
NO 　　　　　　　　　　企　　業　　名　　　　　　　　 URL 職種
(求人数）

1 株式会社　あいむ　あいむ守山 介護員・生活相談員②

2 株式会社 E・Mコーポレーション http://emcg.jp/index.ht
ml

店舗ﾏﾈｰｼﾞｬｰ候補③
販売企画ﾌﾟﾛﾓｰﾀｰ③
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ推進員③

3 インフォテック　株式会社 http://www.infortec.c
o.jp

ラダー開発者②
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏｰ②
ｿﾘｭｰｼｮﾝｴﾝｼﾞﾆｱ②

4 株式会社　エールエンジニアリング http://www.aile-
eng.co.jp/

機械組立及び部品加工①
機械設計①

5 株式会社　エフテック http://f-tech21.co.jp/
営業事務①
営業①

6 株式会社　おうみ教育社 http://www.omi-
plaza.com 教務職②

7 大津板紙　株式会社 http://www.otsu-
itagami.co.jp

技術職(化学科)①
技術職(機械科)①

8 社会福祉法人　大津ひかり福祉会　一里山ひかり保育園 http://ichiriyama.hoikue
n.to/ 保育士⑩

9 川崎機械工業　株式会社
http://www.kawasaki-
kikai.com

営業①

10 関西環境サービス　株式会社
http://www.kankyo-
g.co.jp/kansai/index.h
tml/

建物設備の点検・設備保
守及び企画事業③

11 関西産業　株式会社 http://www.kansai-
sangyo.com

企画営業②
開発設計技術②

12 木村電工　株式会社 http://www.kimuradenk
o.co.jp 電気工事士②

13 株式会社　京都設備 http://www.kyoto-
setsubi.co.jp/

空調エンジニア①

14 株式会社　京都洛西予備校
http://www.rakushin.n
et/

教務職②

15 株式会社　銀閣寺大西
http://www.onishi-
g.co.jp

店舗管理職①

16 株式会社　くすかみ http://www.kusukami.co
.jp

営業①

17 株式会社　京滋マツダ http://www.keiji-
mazda.jp 営業③

18 紺藤織物　株式会社 http://www.kondoorimo
no.co.jp

営業職①
技術総合職①

19 有限会社　最善 http://www.saizen-
japan.com/

家電配送サービス（設
備・工事）⑤

20 株式会社　サクラ　(自転車サクラ） www.bc-sakula.com 小売り・販売⑥

21 株式会社　シェルパ http://www.shpa.co.jp 広告営業・販売促進①

22 社会福祉法人　滋賀県障害児協会　湖北タウンホーム http://www.open-
mind.jp/ ケアワーカー⑤

23 社会福祉法人　すぎやまの家 http://www.sugiryou.jp
生活支援員①
調理員①

24 株式会社　鈴木メンテナンス
http://suzuki-
maintenance.jp/info/g
aiyo/index.html

空調衛生設計・施行・管
理①

25 株式会社　成研
http://www.seikeninc.
co.jp

機械の保守・修理②
営業職②

26 株式会社　ＳＥＢＡＣＳ
http://www.sebacs.co.
jp

フィールドサービスエン
ジニア②
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27 テックワーク　株式会社 http://www.techwork.
co.jp

業務②
営業②

28 株式会社　テレポート http://www.teleport.co.j
p

販売⑩

29 東レコーテックス　株式会社 http://www.tcx.co.jp
総合職（製造技術系）
①

30 中島工業　株式会社 http://www.nakajima-
ic.co.jp

研究開発③
営業③

31 日産プリンス滋賀販売　株式会社 http://www.nissan-
prince-shiga.co.jp 営業⑤

32 有限会社　ひかり塾 http://www.j-
hikari.com

学習塾講師①

33 株式会社　比良山荘 http://www.hirasansou.c
om

接待・サービス(責任者候
補)②

34 株式会社　ヒロセ http://www.hirosecld.co.jp
収集運搬作業員②
総合職②

35 有限会社　フユヒロコーポレーション http://www.fuyuhiro.c
o.jp

営業職③

36 平安建材　株式会社
http://www.heiankenz
ai.co.jp/kaisya/jouhou.
html

営業事務職①
営業職①

37 特定非営利活動法人　ホームママ http://www.homemama.
or.jp 介護職②

38 マイコム　株式会社
http://www.mycom-
japan.co.jp

技術職①
技術営業職①

39 株式会社　松原興産 http://www.matsubara
-kosan.co.jp

店舗管理スタッフ⑳

株式会社　ももじろう　グループ http://momojiro.jp/index.html
店長・マネージャー候
補⑩
調理補助⑩

株式会社　ＫＥＮ芸能プロダクション 〃
店舗ﾏﾈｰｼﾞｬｰ候補⑩
調理補助⑩

株式会社　Ｊコンサルティングホールディングス 〃
店舗ﾏﾈｰｼﾞｬｰ候補⑩
調理補助⑩

41 株式会社　ヤサカ http://www.daisuki-
kaigo.com/

営業(福祉用具専門相談
員)①

42 野洲優愛保育園　モンチ 保育士①

43 株式会社　山中商会 http://www.auto-
yamanaka.co.jp

営業事務職①

44 やわらぎ住宅　株式会社 http://www.yawaragijutaku.co.jp

設計職②
工務職②
事務職①
営業職①

社会福祉法人　よつば会 http://www.yotsuba-
lcn.or.jp

介護職員⑳

社会福祉法人　よつば会　ケアタウン南草津 〃 介護職員⑩

46 有限会社　六匠 時間の奏　開設準備室
http://www.geocities.jp/
rokusyo_honnbu/index.h
tml

介護職員①

47 社会福祉法人　六心会　　　　　　 http://rokushinkai.com
介護職②
介護職①

48 株式会社　わものや　京都本部
http://wamonoya-
powerspot.com

販売②

40

45
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