
環境配慮事業者名簿 （令和4年10月3日現在）

No 申請者 職名 氏名 環境認証等の取得県内事業所 郵便番号 所在地（環境認証等の取得県内事業所所在地） 環境認証 営業種目の中分類（１位）

1 黒田紙業株式会社 代表取締役 黒田　軒史 黒田紙業株式会社 520-0103 滋賀県大津市木の岡町５２番３１号 ISO14001 古物等買受/廃棄物処理

2 京都和光純薬株式会社 代表取締役 中村　和彦 京都和光純薬株式会社　滋賀営業所 524-0035 守山市阿村町流２１２番４ KES 薬品類

3 滋賀カーバイド株式会社 代表取締役 高橋　寛 滋賀カーバイド株式会社 529-1331 愛知郡愛荘町愛知川1485番地 エコアクション２１ 燃料・油脂・電力

4 株式会社ヨシダヤ 代表取締役 吉田　近博 株式会社ヨシダヤ 520-1621 滋賀県高島市今津町今津１５９６－１ KES 家具・寝具・装飾類

5 株式会社コクヨ工業滋賀 代表取締役 三宅　一成 株式会社コクヨ工業滋賀 529-1203 愛知郡愛荘町上蚊野312番地 ISO14001 文具・紙・印章

6 株式会社木下カンセー 代表取締役 木下　昌秀 株式会社木下カンセー 520-2144 滋賀県大津市大萱一丁目１７番１４号　松政ビル７階 ISO14001 古物等買受/廃棄物処理

7 株式会社橋本クロス 代表取締役社長 橋本　樹 株式会社橋本クロス 526-0113 滋賀県長浜市南浜町９７６番地 ISO14001 医療用機器・医療用品

8 川瀬産商株式会社 代表取締役 川瀬　努 川瀬産商株式会社 526-0042 長浜市勝町113番地の１ ISO14001
燃料・油脂・電力
/庁舎関係設備保守・点検

9 夏原工業株式会社 代表取締役社長 湊　加津夫 夏原工業株式会社　彦根事業所 522-0292 彦根市高宮町２６８８－１ ISO14001
消防・防災・防犯用品
/検査・測定・分析業務

10 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 代表取締役 旗生　泰一
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
京都支社　滋賀営業所

520-0054 滋賀県大津市逢坂１丁目１番１号 ISO14001
事務用機器
/機器装置等保守点検

11 株式会社大塚商会 代表取締役社長 大塚　裕司 株式会社大塚商会滋賀営業所 525-0032 草津市大路1-15-5 ISO14001 電子計算機・周辺機器/情報処理

12 近江ユニキャリア販売株式会社 代表取締役 木村　隆司 近江ユニキャリア販売株式会社 523-0015 滋賀県近江八幡市上田町８４‐７ ISO14001 車両/リース・レンタル

13 日本電気株式会社 代表取締役執行役員社長 森田　隆之 日本電気株式会社　滋賀支店 520-0051 滋賀県大津市梅林１－３－１０ ISO14001 電子計算機・周辺機器/情報処理

14 株式会社ほくつう 代表取締役社長 早川　信之 株式会社ほくつう　関西支店 520-2134 大津市瀬田六丁目3番19号 ISO14001
家電・通信・冷暖房機器等
/機器装置等保守点検

15 株式会社ナショナルメンテナンス 代表取締役 篠村　安弘 株式会社ナショナルメンテナンス 522-0236 彦根市犬方町790番地 ISO14001 雑貨/運転監視

16 デュプロ株式会社 代表取締役 辻本　智則 デュプロ株式会社　滋賀営業所 520-3037 栗東市北中小路421-1 ISO14001 事務用機器/リース・レンタル

17 株式会社サンファミリー 代表取締役 山室　智司 株式会社サンファミリー 521-0244 米原市大野木1751-1 ISO14001 事務用機器

18 佐川印刷株式会社 代表取締役会長 木下　宗昭 佐川印刷株式会社　滋賀支店 520-3024 滋賀県栗東市小柿８丁目１番３号 ISO14001 印刷・製本/デザイン

19 株式会社西日本技術コンサルタント 代表取締役 堀川　将治 株式会社西日本技術コンサルタント 525-0066 滋賀県草津市矢橋町字御種子池６４９番地 ISO14001 薬品類/検査・測定・分析業務

20 太陽技建株式会社 代表取締役 大橋　理奈 太陽技建株式会社 526-0847 滋賀県長浜市山階町４５５番地３２ ISO14001
重電機器等
/上下水道施設等管理

21 国際航業株式会社 代表取締役社長 土方　聡 国際航業株式会社　滋賀営業所 520-0801 滋賀県大津市におの浜二丁目１番４８号　（におの浜森田ビル３） ISO14001 電子計算機・周辺機器/情報処理

22 有限会社クリモト 代表取締役 栗本　龍郎 有限会社クリモト 520-1824 滋賀県高島市マキノ町大沼６８４ エコアクション２１ 車両/リース・レンタル
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23 リコージャパン株式会社 代表取締役 木村　和広
リコージャパン株式会社　マーケティング本部
滋賀支社　滋賀BP営業部

525-0027 草津市野村八丁目1-5 ISO14001 電子計算機・周辺機器/情報処理

24 株式会社長大 代表取締役社長 野本　昌弘 株式会社長大　滋賀営業所 520-0037 大津市御陵町5番6号 ISO14001 各種調査業務

25 株式会社ディエスジャパン 代表取締役 北條　陽子 株式会社ディエスジャパン　滋賀店 520-3042 栗東市辻４０９－１－２ ISO14001 事務用機器/情報処理

26 小林事務機株式会社 代表取締役 小林　弘和 小林事務機株式会社 527-0031 滋賀県東近江市幸町２番２８号 ISO14001 事務用機器/機器装置等保守点検

27 有限会社オフィックスパートナーズ 代表取締役 小林　弘和 有限会社オフィックスパートナーズ 527-0031 滋賀県東近江市幸町２番２８号 ISO14001 電子計算機・周辺機器/リース・レンタル

28 株式会社日水コン　 代表取締役社長 間山　一典 株式会社日水コン　滋賀事務所 524-0037 滋賀県守山市梅田町２番１号（セルバ守山） ISO14001 各種調査業務

29 甲賀高分子株式会社 代表取締役 石田　秀幸 甲賀高分子株式会社 520-3188 滋賀県湖南市石部北１丁目４番２６号 ISO14001 農林水産機械および資材

30 水田電工株式会社 代表取締役 水田　稔 水田電工株式会社 520-0844 大津市国分一丁目２３番３３号 KES
家電・通信・冷暖房機器等
/庁舎関係設備保守・点検

31 京都帝酸株式会社 代表取締役 難波　太郎 京都帝酸株式会社　滋賀事業所 520-3041 滋賀県栗東市出庭４８７番地 ISO14001
医療用機器・医療用品
/リース・レンタル

32 ニチレキ株式会社 代表取締役 小幡　学 ニチレキ株式会社　滋賀営業所 524-0041 守山市勝部4-2-17 ISO14001 土木・建築機械および資材

33 アマナエレン株式会社 代表取締役 中島　耕史 アマナエレン株式会社 520-0025 大津市皇子が丘二丁目6番13号 ISO14001
家電・通信・冷暖房機器等
/リース・レンタル

34 株式会社立花エレテック 代表取締役 布山　尚伸 株式会社立花エレテック　滋賀支店 525-0026 滋賀県草津市渋川１‐２‐１５ ISO14001 電子計算機・周辺機器

35 不二電設工業株式会社 代表取締役 藤本　尚希 不二電設工業株式会社 526-0014 長浜市口分田町460番地の4 エコアクション２１
家電・通信・冷暖房機器等
/リース・レンタル

36 株式会社メディカルウェイストシステム 代表取締役 貝原　束 株式会社メディカルウェイストシステム 520-3047 滋賀県栗東市手原三丁目１０番１１号 ISO14001 雑貨/廃棄物処理

37 大和電設工業株式会社 代表取締役 栩谷　泰輝 大和電設工業株式会社　滋賀支店 525-0034 草津市草津二丁目１２番２５号 ISO14001
家電・通信・冷暖房機器等
/庁舎関係設備保守・点検

38 滋賀大和電設工業株式会社 代表取締役 上西　斎 滋賀大和電設工業株式会社 525-0034 草津市草津二丁目１２番２５号 ISO14001
家電・通信・冷暖房機器等
/庁舎関係設備保守・点検

39 応用地質株式会社 代表取締役 成田　賢 応用地質株式会社　京滋営業所 520-0044 滋賀県大津市京町４丁目４番２３号 ISO14001
理化学機器・分析機器・計測機器
/各種調査業務

40 京都理化学器械株式会社 代表取締役社長 高橋　啓介 京都理化学器械株式会社　滋賀支店 523-0031 近江八幡市堀上町字溝先１２５番地７ KES
理化学機器・分析機器・計測機器
/機器装置等保守点検

41 ＮＥＣフィールディング株式会社 代表取締役 鈴木　浩 ＮＥＣフィールディング株式会社　大津営業所 520-0043 滋賀県大津市中央四丁目５番４号　ＢＫビル ISO14001
電子計算機・周辺機器
/機器装置等保守点検

42 株式会社清水商会 代表取締役 清水　実 株式会社清水商会 526-0033 滋賀県長浜市平方町２５１番地 ISO14001 工作機械・工具

43 三喜エンジニアリング株式会社 代表取締役 清水　実 三喜エンジニアリング株式会社 526-0033 滋賀県長浜市平方町２５１番地 ISO14001
重電機器等
/機器装置等保守点検

44 明伸工機株式会社 代表取締役 鈴木　伸彦 明伸工機株式会社　滋賀営業所 524-0033 滋賀県守山市浮気町３００－２１　第２小島ビル ISO14001 理化学機器・分析機器・計測機器
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45 株式会社アヤハ環境開発 代表取締役 喜多　貞治郎 株式会社アヤハ環境開発 525-0025 滋賀県草津市西渋川1丁目17番49号 ISO14001 消防・防災・防犯用品/清掃

46 光舗道建設株式会社 代表取締役 李　武賢 光舗道建設株式会社 525-0050 滋賀県草津市南草津三丁目１番地１ KES 土木・建築機械および資材

47 川上産業株式会社 代表取締役 安永　圭佑 川上産業株式会社 滋賀営業所 523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町５６０番地１号　洗心ビル３０１ エコアクション２１ その他の物品

48 株式会社三井田商事 代表取締役 井上　智之 株式会社三井田商事　滋賀営業所 525-0050 草津市南草津２丁目７番１６号 ISO14001 事務用機器/機器装置等保守点検

49 株式会社ノセヨ 代表取締役 野瀬　昌代 株式会社ノセヨ 522-0029 彦根市地蔵町112-1 ISO14001
家電・通信・冷暖房機器等
/リース・レンタル

50 株式会社マルヨネ 代表取締役 竹之内　睦代 株式会社マルヨネ 520-2263 大津市大石中六丁目2-20 ISO14001 廃棄物処理

51 株式会社タケノウチ 代表取締役 竹之内　米貴 株式会社タケノウチ 520-2263 大津市大石中六丁目2-20 ISO14001 廃棄物処理

52 オリックス・ファシリティーズ株式会社 代表取締役 深谷　健司 オリックス・ファシリティーズ株式会社滋賀支店 525-0031 草津市若竹町1番40号　ＯＨビル草津 ISO14001 家電・通信・冷暖房機器等/運転監視

53 株式会社ダスキン湖南 代表取締役 東　正樹 株式会社ダスキン湖南 520‐2153 大津市一里山6丁目3-6 ISO14001 衣服・かばん・靴/リース・レンタル


