
湖南広域消防局 北消防署

マルゼン株式会社 滋賀営業部
馬渕建設株式会社
西脇技研工業株式会社
株式会社 長谷川
株式会社 森利工務店
全国農業協同組合連合会 滋賀県本部野洲総合ｾﾝﾀー
山豊テグス株式会社
三光機工株式会社 守山営業所
株式会社 山本管工
株式会社 寺田自動車
京滋ヤクルト販売株式会社
株式会社 長府製作所 滋賀工場
クオリテックファーマ株式会社 滋賀工場
オリベスト株式会社
湖南広域消防局 東消防署
一正蒲鉾株式会社 関西工場
株式会社 酒井工業所
滋賀県警察本部交通部 運転免許課
株式会社 奥村興業
守山ガス器具センター住設株式会社
株式会社 琵琶湖プラザ ホテル琵琶湖プラザ
株式会社滋賀銀行 野洲支店
山中紙器株式会社
有限会社 双栄自動車工業所
レーク滋賀農業共同組合 守山野洲地区総括本部
株式会社内田工業
東洋産業株式会社
株式会社 守山クレーン
株式会社 堀井商店
株式会社 ビエンカサ
一般財団法人 滋賀保健研究センター
株式会社未来志向
株式会社 近江美研
コニカミノルタジャパン株式会社 滋賀事業所
株式会社モリテク
レーク滋賀農業共同組合 中主営農経済センター
滋賀県自動車協同組合 野洲自動車教習所
真和工業株式会社
野々村自動車整備工場
レーク滋賀農業共同組合 野洲営農経済センター
森田水道株式会社
森トラスト・ホテルズ&リゾーツ株式会社 琵琶湖マリオットホテル
平田機工株式会社 関西事業部

株式会社エネアーク関西 京滋支社

滋賀支店

株式会社ダスキン湖南ダスキン 守山支店
株式会社NTTファシリティーズ 滋賀支店
株式会社かめやクリーニング
京栄ニチユ株式会社
株式会社田中水道
株式会社 レイヤマクチ
有限会社 山本巖商店
株式会社 堀光
株式会社 京滋建設
株式会社村田製作所 野洲事業所
総合食品エスイー株式会社 滋賀営業所
ヤマジックス株式会社
ネオス株式会社 滋賀営業所
株式会社 寺田自動車工業所
公益社団法人 野洲市シルバー人材センター
株式会社 岩崎硝子
株式会社 幸弘設備
株式会社 チェリオコーポレーション 滋賀営業所
村田電光株式会社
株式会社 京滋マツダ守山店
丸井産業株式会社 滋賀営業所
大丸エナウィン株式会社湖南支店
株式会社 島田薬品
株式会社 守山葬祭
滋賀トヨタ自動車株式会社 守山店
滋賀スバル自動車株式会社 守山店
株式会社 中西園材
株式会社 伊藤佑フォーユー守山店
株式会社 みずほ設備工業
株式会社 伊藤工務店
滋賀特機株式会社 守山営業所
株式会社大日本精機 野洲工場
ナカライテスク株式会社 滋賀営業所
株式会社 サンワコン滋賀支店
株式会社木谷実業
近畿ニチレキ工事株式会社
トヨタカローラ滋賀株式会社 守山店
お食事 あさひ
山川株式会社 ガス事業部 滋賀支店
今明水道株式会社
株式会社 えんどう種苗
高木工業株式会社 滋賀営業所

株式会社 作新機工
株式会社 第一技研
有限会社 前田組
株式会社 丸林設備
滋賀日産自動車株式会社 守山洲本店
トヨタモビリティ滋賀 守山店
ネッツトヨタ滋賀株式会社 守山店
株式会社ホンダクリオ滋賀 ＨｏｎｄａＣａｒｓ滋賀東守山東店
社会福祉法人 守山市社会福祉協議会
滋賀日産自動車株式会社 守山店
三和精機株式会社滋賀製作所
公益社団法人 守山市シルバー人材センター
株式会社 辻工務店
東芝コンシューママーケティング株式会社
滋賀県資源リサイクリング事業協同組合
アース環境サービス株式会社 大阪支店京滋営業所
環境設計株式会社 野洲支店
橋本不動産株式会社 本社
株式会社奥山電工
有限会社 富綜
株式会社 アブラサダ
富士車輌株式会社
株式会社山田建材
特別養護老人ホーム あやめの里
米田建設株式会社
有限会社 いろは花店
株式会社 サンセブン
有限会社 南出組
株式会社SCREENホールディングス 野洲事業所
東建コーポレーション株式会社 守山支店
アルバックテクノ株式会社 滋賀ＣＳセンター
有限会社 千代建設
川北塗料株式会社 守山店
公益財団法人 滋賀県交通安全協会
株式会社 谷口土木
滋賀県企業庁
株式会社伊藤園 滋賀支店
近江ＯＦＴ株式会社
有限会社 宮本
株式会社パールライス滋賀
三井化学アグロ株式会社 農業化学研究所
特別養護老人ホーム しが そせい苑
特定非営利活動法人 ゆうらいふ
スズクニ・トキワ精機株式会社

社会福祉法人慈惠会
野洲市北部合同庁舎
社会福祉法人 野洲市社会福祉協議会
光伝導機株式会社 滋賀営業所
トヨタＬ＆Ｆ近畿株式会社 守山支店
北攝山賀株式会社
松研守山店
株式会社 魚忠
高砂熱学工業株式会社滋賀営業所
びわこ学園障害者支援センター
トヨタホーム近畿株式会社 京滋営業部
安全索道株式会社
ＣＫＤ株式会社 滋賀営業所
日本郵便株式会社 野洲郵便局
由兵衛寿司
川重冷熱工業株式会社京滋支店
社会福祉法人友愛 三宅高齢福祉施設
大和リース株式会社 滋賀支店
西日本電気テック株式会社 京阪神統括支店滋賀ＭＣ
株式会社 マルゼン 滋賀営業所
株式会社 ハーテック・ミワ滋賀営業所
医療法人敬滋会 介護老人保健施設 守山すみれ苑
生活協同組合コープしが 野洲事務所
レーク滋賀農業共同組合 守山営農経済センター
株式会社あいむ
野洲市健康福祉センター
寿電設株式会社 滋賀支店
菱光特殊鋼株式会社 滋賀営業所
オムロン株式会社 野洲事業所
中塚株式会社
株式会社 三栄住建
株式会社北陸近畿クボタ 湖南営業所
日本郵便株式会社 木浜郵便局
京セラ株式会社 滋賀野洲工場
大和冷機工業株式会社 京滋営業部 滋賀東営業所
株式会社アクアテルス関西支店
シライ電子工業株式会社 三上事業所
滋賀県農業共済組合 南部支所
株式会社レイマック
マスダ商事株式会社
ニチレキ株式会社滋賀営業所
株式会社三協テクノ
共同企業体 滋賀アスコン
湖南地域障害者生活支援センター

株式会社日建
本田建工株式会社
滋賀県立野洲養護学校
石黒メディカルシステム株式会社 滋賀支店
ロイヤルホームセンター株式会社守山店
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社
株式会社メイテック 滋賀エンジニアリングセンター
社会福祉法人 滋賀県障害児協会 湖南ホームタウン
興和株式会社 滋賀営業所
株式会社ウエーブ 滋賀事業所
特定非営利活動法人ゆらいふ 花梨
守山商工会議所
株式会社ツクイ ツクイ守山今宿営業所
日化メンテナンス株式会社京滋営業所
エア・ウォーター西日本株式会社 近畿支社 京滋支店 滋賀営業所
レーク滋賀農業共同組合 ファーマーズマーケットおうみんち
株式会社アイランド･ワーク
マルイチエンジニアリング株式会社
医療法人周行会 社会復帰関連施設
医療法人周行会湖南病院 介護老人保健施設寿々はうす
株式会社エディオン滋賀サービスセンター
長田広告株式会社 滋賀営業所
京都和光純薬株式会社 滋賀営業所
アオキテクノ株式会社
株式会社日立システムズフィールドサービス守山サービスセンター
株式会社ヒガシトゥエンティワン 京滋総合物流グループ
スターエンジニアリング株式会社
旭光精工株式会社 野洲工場
株式会社アイ･バード ミルクプラザ近江店
特定非営利活動法人 ぷくぷく
株式会社匠工房 野洲店
滋賀県民共済生活協同組合
キヤノンマシナリー株式会社
株式会社京都銀行 守山支店
株式会社アグリサポートおうみ冨士
社会福祉法人白蓮 もりやま作業所
株式会社三菱電機ライフネットワーク 滋賀支店
特別養護老人ホームぎおうの里
ヤンマーアグリｼﾞｬﾊﾟﾝﾝ株式会社中部近畿支社 湖南支店
リーフラス株式会社 滋賀ブロック
上原成商事株式会社 守山エネルギーセンター
株式会社 鳥羽洋行
パラマウントケアサービス株式会社
若菜電設株式会社

介護老人保健施設 野洲すみれ苑
株式会社スズキ自販滋賀 アリーナ守山びわこ
市立野洲病院訪問看護ステーション 市立野洲病院居宅介護支援事業所
株式会社 びわ建設
滋賀ダイハツ販売株式会社 レンタカー部門
TMES株式会社 滋賀営業所
日本電通株式会社 守山センター
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 チェーンストア滋賀支店
レッツ倶楽部たかはし守山
株式会社 たかはし
株式会社滋賀銀行 守山支店
全農関西エネルギー株式会社 JAクミアイプロパン守山販売所
守山市社会福祉協議会 社協石田ケアセンター
旭化成エンジニアリング株式会社
タマホーム株式会社 守山店
社会福祉法人 友愛
うを弥
ひなぎく保育園
大同塗料株式会社 滋賀工場
料理旅館 えり市
有限会社 魚万楼
東洋ビジュアルソリューションズ株式会社
株式会社 魚伊
社会福祉法人びわこ学園 びわこ学園医療福祉センター野洲
財団法人 守山野洲市民交流プラザ
相撲料理 ちゃんこ北野
喫茶 パインツリーたまがわ
合資会社 魚和
社会福祉法人あけぼの会 はすねだこども園
有限会社 魚末
社会福祉法人湖南会 蛍の里
近江希望ケ丘ユースホステル
清水自動車工業株式会社
サンメディカル株式会社
有限会社 プロテック・アェイ
とまと代行
運転代行 かがやき
フクロウ運転代行
騾馬
よしお運転代行
トップ
はちみつはちみつ運転代行
市立野洲病院
株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸京都店滋賀主張所

社会福祉法人ひかり会 守山学園
日本空調サービス株式会社 大阪支店滋賀営業所

甲

賀

警

国本建設株式会社
辻寅建設株式会社
株式会社 テクノミツボシ
甲賀市役所
倉田建設株式会社
株式会社 辻正
滋賀県製薬株式会社
大宝柊木株式会社
甲賀林材株式会社
株式会社 田村製畳
西村造園土木株式会社
社団法人 水口病院
株式会社 タカコ 滋賀工場
株式会社マツヤ
三陽建設株式会社
株式会社 ジョーニシ
滋賀窯業株式会社
日新薬品工業株式会社
ア・ア・ン コーポレーション株式会社
甲南第一地域市民センター
株式会社 やまじょう
共和建設株式会社
株式会社 甲賀自動車工業所
株式会社 土山木協
甲賀自動車教習所
滋賀県甲賀合同庁舎
甲賀警察署
株式会社 クボタ 滋賀工場
双葉建設株式会社
新栄工業株式会社
藤田産業株式会社
甲賀市役所 土山地域市民センター
有限会社山本材木店
岩谷化学工業株式会社 滋賀工場
甲賀広域行政組合甲南消防署
株式会社 栄宏
株式会社 日本ネットワークサポート 滋賀工場
株式会社 谷口商会
甲賀バラス株式会社
株式会社 松岡鋼材
電元社トーア株式会社近江工場

察

署

管

内

株式会社ジーテクト
甲賀地域市民センター
大昭製薬株式会社
京滋観光開発株式会社 名神栗東カントリー倶楽部
株式会社 ウエノ
株式会社 金岡建設
松山産業株式会社
株式会社 大井鉄工所
ツジコー株式会社
大原薬品工業株式会社
株式会社 藤堂製作所
湖成産業有限会社
株式会社関西技研
株式会社 市原建機
株式会社 フジサワ建設
日本郵便株式会社 甲西郵便局
株式会社 初穂
タキイ種苗株式会社 研究農場
甲賀広域行政組合消防本部
滋賀設備株式会社
有限会社 川島安
日本郵便株式会社 土山郵便局
株式会社 アサヒテックコーポレーション
医療法人社団仁生会 甲南病院
大場商事株式会社 大甲賀カントリークラブ
滋賀県信用組合
丸安茶業株式会社
日本発条株式会社 滋賀工場
株式会社 奥村モータース
日本郵便株式会社 甲賀郵便局
日本郵便株式会社 水口郵便局
株式会社アヤハ水口自動車教習所
近江アサノコンクリート株式会社
野洲川土地改良区
名神竜王カントリー倶楽部
有限会社 小川亭
白井松新薬株式会社
株式会社 大隅建設
谷口興業株式会社
吉田農機商会
株式会社 オーレックス
ネッツトヨタびわこ株式会社 水口店
株式会社片岡工務店
株式会社グロー・ガステック

株式会社 辻製材所
滋賀中央森林組合 土山事業所（土山工場）
甲賀農業協同組合 金融部
株式会社 ゴーシュー
園田商事株式会社
島本微生物工業株式会社
株式会社 小西自動車
甲賀石油有限会社
株式会社 大新建設
株式会社 清晃自動車工業
東洋ガラス株式会社 滋賀工場
株式会社 清水コンテック
天理教甲賀大教会
滋賀自動車工業株式会社
株式会社 松村機工所
甲賀市デイサービスセンター
滋賀酒造株式会社
TOTO株式会社滋賀工場
株式会社 瀬戸組
近江興産株式会社 近江カントリー倶楽部
トヨタカローラ滋賀株式会社 湖南店
有限会社 水口オート
王子コンテナー株式会社 滋賀工場
湖南市役所 西庁舎
藤原自動車鈑金塗装
石部自動車教習所
株式会社 平山工務店
株式会社 山崎機械製作所
PGMプロパティーズ株式会社 滋賀ゴルフ倶楽部
日本郵便株式会社 甲南郵便局
日本精工株式会社 石部工場
株式会社 山本園
甲南フイック株式会社
滋賀トヨペット株式会社
甲陽興産株式会社
株式会社 倉田運輸機工
有限会社 シンワ自動車
エルピー株式会社
中西輸送機株式会社 滋賀工場
水口税務署
株式会社 近畿理研
湖南市役所 東庁舎
和晃建設株式会社
株式会社 山中

滋賀県立近江学園
株式会社 エイ・ティ・エスバロン
甲賀電気設備株式会社
美松電気株式会社
千代工業株式会社
株式会社滋賀銀行 水口支店
滋賀日産自動車株式会社 水口西店
中川ヒューム管工業株式会社 滋賀工場
秀熊電建工業株式会社
西村建設株式会社
喜楽鉱業株式会社
株式会社ヨシケイ滋賀甲西営業所
三貴設備工業株式会社
社会福祉法人湖東会 サニーサイド
フルサト工業株式会社 滋賀営業所
株式会社 辻建
有限会社 石部農機
東海精工株式会社
ネッツトヨタ滋賀株式会社 水口店
株式会社 望月組
株式会社 奥村設備
株式会社 滋賀レンタリース
生活協同組合コープしが 甲南センター
株式会社 三東工業社
株式会社 丸正
信楽陶器工業協同組合
株式会社 服部工業
大塚オーミ陶業株式会社 信楽工場
株式会社 金田工業
滋賀中央森林組合 信楽事業所
東宝建設有限会社
信楽ガス株式会社
西本建設株式会社
滋賀日産自動車株式会社 水口店
信楽地域市民センター
大喜建設工業株式会社
有限会社 畑長石鉱業所
株式会社 三彩
澤幸雄商店
株式会社水口テクノス
株式会社信和ゴルフメンテナンス 滋賀カントリークラブ
大和工業株式会社
村木電気水道工業株式会社
近江道路土木株式会社

サーガ株式会社
株式会社 ナカサク
株式会社 植西設備工業商会
日新製薬株式会社
丸二陶料株式会社
有限会社 市村自動車整備工場
有限会社 寺嶋工業所
信和ゴルフ株式会社 信楽カントリー倶楽部
椿本メイフラン株式会社
株式会社 シンコーメタリコン
有限会社 山本製作所
慈照工業株式会社
甲賀高分子株式会社
竹内酒造株式会社
有限会社 信楽長石鉱業所
社会福祉法人 あいの土山福祉会
江州自動車総合センター株式会社
株式会社 平田自工
株式会社昭建 湖南支店
有限会社土山機工
株式会社 甲栄自動車工業
上西産業株式会社
株式会社 ＳＩＮＫＩ金属
株式会社 シガ技研
ダイドービバレッジサービス株式会社 滋賀営業所
株式会社 三栄開発 タラオカントリークラブ
株式会社シガポートリー
三光機工株式会社 湖南営業所
有限会社 滋賀砂利
甲賀広域行政組合水口消防署
第一石油有限会社
株式会社かじ宗設備
社会福祉法人 甲賀学園
西尾レントオール株式会社
甲賀協同ガス株式会社
リコージャパン株式会社 水口サービスステーション
甲賀広域行政組合湖南中央消防署
三和産業株式会社
第一設計監理株式会社
吉田電工株式会社
有限会社 ニシミヤ
五洋電気株式会社
千歳工業株式会社
株式会社 ウエダ

特別養護老人ホーム せせらぎ苑
鵜飼商事株式会社
滋賀特機株式会社 水口営業所
信楽電水工業株式会社
株式会社 まるなか住宅
社会福祉法人 しがらき会 信楽青年寮
日本観光開発株式会社 甲賀カントリー倶楽部
社会福祉法人 近江ちいろば会
株式会社 ダイヤモンドソサエティ ダイヤモンド滋賀
滋賀シミズ精工株式会社
株式会社 丸杉湖南営業所
社会福祉法人 近江和順会 特別養護老人ホーム美松苑
滋賀トヨタ自動車株式会社 水口店
株式会社 スズキ自販滋賀 水口営業所
有限会社 二川設備
綜合警備保障株式会社 滋賀支社水口営業所
トヨタＬ＆Ｆ近畿株式会社 水口支店
社会福祉法人 甲賀会
公益社団法人 甲賀市シルバー人材センター
特別養護老人ホーム兆生園
社会福祉法人 信楽福祉会 特別養護老人ホーム 信楽荘
甲賀広域行政組合 信楽消防署
株式会社平成リサイクルセンター
TOTOリモデルサービス株式会社 滋賀営業所
大塚電子株式会社
株式会社アコーディア・ゴルフ

双鈴ゴルフクラブ土山コース

株式会社 近江リース
甲西イトマンスイミングスクール
富士電波工業株式会社 滋賀工場
株式会社 ウッディランド
社会福祉法人八起会
明石機械工業株式会社
株式会社 福本設備
ＤＯＷＡサーモエンジニアリング株式会社 滋賀工場
デイサービスセンターすこやか荘
株式会社アップヒル
株式会社ホタルクス 滋賀工場
公益社団法人湖南市シルバー人材センター
堀川化成株式会社 滋賀工場
ポラテック西日本株式会社 滋賀工場
大宝工業株式会社関西カンパニー
日本郵便株式会社 信楽郵便局
加藤産業株式会社 京都支店
大原薬品工業株式会社 神工場

特定非営利活動法人保健福祉サービスサポートセンターみなくち
関電サービス株式会社 水口営業所
サントリービバレッジサービス株式会社 滋賀支店
株式会社 三峰環境サービス
株式会社 ホンダクリオ滋賀 甲西店
有限会社甲賀重量
巖本金属株式会社 水口工場
山川産業株式会社 滋賀営業所
スペーシア株式会社
信楽生コン株式会社
エコヤードルートワン株式会社
有限会社 小山鉄工
倉英工業株式会社
訪問看護ステーションさと水口
社会福祉法人やまなみ会 やまなみ工房
株式会社JAゆうハート甲南ディサービスセンター
株式会社JAゆうハート つない手
滋賀ダイハツ販売株式会社 水口店
オープンスペースれがーと
株式会社エルム測建
株式会社ディーアクト
ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社
ブリヂストンタイヤサービス西日本株式会社
株式会社日本サルベージサービス滋賀支店
滋賀スバル自動車株式会社 水口店
滋賀県立信楽学園
特別養護老人ホームヴィラ十二坊
水口センチュリーホテル株式会社
有限会社 レンタースひろしま
社会福祉法人大木会一麦
滋賀県立三雲養護学校
株式会社 ネオス滋賀事業所
学校法人 光星学園 水戸幼稚園
ＲＰ東プラ株式会社 滋賀竜王工場
株式会社 セントラル
株式会社 アルテス 滋賀工場
タキロンシーアイ株式会社 滋賀工場
料亭 うお滋
学校法人光星学園認定こども園 ひかり幼稚園
社会福祉法人 椎の木会 落穂寮
社会福祉法人大木会 もみじ・あざみ
バイエル薬品株式会社 滋賀工場
株式会社 滋賀松風
宗教法人 神慈秀明会

学校法人 光星学園 三雲幼稚園
料理 大谷
有限会社 レストラン山びこ
甲西陸運株式会社
木村舗装株式会社
学校法人ルネス学園 ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校
甲賀忍びの宿 宮乃温泉
株式会社T&D ホテルサンクレスト
株式会社 安部日鋼工業滋賀工場
株式会社アイテム
みよし 赤甫亭
相撲茶屋 賀位の山
株式会社 小西産業
やまりゅう
かもしか荘
株式会社京進 貴生川校
サンキンB&G株式会社滋賀倉庫
仁生会在宅医療支援センターこうなん 訪問看護ステーションこうなん
リゾートトラストゴルフ事業株式会社
株式会社匠工房 水口店
ピープル実業(有)滋賀運転代行社
ドリーム運転代行
滋賀運転代行社 甲西営業所
椿運転代行
TY運転代行
NIGHT運転代行社
yazosan運転代行
四つ葉運転代行
すずか運転代行社
蔵zou代行
ＡＢ運転代行サービス
日本メンテナスエンジニヤリング株式会社 甲賀事業所
株式会社日立建機ティエラ
甲賀農業協同組合 総務部
甲賀農業協同組合 営農経済部
甲賀農業協同組合 生活部 やすらぎ課
ナイテック工業株式会社
特別養護老人ﾎｰﾑ 樹の郷
大和リース株式会社 滋賀水口デポ工場
株式会社サカノシタ
株式会社アイランド
全国農業協同組合連合会滋賀県本部 甲賀農機センター
キョーリン製薬グループ工場株式会社 滋賀工場
株式会社キョウプロ滋賀支店

株式会社JAオートパルこうか 水口店
株式会社 JAオートパルこうか甲南店
信和商事株式会社 滋賀営業所
有限会社 おおやデンキ
有限会社 ミヤコカッター
株式会社コスモ警備
株式会社 あいコムこうか
朝日アグリア株式会社
社会福祉法人八起会 特別養護老人ホームみやのもり
油日アグロリサーチ株式会社
有限会社ファースト警備
株式会社ワールドプラン 甲賀オフィス
高木工業株式会社湖南事業所
明和工業株式会社 関西支社
株式会社関西みらい銀行 水口支店
トヨタ紡織滋賀株式会社
特別養護老人ホーム レーベンはとがひら
湖南精工株式会社 甲賀ファクトリー
滋賀中央森林組合
社会福祉法人 湖南市社会福祉協議会
コカ･コーラボトラーズジャパンベンディング株式会社 滋賀事業所湖南
SUS株式会社滋賀事業所
株式会社アサヒパクテム
株式会社北陸近畿クボタ 甲賀営業所
日本紙管工業株式会社 滋賀工場
天馬株式会社 滋賀工場
日新イオン機器株式会社 滋賀営業所
株式会社ヰセキ関西中部 関西支社
株式会社サン機工
日之出水道機器株式会社 滋賀物流センター
株式会社京都銀行 水口支店
社会福祉法人八起会 石部ケアハウス
社会福祉法人八起会 石部ケアセンター
ノーザンファームしがらき
三陽工業株式会社 滋賀支店
甲賀市社協訪問看護ステーション
甲賀市社協 ヘルパーステーションみなくち
甲賀市社会福祉協議会 総務課
甲賀市社協ヘルパーステーションつちやま
つちやま福祉作業所
甲賀市社協ヘルパーステーションこうか
甲賀福祉作業所
甲賀市社協 ヘルパーステーションこうなん
甲賀市社協 ヘルパーステーションしがらき

滋賀県立淡海学園
地方独立行政法人 公立甲賀病院
湖南電機株式会社
信楽地域福祉活動センター
甲賀農業協同組合 農産販売部
株式会社 西日本テック
デイケアセンター 心地
株式会社スギモト 滋賀営業所
株式会社多久製作所
三光機工株式会社 甲賀営業所
阪和工材株式会社 滋賀営業所
株式会社 佐藤渡辺甲賀土山作業所
湖南市 保健センター
湖南市 リサイクルプラザ
湖南市 石部診療所
レーク商事株式会社 水口支社
株式会社ワークスタッフ湖南人材採用受付センター
江州製薬株式会社
滋賀三菱自動車販売株式会社 水口店
株式会社共和 滋賀営業所

近 江 八 幡 警 察 署 管 内
株式会社 八興
滋賀トヨタ自動車株式会社 近江八幡店
株式会社 近新
キタイ設計株式会社
株式会社カワムラ
近江八幡市役所
株式会社尾賀亀
株式会社 ウメテツ建設
北里製油株式会社
株式会社日吉
近江八幡自動車教習所
アインズ株式会社
株式会社秋村組
村井建設株式会社
株式会社 フカオ
株式会社カミタ
大西電子株式会社
日本郵便株式会社 近江八幡郵便局
株式会社 ヰセキ関西中部 関西支社 滋賀営業部
近江八幡警察署
三菱ロジスネクスト株式会社 滋賀工場
株式会社スズキ自販滋賀 アリーナ近江八幡

株式会社 大進
社会福祉法人竜王町社会福祉協議会
株式会社アウトソーシング
安土建設株式会社
竜王町役場
浅原工業株式会社
株式会社 ヤマプラ
株式会社 ワタセ
村地綜合木材株式会社
東亜道路工業株式会社 京滋営業所
ダイハツ工業株式会社 滋賀（竜王）工場
株式会社 ダイム・ワカイ
株式会社 乾設備工業
株式会社 岡喜商店
株式会社 東洋商会
株式会社 安土産業
株式会社 坪清
近江ユニキャリア販売株式会社
株式会社 吉井造園土木
近江八幡安全教育センター
日産プリンス滋賀販売株式会社 近江八幡店
近江八幡税務署
有限会社 島田家具工芸
関西ハム株式会社
有限会社 篠原商店
有限会社徳本輪業
大栄土木株式会社
有限会社 関西看板
三菱ロジスネクスト株式会社 安土工場
株式会社 太田種苗
株式会社 江成建設
有限会社 カワシマ種苗
竜王ゴルフコース
株式会社 エッセン 近江八幡
京都理化学器械株式会社 滋賀支店
有限会社 長江ブロック
ホテルニューオウミ
リコージャパン株式会社 近江八幡サービスステーション
株式会社 ヤマタケ創建
ネッツトヨタびわこ株式会社 近江八幡店
一般財団法人 関西電気保安協会 近江八幡営業所
トヨタカローラ滋賀株式会社 近江八幡店
公益社団法人 近江八幡市シルバー人材センター
有限会社 門野造園

近江花勝造園株式会社
ネッツトヨタ滋賀株式会社 近江八幡店
社会福祉法人花水木会 近江八幡市通所介護事業所あかつきの郷
滋賀日産自動車株式会社 近江八幡店
(株)日立産機テクノサービス西サービス事業部関西サービス部滋賀サービス課

特別養護老人ホーム 水茎の里
日光精器株式会社
社会福祉法人近江八幡市社会福祉協議会安土デイサービスセンター
大王パッケージ株式会社 滋賀工場
介護老人福祉施設 万葉の里
公益財団法人 近江兄弟社 介護老人福祉施設ヴォーリズ老健センター
株式会社 スンエン 関西支店
社会福祉法人 おうみ福祉会 おうみ作業所
グリーン近江農業協同組合 大中の湖支店
綜合警備保障株式会社 近江八幡営業所
株式会社トーコー滋賀支店
日研トータルソーシング株式会社 滋賀事業所
有限会社 ヤサカ自動車鈑金
株式会社 木の家専門店 谷口工務店
社会福祉法人オアシス倶楽部
グリーン近江農業協同組合 竜王支店
株式会社奥村商店
滋賀県エルピーガス保安センター
株式会社プロテック
株式会社ZTV 近江八幡放送局
和田産業株式会社
社会福祉法人 ほのぼの会
株式会社 近江建設
グリーン近江農業協同組合 営農事業部
株式会社 環境技研アクア
株式会社 大林建設
北恵株式会社滋賀住資営業所
株式会社日立産機システム 滋賀サービスステーション
社会福祉法人 近江八幡市社会福祉協議会
株式会社イトーキ関西工場
コマツキャブテック株式会社
株式会社ニシケン
株式会社中嶋工業
トラスコ中山株式会社 竜王支店
株式会社関西アーバン銀行 八幡駅前支店
株式会社クレール
グリーン近江農業協同組合 八幡西支店
グリーン近江農業協同組合 経済事業部メモリアル課
グリーン近江農業協同組合 経済事業部 介護福祉課

有限会社 岡田工業
日総工産株式会社 関西支店大阪営業所滋賀サテライト
株式会社 西川組
エイエフティー株式会社
農事組合法人 内野営農組合
株式会社ツクイ ツクイ近江八幡鷹飼
医療法人医誠会 介護老人保健施設エスペラル近江八幡
株式会社キョウプロ近江八幡支店
株式会社ISEKIアグリ
株式会社PEO 関西支店
京都銀行 近江八幡支店
株式会社ラーゴ
日精工業株式会社
特定非営利活動法人まぶね ふれあい工房
株式会社大手建設
重松工業
株式会社ファミリーマート関西リージョン 滋賀北営業所
トラスコ中山株式会社 プラネット滋賀
株式会社ファミリーマート滋賀東営業所
株式会社 ダイハツビジネスサポートセンター滋賀営業所
株式会社 東洋食品近江八幡センター
セコム株式会社 近江八幡営業所
ヴォーリズ記念病院 在宅部門
ローレルバンクマシン株式会社 滋賀営業所
公益財団法人近江兄弟社 ヴォーリズ記念病院
株式会社ファミリーマート 西日本エリア本部 関西第１リージョン滋賀西営業所
小野建株式会社 滋賀営業所
訪問看護ステーション オリーブ
株式会社滋賀銀行 八幡駅前支店
日本ペイント・インダスストリアルコーディングス株式会社
株式会社 藤井建設
ダイハツ工業株式会社 滋賀テクニカルセンター
株式会社 ワールドプラン近江八幡ジョブセンター
名工建設株式会社 近江八幡事務所
株式会社 中島商会
株式会社フジワーク 滋賀事業所
株式会社福屋不動産販売
休暇村近江八幡
社会福祉法人 紫雲保育園
株式会社 八幡屋
サブ庄（神聖殿）
京料理 宮前
ムラテックメカトロニクス株式会社
ふな幸

社会福祉法人育新会 ひまわり保育園
仙五郎
社会福祉法人 小羊会
馬渕教室 近江八幡校
エヌエス・テック株式会社 滋賀事業所
セィフティー代行
代行運転 竹の子
ひまわり代行運転
ピース代行運転
ユーキ代行運転
とんぼ代行
ハナハナ代行運転
PLUS運転代行
ベスト代行
いちご代行
S.K.I 運転代行
和代行

東 近 江 警 察 署 管 内
奥儀建設株式会社
関電サービス株式会社 八日市営業所
株式会社 日進
太信建設株式会社
株式会社 タナベエナジー
株式会社 大兼工務店
関西電力送配電株式会社 東近江技術サービスセンター
東近江警察署
滋賀県東近江合同庁舎
日本郵便株式会社 八日市郵便局
東近江市役所
株式会社 山重建設
京滋ヤクルト販売株式会社
株式会社きんでん 八日市営業所
株式会社 花治
エース証券株式会社八日市支店
中島商事株式会社
山平株式会社 飼料配送センター
株式会社 向茂組
社会福祉法人 あゆみ福祉会
小林事務機株式会社
土田建材株式会社
東近江市役所五個荘支所
滋賀日産自動車株式会社八日市店
うお安
株式会社 堤産業

株式会社 八日市自動車教習所
株式会社 八日市ロイヤルホテル
滋賀県立八日市養護学校
株式会社ノエビア 滋賀工場
パナソニック株式会社 アプライアンス社ランドリー・クリーナー事業部
かじ藤鋼材センター
株式会社 マエダクリーニング
天理教近愛分教会
株式会社 二橋商店
有限会社 大橋三省堂
龍昇工業株式会社
株式会社 竹六商店
グリーン近江農業協同組合本店
旭食品株式会社京都支店滋賀営業所
魚繁
八日市めぐみ保育園
社会福祉法人 真寿会
株式会社 ウリウ土木
京セラ株式会社 滋賀八日市工場
株式会社武藤造園
社会福祉法人 八起会 介護老人福祉施設もみじ
八日市清掃株式会社
レカロ株式会社
株式会社 小澤産業
社会福祉法人 六心会
有限会社 近畿レンタリース
ダイセイ株式会社
株式会社 安田組
大丸エナウィン株式会社 滋賀支店
株式会社 ホンダクリオ三洋
日鉄萬金属株式会社
日本電産株式会社 滋賀技術開発センター
奥村建設株式会社
川重株式会社
廣田建設株式会社
愛知食油株式会社
愛知電機工業株式会社
ジョイソン・セイフティ・システムズ・ジャパン株式会社 愛知川製造所
伊吹正化学工業株式会社
丸喜建設株式会社
東近江行政組合 愛知消防署
愛荘町役場 愛知川庁舎
東近江市役所湖東支所
立川ブラインド工業株式会社 滋賀工場

湖東農業協同組合
トヨタカローラ滋賀株式会社 愛知川店
有限会社 アイケン
愛荘町役場 秦荘庁舎
東近江市愛東支所
金利水電株式会社
滋賀建機株式会社
株式会社 マツノ
株式会社 梶長
株式会社楠亀工務店
愛知郡広域行政組合 水道事務所
医療法人 恒仁会 近江温泉病院
竹山建設株式会社
株式会社 栗本鐵工所 湖東工場
魚幸商店
株式会社 岡本商店
株式会社高岡屋 愛知川営業所
株式会社ファインシンター滋賀工場
株式会社 湖東重機
有限会社 滋賀レッカー
近畿地水株式会社
湖東興産株式会社
東近江市社会福祉協議会愛東事務所 愛東事務所
滋賀トヨペット株式会社 sat愛知川
パナソニックホームズ株式会社 湖東工場
びわこリハビリテーション専門職大学
有限会社 伊勢屋
特別養護老人ホーム やまびこ
株式会社 クレフィール湖東
エスケイビルド株式会社
滋賀基礎工業株式会社
株式会社 ナエムラ自工
医療法人敬愛会
株式会社 共友開発
株式会社 清水商店
株式会社名神八日市カントリークラブ
日野町役場
東近江市役所蒲生支所
株式会社 藤崎工務店
日本郵便株式会社 近江日野郵便局
株式会社伊藤佑
株式会社 ヒロセ
株式会社 日映 日野
有限会社 大堀機鋼

京セラ株式会社 滋賀蒲生工場
東近江行政組合 日野消防署
日野薬品工業株式会社
株式会社 住屋
観光日本株式会社 日野ゴルフ場
株式会社 加藤組
滋賀県警察本部 生活安全部機動警察隊
株式会社 奥田工務店
滋賀蒲生町農業協同組合
福地製薬株式会社
株式会社 今井工業
綿向生産森林組合
株式会社 オーケーエム
丸杉建設株式会社
株式会社 泰平組
株式会社ダイフク 滋賀事業所
株式会社 寺嶋製作所
近江ヒルズゴルフ倶楽部
新江州株式会社
グリーン近江農業協同組合 日野東支店
和信化学工業株式会社日野工場
有限会社 齊藤モータース
株式会社 アヤハゴルフリンクス 朝日野カントリー倶楽部
株式会社 竹中土木 西日本機材事業センター
特別養護老人ホーム 誉の松
矢尾酒造株式会社
日本料理 ますや
株式会社サニックス日野工場
社会福祉法人 わたむきの里福祉会
橋本商店
株式会社東沢組
有限会社 平井百貨店
滋賀県畜産技術振興センター
株式会社 ホンダオート フクナガ
株式会社 大島組
東洋化学株式会社
日本興機株式会社 ビジネスグリーンホテル日野
日本料理 糀屋
社会福祉法人 いこい福祉会
森新建設株式会社
株式会社 熊木共楽園
株式会社 たねや
グリーン近江農業協同組合 能登川支店
社会福祉法人 東近江市社会福祉協議会蒲生事務所 せせらぎ

肥田電器株式会社
株式会社近畿理研 能登川事業所
東近江市立蒲生医療センター
社会福祉法人東近江市社会福祉協議会能登川事務所
株式会社 アヤハエンジニアリング
パナソニックホームズ滋賀株式会社
株式会社 関西オークラ
杉本商事株式会社八日市営業所
株式会社 水研設備
有限会社 福坂公業
巖本金属株式会社 愛知川工場
COLEGIO SANTANA
医療法人社団 幸信会
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 彦根セールスセンター
株式会社 中嶋総業
東近江市教育委員会
社会福祉法人 八幸会
株式会社 ニチモクファンシーマテリアル
東近江ケーブルネットワーク株式会社
旭化成住工株式会社
社会福祉法人 蒲生野会
有限会社 ひのや
びわこ学院大学
中国料理 不二屋
社会福祉法人 延命保育園
淡海書道文化専門学校
松井建設株式会社
株式会社 小嶋産業
料理旅館 魚与
大忠
TBカワシマ株式会社
株式会社コクヨ工業滋賀
有限会社 あびこ家
社会福祉法人阿育会 ふたば保育園
鮒吉
株式会社 ナガハシ
株式会社 ダイハツメタル
こがね
近江牛専門店 万葉太郎坊亭
永源寺温泉 八風の湯
有限会社松研社 松研本店
御料理処 大喜
料理・仕出し にしむら
びわこ代行運転

八日市代行社
スバル代行
あかね運転代行
エール代行
かえる代行
Ageha運転代行
美麗代行
美麗代行２
社会福祉法人 日野友愛会 沖野原
株式会社 大紀アルミニウム工業所 滋賀工場
エヌシーオートメーション株式会社滋賀営業所
金属技研株式会社
有限会社 バックアップ警備保障
株式会社北陸近畿クボタ 湖東営業所
ベクセス株式会社京都事業所
株式会社北陸近畿クボタ 東近江営業所
コカ・コーラボトラーズジャパン ベンディング株式会社 中部日本第二オペレーション事業地区部 滋賀事業所
エスアールエス株式会社プロマックス事業部
滋賀県農業共済組合 東部支所
株式会社滋賀山下
株式会社フジックス生産部
滋賀農業公園ブルーメの丘
公益社団法人 東近江シルバー人材センター
株式会社淡海建設
社会福祉法人美輪湖の家
滋賀ダイハツ販売株式会社 愛知川店
滋賀県電気工事工業組合 滋賀電気安全サービス八日市調査センター
滋賀県農業共済組合 家畜診療所東部
日本郵便株式会社 八日市郵便局 永源寺郵便局
日本郵便株式会社 八日市郵便局（秦荘郵便局）
日本郵便株式会社 八日市郵便局 愛知川郵便局
株式会社関西みらい銀行 八日市支店
生活協同組合コープしが 東近江センター
福田金属箔粉工業株式会社
黄地電工株式会社
準学校法人 日本ラチーノ学院
イワタニ近畿株式会社滋賀営業所
株式会社肥田電器金型製作所
医療法人医誠会 神崎中央病院
近畿農政局 湖東平野農業水利事務所
アポロ電工株式会社
株式会社アイ･バード ミルクプラザ東近江
株式会社エルクラフト

株式会社ツクイ東近江おきの
社会福祉法人花の木会 どんぐり作業所
すいれん株式会社
株式会社湖東総合システム横溝工場
株式会社アテクト
株式会社ヰセキ関西中部 関西支社
日本料理 魚佐
株式会社京都銀行 八日市支店
株式会社大気社 現場事務所
株式会社ＡＵＣ
株式会社コンテック
株式会社東洋石創
ヤンマーアグリジャパン株式会社 湖東支店
株式会社古澤建設
ボーンズ株式会社 滋賀工場
紅忠コイルセンター関西株式会社
ピースライン株式会社
ツルタ電機株式会社 八日市営業所
公益社団法人滋賀県看護協会 在宅ケアセンターみのり
全国農業協同組合連合会滋賀県本部 東近江農機センター
公益財団法人豊郷病院訪問看護ステーションレインボウはたしょう
株式会社 木屋長工務店
日本圧延工業株式会社
京セラコミュニケーションシステム株式会社 滋賀事業所
西澤工業株式会社
社会福祉法人青い鳥会 愛荘町川原事業所
社会福祉法人 日野町社会福祉協議会
滋賀銀行 愛知川支店

彦

根

株式会社ナツハラ
彦根市消防本部
株式会社トーカイ 彦根営業所
谷庄建設株式会社
株式会社 スズキ自販滋賀 彦根営業所
彦根自動車学校
株式会社 PALTAC滋賀支店
株式会社ヨシケイ 彦根営業所
株式会社 伊藤組
株式会社 りそな銀行 彦根支店
株式会社 森音
早川工芸株式会社
中善建材工業株式会社
株式会社 粋屋やす井
大進モーター株式会社

警

察

署

管

内

有川製薬株式会社
株式会社永昌堂印刷
株式会社 大橋
岐建株式会社滋賀支店
株式会社 古川シェル
ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社 彦根営業所
株式会社 コーシン 滋賀営業所
廣瀬バルブ工業株式会社
株式会社 豊榮建設
大幸生コン株式会社
奥山防災株式会社
株式会社エッセン彦根
高宮産業有限会社
株式会社 上健建設
株式会社 松宮物産
共同電気株式会社
株式会社 橋本建設
古河ＡＳ株式会社
株式会社 惣田製作所
株式会社平和堂
前川金属株式会社
株式会社ブリチ゛ストン 彦根工場
東田電機産業株式会社
日本郵便株式会社 彦根郵便局
株式会社 木村重兵衛商店
大阪ガス株式会社 滋賀東事務所
夏原工業株式会社
株式会社 メディック北滋ラボ
株式会社 北澤工務店
山甚建設株式会社
株式会社清水合金製作所
株式会社多賀組
宮川仏壇株式会社
株式会社 若松工務店
株式会社 ホンダサロン 滋賀
京華産業株式会社 彦根支店
滋賀日産自動車株式会社 彦根店
滋賀トヨタ自動車株式会社 彦根店
中日本高速道路(株)名古屋支社 彦根保全・サービスセンター
株式会社 永樂屋
滋賀国道事務所 彦根維持出張所
株式会社 滋賀原木
関西電力送配電株式会社 彦根配電営業所
彦根警察署

宮部鉄工株式会社
野瀬造園株式会社
有限会社 田中印刷所
滋賀三菱自動車販売株式会社 彦根店
フェニックス精工株式会社
滋賀県立甲良養護学校
滋賀中央信用金庫
エース証券株式会社 彦根支店
日産プリンス滋賀販売株式会社 彦根店
有限会社 若林兄弟商会
一圓テクノス株式会社
株式会社 デース
株式会社 ヒコハン
滋賀県水産試験場
関電サービス株式会社 彦根営業所
豊郷町役場
多賀町役場
株式会社 オーミ青果
滋賀特機株式会社 彦根営業所
アケボノ特機株式会社
セコム株式会社 彦根支社
株式会社公益社
株式会社 太陽
株式会社きんでん彦根営業所
井上商事株式会社 滋賀支店
有限会社 三羽鶴
西村鉄材株式会社
シガカンスイ株式会社
山大商事株式会社
株式会社 ハヤシ
株式会社セレマ 彦根滋賀祭典
ネッツトヨタ滋賀株式会社 彦根店
キヤノンシステムアンドサポート株式会社 彦根営業所
北川産業株式会社
株式会社 ニシザキ
TDS株式会社
丸橋建設株式会社
株式会社 キントー
株式会社アサンテ 滋賀営業所
株式会社 大野組
東びわこ農業協同組合
京栄ニチユ株式会社 彦根営業所
森原工務店
滋賀日産自動車株式会社 南彦根店

株式会社 杉本商事
株式会社 髙木造園
一般財団法人 関西電気保安協会 彦根営業所
日新火災海上保険株式会社 彦根サービス支店
株式会社 村田組
関西電力送配電株式会社 彦根電力所
油藤商事株式会社
株式会社田附工務店
有限会社 丸弥製瓦所
甲良町役場
東京海上日動火災保険株式会社 滋賀中央支社
株式会社エムランド
びわ湖レッカー有限会社
犬上ハートフルセンター
医療法人 恭昭会 彦根中央病院
彦根税務署
日通商事株式会社大阪支店整備部滋賀工場
大東電材株式会社 彦根事業所
株式会社 伊藤仏壇
株式会社 棚橋食品加工店
株式会社 丸由
トヨタカローラ滋賀株式会社 彦根店
株式会社 近畿予防医学研究所 彦根営業所
丸高製麺株式会社
滋賀トヨペット株式会社 彦根店
山川電機株式会社
株式会社 シガドライウィザース
彦根市役所
彦根市清掃センター
東陽紙業株式会社
積水ハウス株式会社 彦根支店
一般財団法人 彦根市事業公社
株式会社夏原電子産業 滋賀工場
株式会社 コテラ
大和証券株式会社 彦根支店
中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋株式会社 彦根事業所
リコージャパン株式会社 彦根事業所
中日本施設管理株式会社彦根工事事業所
株式会社 ヨシハラ
株式会社 ナショナルメンテナンス
日世株式会社びわ湖工場
株式会社 スズケン
近江自動車工業株式会社 彦根工場
進々堂商光株式会社

多賀町有線放送農業協同組合
株式会社 大進自動車部品商会
タカラスタンダード株式会社 彦根営業所
株式会社 ダイヤワーク
ヨコハマタイヤ滋賀販売株式会社 彦根営業所
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社
熊谷電工株式会社
株式会社 ディスプレイ・アトム
株式会社 たけびし 滋賀支店
特別養護老人ホーム 近江第二ふるさと園
社会福祉法人豊郷町社会福祉協議会
株式会社滋賀銀行 彦根支店
株式会社 北川製作所 彦根事業所
株式会社 北川化成 滋賀営業所
金城測量設計株式会社
河口電気工業株式会社
ネッツトヨタびわこ株式会社 彦根店
社会福祉法人 彦根市社会福祉協議会
三菱ふそうトラック・バス株式会社 近畿ふそう彦根
大東建託株式会社 彦根支店
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 彦根保険金サービス課
有限会社 鯉口建設
株式会社 伊関商会
株式会社 木村商店
大西農機株式会社
Joyson Safety Systems Japan彦根製造所
特別養護老人ホーム 近江ふるさと園
株式会社 国領設備
那須緑地株式会社
佐伯重機工業株式会社
滋賀県湖東合同庁舎
株式会社 オオミ建設
綜合警備保障株式会社 滋賀支社彦根支店
トヨタＬ＆Ｆ近畿株式会社 彦根支店
三井住友海上火災保険株式会社
株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター大薮
株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター彦根
公益社団法人 彦根市シルバー人材センター
生活協同組合コープしが 彦根センター
滋賀スバル自動車株式会社彦根店
株式会社 ＺＴＶ 彦根放送局
社会福祉法人 とよさと
鈴木ヘルスケアサービス有限会社 デイサービスセンター べるふらっと
鈴木ヘルスケアサービス有限会社 鳥居本 デイサービスセンター鈴の音

喜多嘉和株式会社
特別養護老人ホーム さざなみ苑
株式会社 レンタルのニッケン 滋賀営業所
大洋産業株式会社
有限会社 元気
公益社団法人 日本水道協会 滋賀検査事業所
社会福祉法人杉の子会杉の子作業所
日本郵便株式会社 多賀郵便局
彦根市デイサービスセンター きらら
セルプひこね
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 彦根支社
関西キリンビバレッジサービス株式会社 滋賀支店
近畿労働金庫彦根支店
株式会社ヤマシタ 彦根営業所
フジテック株式会社
Joyson Safety Systems Service株式会社
湖北総合開発株式会社
特定非営利活動法人喜房会
学校法人聖泉学園 聖泉大学
中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株式会社 彦根道路事務所
社会福祉法人かすみ会 つばきはらファクトリー
有限会社 オクガワ資源産業
株式会社 一圓興産
日本機材株式会社 彦根営業所
居川電機商会
有限会社光田産業
三和シヤッター工業株式会社 彦根営業所
財団法人豊郷病院
公益財団法人豊郷病院訪問看護ステェーションレインボウとよさと
介護老人保健施設 パストラールとよさと
日本郵便株式会社 高宮郵便局
日本郵便株式会社 豊郷郵便局
日本郵便株式会社 稲枝郵便局
滋賀ダイハツ販売株式会社 彦根店
株式会社 大光 彦根支店
株式会社水工エンジニアリング
社会福祉法人ひかり福祉会 HEART WORK 結
ダンロップタイヤ近畿株式会社彦根営業所
ブリヂストンタイヤサービス西日本株式会社彦根店
株式会社北陸近畿クボタ 彦根営業所
ハウジング光正株式会社
株式会社セキノ興産 彦根店
近江鉄道株式会社
株式会社ワールドプラン彦根営業所

東京海上日動調査サービス課 彦根損害サービス課
東びわこ農業協同組合 JA東びわこﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
ニチアス株式会社 京滋支店
NTT西日本ビジネスフロント株式会社 関西支店滋賀東営業所
株式会社ツクイ
ホシザキ京阪株式会社 彦根営業所
日本テクノ株式会社 滋賀営業所
ジェイ・ティ・エム株式会社
渡辺パイプ株式会社 彦根サービスセンター
西川産業株式会社 彦根営業所
株式会社エネアーク関西 彦根支店
株式会社オオヨドコーポレーション 滋賀支店
フジノ食品株式会社 彦根営業所
大東建託パートナーズ株式会社 彦根営業所
中日本施設管理株式会社 彦根事業所
株式会社関西みらい銀行 彦根支店
マルギ繊維株式会社彦根支店
株式会社中栄
タマホーム株式会社 滋賀支店
イワタニ近畿株式会社 彦根営業所
轟産業株式会社
積水ハウス不動産関西株式会社 彦根賃貸営業所
三浦工業株式会社 彦根営業所
NECフィールディング株式会社 彦根営業所
能勢鋼材株式会社滋賀工場
滋賀県彦根子ども家庭相談センター
湖郷の彩風彦根
株式会社ＳＣＲＥＥＮロジスティクス
株式会社SCREENセミコンダクターソリュージョンズ
株式会社ウチダビジネスソリューションズ
株式会社アイ･バード
株式会社大和バルブ彦根工場
株式会社京都銀行 彦根支店
株式会社鳥塚 八坂養魚場
滋賀県電気工事工業組合 滋賀電気安全サービス彦根調査センター
びわこ東部森林組合
株式会社オースギ
滋賀ダイハツ販売株式会社 ハッピー彦根店
彦根市ふたばデイサービスセンター
医療法人 友仁会
看護小規模多機能型居宅介護 ナーシングホームすずらん
滋賀県北部流域下水道事務所
安川エンジニアリング株式会社 関西支店滋賀営業所
大和冷機工業株式会社 彦根営業所

株式会社 千成亭風土 本社
株式会社 東洋食品彦根センター
医療法人友仁会 アロフェンテ彦根通所リハビリ
リハコンテンツ株式会社 リハプライド彦根
アートコーポレーション株式会社 彦根支店
ポラリスデイサービスセンター後三条
全国農業協同組合連合会滋賀県本部 彦根農機センター・彦根ガス販売所
（公益）豊郷病院 訪問看護ステーションレインボウひこね
株式会社ガスパル近畿
井上金属株式会社 彦根営業所
株式会社扇港電機 滋賀電材営業部 彦根営業所
株式会社 栄電舎彦根営業所
UTエイム株式会社 滋賀キャリアセンター 河瀬CF
UTエイム株式会社 滋賀キャリアセンター
全農関西エネルギー株式会社 彦根販売所
株式会社 スギモト
シンシア彦根
株式会社 滋賀銀行大藪支店
関西メルテック株式会社 彦根営業所
山崎パン株式会社 京都工場彦根デポ
学校法人 野村学園 みどり幼稚園
社会福祉法人 青い鳥会 彦根学園
かんぽの宿 彦根
株式会社 一休庵
ニックフレート株式会社 滋賀営業所
近江高等学校
学校法人滋賀カトリック学園 聖ヨゼフ幼稚園
株式会社 近江レンタカー
社会福祉法人 ひかり福祉会 たんぽぽ作業所
株式会社セレマ マリアージュ彦根
有限会社 海水園
有限会社 かどや
有限会社 丸駒
社会福祉法人 ことぶき会保育園
株式会社彦根LIXIL製作所
社会福祉法人 かすみ会 かいぜ寮
岩谷クリエイティブ株式会社 琵琶湖コンファレンスセンター
ブリヂストンプラントエンジニアリング株式会社 彦根事業所
東建コーポレーション株式会社 彦根支店
豊辰
株式会社 ティーアールシー ホテルサンルート彦根
有限会社 魚増
キリンビール株式会社 滋賀工場
日本メンテナスエンジニアリング株式会社

ジャパン代行
ファースト代行サービス
オンリー代行
α-N(ｱﾙﾌｧｰｴﾇ)代行
隼ｰ１代行
Ｗill代行
だるま代行
ヤマジックス株式会社 彦根事業所
株式会社SCREENファインテックソリューションズ
有限会社ヤマダ油脂

米

原

警

察

署

管

内

管

内

オオサワ株式会社
近江鉱業株式会社
米原警察署
伊吹建設工業株式会社
ワールドテック株式会社
米原市役所 山東庁舎
米原市役所 米原庁舎
三軌工業株式会社
北川ラベル印刷株式会社
びわ湖高齢者マンション 悠悠の館
株式会社メディセオ湖北支店
社会福祉法人 米原市社会福祉協議会米原地域福祉活動センター
坂田メディケアセンター
株式会社ヤンマービジネスサービス
滋賀鉱産株式会社
株式会社 ライフ
社会福祉法人 湖北会いぶきやま
有限会社 親和
株式会社杉山工務店
社会福祉法人 ひだまり
社会福祉法人ひだまり 本郷拠点
やまに料理店
多々美家
代行運転SEVEN

長

浜

警

察

株式会社 材信工務店
東亜工業株式会社
株式会社 材光工務店
長浜市役所
丸三開発株式会社
ヤンマーパワーテクノロジー株式会社 小形事業部（長浜）
株式会社滋賀銀行 長浜支店

署

ワボウ電子株式会社
長浜水道企業団
生活協同組合 コープしが 長浜センター
株式会社 柴惣
株式会社 渡辺工業
中村家具株式会社
カネ上株式会社
小林自動車用品有限会社
ヨコハマタイヤ滋賀販売株式会社
ヤンマーアグリジャパン株式会社長浜支店
株式会社 中田モータース
大塚産業クリエイツ株式会社
株式会社浜きゅう
鳥居木材株式会社
大栄テクノ株式会社
株式会社 油甚
株式会社エスサーフ 長浜支店
ヤンマー製造サポート株式会社
株式会社北びわこ水産
株式会社 ライフリリーフ
ネッツトヨタ滋賀株式会社
湖北地域消防本部 長浜消防署
有限会社 文昌堂
明文舎印刷商事株式会社
公益財団法人 長浜文化スポーツ振興事業団
湖北大阪生コンクリート株式会社
株式会社 フタバヤ
株式会社ケーアイグループ 長浜自動車学校
株式会社タカオカ
株式会社 滋賀親蜻会
長浜警察署
ｼﾞｪｲﾌｨﾙﾑ株式会社 長浜工場
有限会社 北川自動車工業
湖北広域行政事務センター
株式会社太基組
有限会社 武田自動車販売
湖北精工株式会社
江一株式会社
株式会社 おりひめ
滋賀工業株式会社
丸金石油株式会社
株式会社ウェルビー滋賀
株式会社 宮本組
大近電工株式会社

為永建設株式会社
国友工業株式会社
ヤマト管工株式会社
扶桑工業株式会社
豊国商事株式会社
株式会社シガウッド
株式会社 京岩神前殿
川瀬産商株式会社
有限会社 瀧澤材木店
株式会社日本サルベージサービス 長浜営業所
中尾木材工業株式会社
アルフレッサ株式会社 長浜支店
株式会社 明豊建設
有限会社 山口屋
ダイヤリックス株式会社 長浜支社
中北薬品株式会社 長浜支店
株式会社 茂森工務店
株式会社 山久
株式会社 カワセコーポレーション
株式会社 岩崎工業所
大和リゾート株式会社 Hotel&Resorts NAGAHAMA
株式会社大垣共立銀行 長浜支店
株式会社 浜湖月
株式会社富士薬品 長浜営業所
日光建材株式会社
株式会社 ヤブウチ
長浜信用金庫 本店営業部
マツイ機器工業株式会社
株式会社 住文
三菱ケミカル株式会社 滋賀事業所環境安全部安全１グループ
レーク伊吹農業協同組合
長和産業株式会社
姉川建設株式会社
株式会社 吉田大正堂
有限会社 本庄造花店
田辺工業株式会社
株式会社 大塚工務店
滋賀特機株式会社 長浜営業所
滋賀トヨタ自動車株式会社 長浜店
山岡ヤマゼン株式会社
琵琶湖機械工具株式会社
グランド化学株式会社
株式会社 ハマリビング
株式会社 モミヤマモータース

有限会社 クリーンびわ
株式会社 木沢電気工業所
長浜葬祭有限会社
株式会社 伏木クロス
ダイワ電機精工株式会社 滋賀事業所
姉川ブロック有限会社
株式会社 丸杉 長浜営業所
橋本クリーン産業株式会社
有限会社 長浜重機
長浜税務署
ツルタ電機株式会社 長浜営業所
株式会社 新栄自動車
株式会社 わたなべ陶器
川一電機株式会社
中機業株式会社
株式会社 キョウエイ
株式会社ケーエスケー 長浜支店
株式会社 京滋マツダ 長浜店
滋賀電業株式会社
滋賀トヨペット株式会社 長浜店
滋賀ダイハツ販売株式会社 長浜店
株式会社中澤商事
シガ電子株式会社
滋賀日産自動車株式会社 長浜店
ネッツトヨタびわこ株式会社 長浜店
佐和惣
株式会社 北村自動車
滋賀部品株式会社
株式会社 大和
川北塗料株式会社
株式会社 長浜シャーリング工場
滋賀日産自動車株式会社 長浜宮司店
長住建設株式会社
株式会社 サンミュージック
長浜赤十字病院
滋賀県湖北合同庁舎
ニチイケアセンター六荘
株式会社ミールサービスたにぐち
田中ケアサービス株式会社 長浜支援センター
社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会 長浜センター
社会福祉法人長浜市社会福祉協議会 北部福祉ステーション
セコム株式会社 長浜営業所
長浜市社会福祉協議会 長浜東部福祉ステーション
大栄工機株式会社

友愛ハウス
エース証券株式会社 長浜支店
医療法人 下坂クリニック
ニチイケアセンター湖北
株式会社 イケダ光音堂
長浜キヤノン株式会社
リコージャパン株式会社
社会福祉法人 湖北会 あそしあ
橋本建設株式会社
株式会社 びわ鮎センター
内海建設株式会社
社会福祉法人湖北会 湖北まこも
魚武
有限会社 近藤工業
湖北広域行政事務センター クリーンプラント
トヨタカローラ滋賀株式会社 長浜店
社会福祉法人芳醇会ケアステーションかけはし
ヤンマーパワーテクノロジー株式会社小形事業部 生産部びわ工場
株式会社ヤンマービジネスサービス 滋賀事業部
不二電設工業株式会社
社会福祉法人青祥会特別養護老人ホーム アンタレス
綜合警備保障株式会社 滋賀支社長浜営業所
ホクシン工業株式会社 長浜営業所
社会福祉法人青祥会介護老人保健施設長浜メディケアセンター
日本郵便株式会社 長浜郵便局
宮本化工機株式会社
株式会社アステック
特定非営利活動法人長浜みなみ会
ニシムラ株式会社 長浜営業所
株式会社 近江の館
株式会社 長浜スタジオ
有限会社 聖健興業
有限会社西川総合建設
湖北地域しょうがい者相談センター
株式会社光コーポレーション
あかつき証券株式会社 長浜支店
オリエンタル酵母工業株式会社 長浜生物科学研究所
社会福祉法人 ぽてとファーム事業団
株式会社 松村寝具
豊公資材株式会社
株式会社吉工
株式会社関本建設

中川製袋化工株式会社 長浜工場
川上建設有限会社
チャイルドハウス
有限会社 田中建設
株式会社エコプラン
特定非営利活動法人きーなほくほく
株式会社横井機販
トヨタL&F近畿株式会社 長浜支店
株式会社関西みらい銀行 長浜支店
社会福祉法人青祥会 セフィロト病院
有限会社富綜 長浜営業所
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 長浜セールスセンター
NoveWorks株式会社
市立長浜病院
株式会社ニチイ学館 長浜支店
特定非営利活動法人withus こほく自立応援センター
特定非営利活動法人 愛光園
ながはまウェルセンター（長浜保健センター）
株式会社クローバー
株式会社宇津木
株式会社リーフル
長浜南部学校給食センター
イカリ消毒株式会社 長浜営業所
北びわこ農業協同組合 南部営農経済センター
グリーンホテルＹｅｓ長浜みなと館
株式会社ウインスリー
株式会社 京都銀行長浜支店
滋賀建機株式会社 湖北営業所
三菱ケミカルインフラテック株式会社 長浜事業所
社会福祉法人 ひかり福祉会 ひかり園・輝湖里
株式会社 サンファミリー
滋賀県立長浜養護学校
長浜西部福祉ステーション
有限会社 わ田作
旅館 紅鮎
料理旅館 うを吉
長浜市立神照幼稚園
長浜市立長浜南幼稚園
長浜市立湖北幼稚園
長浜市立あざい認定こども園
長浜市立びわ認定こども園
クローバー代行サービス
サンクリーン滋賀株式会社
ダスキン近江

Ｂ型作業所つどい
七条つどい
ケアプランつどい
デイサービスつどい
公益社団法人 長浜市シルバー人材センター
ヤンマーシンビオシス株式会社
株式会社 清水商会
株式会社滋賀銀行 長浜北支店
株式会社 スズキ自販滋賀
有限会社 ナカセ
株式会社 ミズキ

木 之 本 警 察 署 管 内
田中シビルテック株式会社
新木産業株式会社
滋賀県長浜土木事務所木之本支所
木之本警察署
長浜市役所 北部振興局
兵神装備株式会社 滋賀事業所
北近江自動車学校
長浜市立 湖北病院
カシロ産業株式会社
橋本建材株式会社
エスジーエスエンジニアリング株式会社
株式会社 近畿理研 高月事業所
片桐工業株式会社
有限会社 リハぷらす デイサービスすみれ珈琲
ブライザ株式会社 滋賀営業所高月事業所
長浜市立きのもと認定こども園

高
高島市役所 今津支所
有限会社 山方モータース
高島市役所 マキノ支所
株式会社コホク
株式会社Ｈ&Ｆ
綾羽工業株式会社
株式会社 河原田工務店
保木機料株式会社
紺藤織物株式会社
有限会社 今津マツダ
中村石材株式会社
滋賀県高島合同庁舎
トクデン株式会社 マキノ工場

島

警

察

署

管

内

高島市民病院
村松通信建設株式会社
株式会社 江州
高島警察署
田中建材株式会社
有限会社 大江モータース
桂田農機有限会社
株式会社 きんでん 高島営業所
レストランかりん
株式会社 清水電機
高島市消防本部
株式会社 平山組
株式会社 友輝建設
株式会社 栄
杉橋建設株式会社
関西電力送配電株式会社 今津技術サービスセンター
（社福）虹の会 ドリームあんです・ドリームだんだん
太陽精機株式会社 びわ湖工場
ネッツトヨタ滋賀株式会社 安曇川店
株式会社日映今津
三晃商事有限会社
株式会社 京和自動車整備
株式会社 トーア自動車学校湖西自動車教習所
株式会社 松本石油
日本郵便株式会社 今津郵便局
日本郵便株式会社 新旭郵便局
社会福祉法人 大阪自彊館 救護施設 さわやか荘
株式会社 福月
滋賀トヨペット株式会社 高島店
株式会社井花モータース
トヨタカローラ滋賀株式会社 高島店
陸上自衛隊 今津駐屯地
航空自衛隊 第４高射群第12高射隊
滋賀日産自動車株式会社 安曇川店
有限会社 万木自動車工業
株式会社 川新
常盤工業株式会社 滋賀営業所
株式会社 植杢
有限会社 ふくだぐみ
有限会社 磯村商会
株式会社オミゾ
株式会社 澤村
高島市役所 高島支所
鉄屋商事株式会社

八田建設株式会社
株式会社 前河建設
生活協同組合コープしが 高島センター
金田工業株式会社
高島市役所 安曇川支所
株式会社 大山建設
岡本木材株式会社
日産プリンス滋賀販売株式会社 安曇川店
株式会社才川食品店
株式会社北陸近畿クボタ 安曇川営業所
山下建設株式会社
イワタニ近畿株式会社 高島営業所
ナカショウ株式会社
西坂農機株式会社
株式会社 ウッディー広瀬
有限会社 伊藤嘉商店
清水工業株式会社
南州興業株式会社
湖西トーヨー住器株式会社
ソエダ株式会社
TADコーポレーション
高島市役所 朽木支所
有限会社 岸田商店
株式会社 ジェネス
信和精工株式会社
株式会社 富士建設
岡本アルミ建材株式会社
清水鉄工金物有限会社
日本郵便株式会社 安曇川郵便局
株式会社 可以登楼
医療法人社団 四葉会
社会福祉法人高島市社会福祉協議会 きらり安曇川
滋賀特機株式会社 高島営業所
湖西ガス事業協同組合
株式会社 西村組
株式会社 和田建設
有限会社 平田デンキ
森本建設株式会社
社会福祉法人大阪自彊館 救護施設角川ヴィラ
新旭電子工業株式会社
コマツ滋賀株式会社 湖西営業所
株式会社 澤井デンキ
有限会社松田自動車整備工場
有限会社 永井自工

高島鉱建株式会社
高島市森林組合
社会福祉法人高島市社会福祉協議会

高島市社会福祉協議会

長兵衛
株式会社 馬場電気工業所
大東電気工事株式会社
滋賀トヨタ自動車株式会社 安曇川店
高島ミニコンポンプ
株式会社 兼田漬物
マキノ郵便局
株式会社 平安製作所
株式会社 ヤサカ
観光果樹園
株式会社 桑原組
高島市役所 本庁本館
有限会社天平フーズ
丸茂旅館
社会福祉法人高島市社会福祉協議会 きらりマキノ
オオヤマホールディング株式会社
社会福祉法人ゆたか会 障害者支援施設 清湖園
社会福祉法人ゆたか会朽木特別養護老人ホーム やまゆりの里
わになろう
山栄工業株式会社
アイリス
株式会社北陸近畿クボタ 今津マキノ営業所
社会福祉法人 高島市社会福祉協議会 きらり今津北
社会福祉法人ゆたか会 特別養護老人ホーム 清風荘
社会福祉法人ゆたか会 地域密着型小規模特別養護老人ﾎｰﾑ さわの風
大湖建設
地域生活支援センターほろん
日本郵便株式会社 高島郵便局
日本郵便株式会社 朽木郵便局
滋賀ダイハツ販売株式会社 安曇川店
税理士法人淡海総合会計
高島市訪問看護ステーション
高島市社会福祉協議会 きらり高島
株式会社 スミノ電気
株式会社関西みらい銀行 安曇川支店
旭化成株式会社 筑紫野工場あいばの事業所
社会福祉法人虹の会 大地
医療法人 マキノ病院
関電サービス株式会社 今津営業所
エフティダイヤモンドツール株式会社
有限会社高出物産

いく歩デイサービス近江今津
滋賀県下水道保全事業協同組合
株式会社密口精工
高島市役所 本庁新館
株式会社 滋賀銀行 今津支店
特定非営利活動法人元気な仲間 安井川事業所
特定非営利活動法人元気な仲間 針江事業所
ハーモニー
株式会社滋賀銀行 安曇川支店
レーク滋賀農業協同組合 生活購買部 やすらぎ課
レーク滋賀農業協同組合 今津営農経済センター
レーク滋賀農業協同組合 高島金融センター（新旭支店内）
レーク滋賀農業協同組合 安曇川営農経済センター
レーク滋賀農業協同組合 オートパル高島
レーク滋賀農業協同組合 オートパル高島 マキノ店
民宿みくに館
有限会社 北川産業郷土料理吾兵衛
社会福祉法人大阪自彊館 救護施設 橡生の里
一般財団法人 高島まちおこし公社
有限会社 鳥居楼
福本商店
有限会社 まつなみ荘
高島市社会福祉協議会 きらり今津
安曇川はこぶね保育園
安曇川電子工業株式会社
岡田屋 鶴亀
中央ユニバーサルこども園
丸三旅館
民宿 丸善
萩の浜観光有限会社
まつや
有限会社 白浜荘
有限 松井レンタカー
公益財団法人ひばり
今津サンブリッジホテル
学校法人藤波学園 藤波こども園
有限会社 クリモト
箱館山スキー場
一休
滋賀県立新旭養護学校
一般財団法人 近江愛隣園
有限会社 仲よし
和風 お食事処 ととろ
民宿 白鳥

箱館山民宿 丸仁館
社会福祉法人 光養会
愛隣こども園
民宿 やまげん
奥琵琶湖マキノグランドパークホテル
高島市立静里なのはな園
高島市立大師山さくら園
高島市立マキノ西こども園
高島市立マキノ東こども園
社会福祉法人たかしま会 藤美寮（藤の樹工房）
高島市立高島子ども園
高島市立今津東こども園
高島市立古賀保育園
ナウ代行サービス有限会社

大

津

北

警

近江鉄道株式会社 真野自動車教習所
大津北警察署
株式会社 大津衛生社
株式会社 カルヤード
日本郵便株式会社 堅田郵便局
藤本石油株式会社
株式会社マルゴ
ネッツトヨタ滋賀株式会社 堅田店
トヨタカローラ滋賀株式会社 堅田店
滋賀トヨタ自動車株式会社 堅田店
株式会社ダスキン湖南 ダスキン堅田支店
株式会社 伊藤源
コープしが 北大津センター
株式会社ヨシケイ滋賀
ゆうちょ銀行 滋賀パートナーセンター
株式会社ジーシシ･滋賀
株式会社スズキ自販滋賀 堅田営業所
株式会社匠工房 堅田店
有限会社木村軌道
イザヤビジネスツールズ株式会社 京滋物流センター
株式会社 心晴
びわ湖 松水
北小松トンネル工事事務所
デイサービス和
大津市立真野北幼稚園
大津市立伊香立保育園
滋賀南部森林組合北事業所
大津市立葛川小学校

察

署

管

内

株式会社ウェルウェイ 馬渕教室 堅田校
伊香立自治連合会

