
滋賀
13：00～16:00

クサツエストピアホテル
瑞祥の間

JR草津駅　西口より徒歩３分

2019年３月大学院・大学·短大・
専修学校等卒業予定者及び
卒業後３年以内の者、
概ね40代前半までの若年求職者
(2020年3月以降卒業予定者は対象外） 

公共交通機関をご利用ください。

２月14日木

2019

滋
賀
の
企
業
再
発
見

平成31年

滋賀県草津市西大路町4-32

おうみ若者未来サポートセンター
滋賀県草津市西渋川1丁目1-14行岡第一ビル4階
平日9:00~17:00　 TEL. 077-563-0301
 http://www.shiga-yjob.com/ 

主催：滋賀労働局、ハローワーク、滋賀県、
　　　一般社団法人滋賀経済産業協会（若年者地域連携事業）
　　　おうみ若者未来サポートセンター【滋賀新卒応援ハローワーク
　　　滋賀わかもの支援コーナー、ヤングジョブセンター滋賀】
　　　滋賀県中小企業団体中央会
協力：一般社団法人環びわ湖大学・地域コンソーシアム

友だち募集中！
@fgn7104r

受付開始12:00～

アクセス

対象者

※ハローワークカードをお持ちの方はご持参ください。
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事業所名 職種 勤務地 学歴 新卒 既卒または年齢 求人番号 求人区分

製造スタッフ 草津 院・大・短・高・専 ○ 卒業後概ね３年以内 25060-4998 学卒
総合職 草津 院・大・短・高・専 ○ 卒業後概ね３年以内 25060-5398 学卒
製造スタッフ 草津 高卒以上 ○ ３５歳以下 25060-872991 一般
保育士 大津 大・短・専 ○ 卒業後概ね３年以内 25010-61188 学卒
保育士 大津 不問 〇 ４０歳以下 25010-302991 一般

営業技術職 草津 大・短・高・専 ○ 卒業後概ね３年以内 25060-127288 学卒
設計技術職 草津 大・短・高・専 ○ 卒業後概ね３年以内 25060-102888 学卒
塗装 草津 能 ○ 卒業後概ね３年以内 25060-3698 学卒
営業技術職（本社） 草津・全国 大卒以上 ○ ３５歳以下 25060-751991 一般
設計技術職 草津 大卒以上 ○ ５９歳以下 25060-754891 一般
塗装 草津 高卒以上 ○ ５９歳以下 25060-758091 一般

2 大津板紙株式会社 機械オペレーター（技能職） 大津 高卒以上 ○ ４５歳以下 25010-703591 一般
3 キンキダンボール株式会社 営業 草津 大・短・高 ○ 卒業後概ね10年以内 25060-118288 学卒

製品の検査スタッフ（地域限定正社員） 栗東 不問 ○ ５９歳以下 25060-1587891 一般
品質ｻﾎﾟｰﾄ・ｻｰﾋﾞｽｽﾀｯﾌ　自動車業界ｼｪｱＮＯ.1 栗東 不問 ○ ５９歳以下 25060-1588291 一般
品質ﾁｪｯｸのｴｷｽﾊﾟｰﾄｽﾀｯﾌ　経験者　限定正社員 栗東 不問 ○ ５９歳以下 25060-377091 一般
技術研究職 栗東 院・大 ○ 既卒者応募不可 25010-9688 学卒
入出庫管理・梱包 栗東・守山・大津 高卒以上 ○ １８歳～４５歳 25010-1169891 一般
機械オペレーター（大津・栗東） 大津・栗東 高卒以上 ○ １８歳～４５歳 25010-1171091 一般
機械オペレーター 栗東・守山・大津 高卒以上 ○ １８歳～４５歳 25010-1168791 一般
検品・加工・梱包 栗東・守山・大津 高卒以上 ○ １８歳～４５歳 25010-1170191 一般
検査および品質管理業務 栗東 不問 ○ ４０歳以下 25010-1010991 一般
印刷オペレーター 日野 高卒以上 ○ １８歳～２９歳 25040-1002091 一般
製本オペレーター 日野 高卒以上 ○ １８歳～２９歳 25040-1003391 一般
フォークリフトオペレーター 日野 高卒以上 ○ １８歳～４０歳 25040-1004691 一般
軟包材工場／フイルム成形機機械オペレーター 日野 高卒以上 ○ １８歳～３５歳 25040-1001191 一般

7 株式会社さんでん 電気工事技術営業職 栗東 院・大・短・高・専・能 ○ 卒業後概ね５年以内 25060-69388 学卒
技術営業 野洲 高卒以上 ○ ５９歳以下 25060-139791 一般
電気制御設計技術者 野洲 高卒以上 ○ ５９歳以下 25060-1591691 一般
機械加工作業者 野洲 高卒以上 ○ ５９歳以下 25060-1592991 一般
産業機械設備の組立作業 野洲 高卒以上 ○ ５９歳以下 25060-1593491 一般
営業（業務用冷凍冷蔵庫：野洲市）※急募 野洲 不問 ○ ４４歳以下 27010-7579591 一般
営業（業務用冷凍冷蔵庫：大津市） 野洲 不問 ○ ４４歳以下 27010-7719491 一般
営業（業務用冷凍冷蔵庫：彦根市） 野洲 不問 ○ ４４歳以下 27010-7717691 一般

滋賀ジョブフェア2019　参加事業所・求人一覧

※ユースエール認定企業

①製造

大和冷機工業株式会社9

スズクニ・トキワ精機株式会社8

佐川印刷株式会社　日野工場6

郷インテックス株式会社
　【製造】

社会福祉法人大津ひかり福祉会
　【医療・福祉】

5 サイチ工業株式会社

近江度量衡株式会社1

株式会社グリーンテック　 滋賀営業所4



事業所名 職種 勤務地 学歴 新卒 既卒または年齢 求人番号 求人区分

総合職（開発・技術職） 愛荘町・愛知県 院・大 ○ 卒業後概ね３年以内 25030-114588 学卒
事務職（法務補助、企画補助） 愛荘町 高卒以上 ○ ３５歳以下 25030-689991 一般
経理事務職 愛荘町 高卒以上 ○ ３５歳以下 25030-690891 一般
事務（人事総務） 愛荘町 大卒以上 ○ ３５歳以下 25030-691291 一般
技能職 愛荘町 高卒以上 ○ １８歳～３５歳 25030-692591 一般

11 ピー・アンド・ジー株式会社　滋賀工場 化粧品製造 野洲 高卒以上 ○ １８歳～３５歳 25060-1597591 一般

梱包・配達 東近江 不問 ○ ５９歳以下 25040-581891 一般
住宅材および梱包材の製造オペレーター 東近江 不問 ○ ５９歳以下 25040-580791 一般
製作・製造社員 東近江 不問 ５９歳以下 25040-1006491 一般
製作スタッフ 東近江 高卒以上 ○ ３０歳以下 25040-1053691 一般
設計・開発職 彦根 院・大・高 ○ 卒業後概ね３年以内 25030-109688 学卒
機械設計職 彦根 大学卒（大学院修了）高専卒（機械科） ○ ３５歳以下 25030-1170091 一般
購買および貿易関連業務 彦根 大卒以上 ○ ３９歳以下 25030-1171391 一般
販売 滋賀県内11店舗 大・短・高・専 ○ 卒業後概ね３年以内 25060-86488 学卒
販売（エースクエア・コットンレインボー　クリーム） 草津 高卒以上 ○ ３５歳以下 25060-571191 一般
販売（竜王アウトレット　メゾピアノ） 竜王 高卒以上 〇 ４０歳以下 25060-573391 一般
販売（イオンモール草津　ブリーズ） 草津 高卒以上 〇 ３５歳以下 25060-574691 一般
販売（フォレオ一里山　コットンレインボー　モカ） 大津 高卒以上 〇 ４０歳以下 25060-576491 一般
販売（三井アウトレット　オニツカタイガー） 竜王 高卒以上 〇 ５９歳以下 25060-577791 一般
セールスコンサルタント 滋賀県内14店舗 大卒以上 〇 ３５歳以下 25010-1156391 一般
レセプション＆オフィススタッフ 草津・彦根・愛荘町 大卒以上 〇 ３５歳以下 25010-1155091 一般
営業職 県内15事業所 大・短 ○ 卒業後概ね３年以内 25010-145788 学卒
営業職 大津 短大卒以上 〇 ５９歳以下 25010-743891 一般
営業スタッフ 県内16店舗 大 ○ 既卒者応募不可 25060-81888 学卒
事務スタッフ 県内16店舗 大 〇 既卒者応募不可 25060-82788 学卒
営業スタッフ 県内16店舗 不問 ３５歳以下 25060-516991 一般
自動車整備士 県内16店舗 不問 ５９歳以下 25060-517491 一般
営業事務・貿易事務 大津・東京・福岡 短大卒以上 ○ ４０歳以下 25010-160991 一般
営業職 大津・東京・福岡 高卒以上 ○ ４０歳以下 25010-166191 一般

20 ＨｏｎｄａＣａｒｓ甲賀西　水口西店　ホンダオート近江株式会社 営業スタッフ 甲賀 不問 ○ ３５歳以下 25050-686291 一般

営業スタッフ 彦根・愛荘町・近江八幡 高卒以上 ○ ３９歳以下 25030-86791 一般
サービススタッフ（資格不要） 彦根・愛荘町・近江八幡 高卒以上 〇 ５９歳以下 25030-1172691 一般
サービススタッフ 彦根・愛荘町・近江八幡 高卒以上 〇 ５９歳以下 25030-1173991 一般
事務スタッフ 愛荘町 高卒以上 〇 ４５歳以下 25030-1169291 一般
営業販売員 栗東・彦根 高卒以上 ○ ３５歳以下 25060-1605391 一般
営業販売員（彦根営業所） 彦根・栗東 高卒以上 〇 ３５歳以下 25060-1606691 一般

23 ヤンマーアグリジャパン株式会社中部近畿支社 農業用機械の販売・整備（地区職） 近畿・東海・北陸 院・大・短 ○ 卒業後概ね３年以内 25060-7788 学卒

ＨｏｎｄａＣａｒｓ滋賀北
（株式会社ホンダクリオ三洋）

22 株式会社ヤマモト高陽

21

株式会社パンテック19

18 トヨタカローラ滋賀株式会社

滋賀日産自動車株式会社17

16 滋賀トヨペット株式会社

株式会社エムアール・イノウエ15

14 株式会社大和バルブ　彦根工場

株式会社山下製作所13

12 株式会社藤中　滋賀工場

ＴＢカワシマ株式会社10



事業所名 職種 勤務地 学歴 新卒 既卒または年齢 求人番号 求人区分

店長候補、ビューティスタッフ（滋賀） 滋賀 大・短・専 ○ 卒業後概ね３年以内 21020-183888 学卒
店舗スタッフ「ドラッグユタカ西大津店」 大津 高卒以上 〇 １８～５９歳 21020-1563791 一般
店舗スタッフ「ドラッグユタカ真野店」 大津 高卒以上 〇 １８～５９歳 21020-1562491 一般
店舗スタッフ「ドラッグユタカ西草津店」 草津 高卒以上 〇 １８～５９歳 21020-1560691 一般
店舗スタッフ「ドラッグユタカ八日市店」 東近江 高卒以上 〇 １８～５９歳 21020-909291 一般
店舗スタッフ「ドラッグユタカ近江店」 米原 高卒以上 〇 １８～５９歳 21020-911391 一般

看護師（訪問看護）（守山勝部） 守山 不問 ○ ６４歳以下 25060-691591 一般
介護職員（守山市・正社員）（訪問） 守山 不問 〇 ６４歳以下 25060-1609791 一般
介護職員（守山市・野洲市　正社員）デイサービス 野洲 不問 〇 ６４歳以下 25060-1610591 一般
看護補助 大津 大・短 ○ 卒業後概ね２年以内 25010-146688 学卒
看護助手 大津 不問 〇 １８～４０歳 25010-1158991 一般
生活・就労支援員 長浜・米原 院・大・短・高・専 ○ 卒業後概ね３年以内 25020-39088 学卒
生活支援員・就労支援員・相談支援員 長浜・米原 高卒以上 〇 １８～４０歳 25020-141591 一般
業務部員 野洲・茨木 短大・専門学校卒以上 ○ ４０歳以下 25060-511591 一般
保健師 野洲 不問 〇 ３５歳以下 25060-1583691 一般

システムエンジニア　電気技術者 草津・名古屋 院・大・短・高・専・能 ○ 卒業後概ね３年以内 22050-14388 学卒
専門的・技術サービス 草津 専門学校卒以上 〇 ５９歳以下 22050-976891 一般
アプリケーション開発 草津 専門学校卒以上 〇 不問 22050-449691 一般
ＰＬＣソフトウェア開発 草津 専門学校卒以上 〇 不問 22050-448391 一般
システムエンジニア　制御系エンジニア 草津 専門学校卒以上 〇 ５９歳以下 22050-446191 一般
電気技術者 草津 専門学校卒以上 〇 ５９歳以下 22050-975791 一般
住宅営業（反響営業）【彦根店】 彦根 高卒以上 ○ ５９歳以下 16020-16152481 一般
建築施工管理（木造注文住宅）【彦根店】 彦根 高卒以上 〇 不問 16020-16153781 一般
不動産仕入れ・販売、斡旋及び管理全般【彦根店】 彦根 高卒以上 〇 不問 16020-778091 一般
設計・プランナー【彦根店】 彦根 高卒以上 〇 不問 16020-16154881 一般
インテリアコーディネーター【彦根店】 彦根 高卒以上 〇 ５９歳以下 16020-16155281 一般

31 株式会社エクセレント　五穀イオンモール草津店 接客、調理及び店舗運営管理（店長候補）イオンモール草津 草津 院・大・短・高・専・能 ○ 卒業後概ね３年以内 25060-18388 学卒

ソフトウェア開発技術者（システムエンジニア） 大津 院・大・短・専・能 ○ 卒業後概ね３年以内 25010-50388 学卒
システムエンジニア・プログラマー 大津 不問 〇 ５９歳以下 25010-1162191 一般
営業 大津 大卒以上 〇 ３５歳以下 25010-1161591 一般
ＣＡＤオペレータ 大津 不問 ５９歳以下 25010-1157691 一般
データ入力 大津 専門学校卒または短大卒以上 〇 ３０歳以下 25010-1166991 一般
物流管理・在庫管理 湖南 大・短・高 ○ 卒業後概ね３年以内 25050-23988 学卒
物流荷役・在庫管理 湖南 高卒以上 〇 ４０歳以下 25050-688191 一般
ＩＴエンジニア 大津・大阪・名古屋・四日市 院・大・短・専 ○ 卒業後概ね３年以内 25010-91688 学卒
プログラマー（未経験） 大津 高卒以上 ２９歳以下 25010-184091 一般
プログラマー・システムエンジニア（大津） 大津 高卒以上 ５９歳以下 25010-1159491 一般
ＩＴエンジニア（未経験） 大津 高卒以上 ２９歳以下 25010-1167491 一般

③医療・福祉

④その他

株式会社ユタカファーマシー
（ドラッグユタカ）

株式会社あいむ

医療法人幸生会　琵琶湖中央病院

社会福祉法人湖北会

一般財団法人滋賀保健研究センター

株式会社アイティエス

石友ホーム株式会社

キステム株式会社

甲西陸運株式会社

サービス&セキュリティ株式会社34

33

32

30

29

28

27

26

25

24



事業所名 職種 勤務地 学歴 新卒 既卒または年齢 求人番号 求人区分

引越し作業スタッフ及びドライバー平日限定／地域限定正社員 草津 高卒以上 ○ ４０歳以下 25060-1620091 一般
営業職（地域限定正社員） 草津、通勤圏内 高卒以上 ○ ４０歳以下 25060-1621391 一般
経理事務職（地域限定社員） 草津、滋賀県内 高卒以上 ○ ５９歳以下 25060-362991 一般
引越し作業スタッフ及びドライバー（地域限定正社員） 草津 高卒以上 ○ ４０歳以下 25060-1622691 一般
法人営業（地域限定正社員） 草津、通勤圏内 高卒以上 ○ ５９歳以下 25060-1623991 一般
建築施工管理技術職 大津 大・短・高・専 ○ 卒業後概ね３年以内 25010-134288 学卒
土木施工管理技術職 大津 大・短・高・専 ○ 卒業後概ね３年以内 25010-135588 学卒
建築施工管理技術職（正社員） 大津 高卒程度 ○ ５９歳以下 25010-1164391 一般
土木施工管理技術職（正社員） 大津 高卒程度 ○ ５９歳以下 25010-1163091 一般
営業職 大津 大卒以上 ４５歳以下 25010-1165691 一般
子ども英会話講師（大津市大手ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内教室） 大津 専、短大卒以上 ○ ４５歳以下 27020-80989581 一般
子ども英会話講師（大津市大手ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内教室） 大津 専、短大卒以上 ○ ４５歳以下 27020-81007281 一般
子ども英会話講師／草津市大手ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内 草津 専、短大卒以上 ○ ４５歳以下 27020-81047881 一般
子ども英会話講師　滋賀県彦根ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内 彦根 専、短大卒以上 ○ ４５歳以下 27020-8461891 一般
子ども英会話講師（栗東市大手ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内教室） 栗東 専、短大卒以上 ○ ４５歳以下 27020-5683491 一般
建築、土木積算業務 草津 大・短・高・専 ○ 卒業後概ね３年以内 25060-121688 学卒
土木工事・建築工事の施工・管理 草津 不問 ６４歳以下 25060-321991 一般
土木工事・建築工事の積算 草津 不問 ６４歳以下 25060-322491 一般
土木工事・建築工事の施工・管理（補助） 草津、東北・関東 不問 ○ ６４歳以下 25060-327191 一般
施設警備 東近江・彦根・守山・草津・大津 高卒以上 ○ １８歳～６４歳 25040-710591 一般
機械警備 草津・近江八幡・守山・大津・京都 高卒以上 ○ １８歳～５０歳 25040-709791 一般
電気工事・管工事・土木工事作業員 甲賀 不問 ○ ４０歳以下 25050-689091 一般
電気工事・管工事・土木工事作業員 甲賀 高卒以上 ○ ５９歳以下 25050-690991 一般

41 社会保険労務士法人中嶋事務所 社会保険労務士業に関わる事務・顧客対応 草津 院・大・短・高 ○ 卒業後概ね２年以内 25060-43388 学卒
42 日本郵便株式会社　近畿支社 ＪＰ金融アドバイザー 近畿支社エリア内 高卒程度の学力を有する方 ○ ４５歳以下 27010-6053291 一般

水処理施設管理技術職 京都・草津・兵庫 院・大・短・高・専・能 ○ 卒業後概ね３年以内 27020-332688 学卒
施設管理技術職（草津市） 草津・全国 高卒以上 ○ １８歳～５９歳 27020-7687891 一般

44 株式会社日吉 廃棄物収集運搬業務 近江八幡 不問 ○ ４０歳以下 25040-351491 一般
ホテルスタッフ 草津 大・短・専 ○ 卒業後概ね５年以内 25060-101588 学卒
接客 草津 高卒以上 ○ ４０歳以下 25060-594891 一般
フロント 草津 高卒以上 ○ １８歳～４０歳 25060-593791 一般
ホテルフロントスタッフ 大津 院・大・短・専 ○ 卒業後概ね３年以内 25010-16788 学卒
支配人候補（４５歳以下） 大津 高卒以上 ○ １８歳～４５歳 25010-1160291 一般
フロント（３４歳以下） 大津 高卒以上 ○ １８歳～３４歳 25010-1198391 一般
野菜の栽培管理・収穫・出荷を中心とした総合職 近江八幡 院・大・短・高・専・能 ○ 卒業後概ね３年以内 25040-52588 学卒
一般事務を中心とした総合職 近江八幡 院・大・短・高・専・能 ○ 卒業後概ね３年以内 25040-51288 学卒
企画・総務（主任候補） 近江八幡 高卒以上 ○ 不問 25040-1063491 一般
野菜の栽培管理・収穫・出荷を中心とした総合職 近江八幡 高卒以上 ○ ３５歳以下 25040-281791 一般

48 株式会社明治館 塾講師、教室運営 草津 大卒以上 ○ １８歳～３５歳 25060-973291 一般
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株式会社サカイ引越センター　 びわこ支社

株式会社笹川組

セイハネットワーク株式会社
関西統括本部

株式会社千商

株式会社大進

株式会社テクノミツボシ

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社

ホテルボストンプラザ草津
南興業株式会社

株式会社ホテルアルファーワン大津
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