
滋賀
10：00～12:30

クサツエストピアホテル
瑞祥の間・瑞光の間

JR草津駅　西口より徒歩３分

2020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。

８月19日月

2019

滋
賀
の
企
業
再
発
見

令和元年

滋賀県草津市西大路町4-32

しがヤングジョブパーク
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）
　　　しがヤングジョブパーク
　　　　【滋賀新卒応援ハローワーク・滋賀わかもの支援コーナー】
　　　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 9:30～）

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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模擬面接も
同時開催

第一 部

14：00～16:30
（受付開始 13:30～）

第二部

（第一部・第二部）
各65社

（第一部・第二部）
各65社



2019.8.9現在

番号 事業所名 求人区分 求人番号 職種 求人数 勤務地 学歴

学卒 25010-48498 保育士 6 大津市 大・短・専

一般 25010-6321991 保育士 5 大津市 不問

2 郷インテックス株式会社 学卒 25060-60098 製造スタッフ 2 草津市 院・大・短・高・専

学卒 25040-91698 介護職 5 日野町・多賀町 大・短・専

一般 25040-5703891 ケアワーカー（正社員） 5 日野町・多賀町・甲賀市 高卒以上

4 廣瀬バルブ工業株式会社 学卒 25030-90998 高圧油圧機器の開発・設計 1 彦根市 院・大

5 前出産業株式会社 学卒 25040-38198 電子部品・金属加工部品製造および関連業務 2 近江八幡市・竜王町・野洲市 院・大・短・高・専・能

番号 事業所名 求人区分 求人番号 職種 求人数 勤務地 学歴

学卒 25050-54398 総合職（営業系） 1 湖南市・大阪市 院・大・短・高

学卒 25050-12498 総合職（営業系） 1 大阪市・湖南市 院・大・短・高

学卒 25050-11398 総合職（技術系） 1 湖南市 院・大・短・高

学卒 25020-58498 事務職 1 長浜市 短

学卒 25020-56998 総合職（生産管理・営業） 3 長浜市 院・大・短

学卒 25040-56598 ソフト設計 4 近江八幡市・茨城県 院・大・短・高・専・能

学卒 25040-52398 電気回路設計 4 近江八幡市・茨城県 院・大・短・高・専・能

学卒 25040-53498 機構設計 3 近江八幡市・茨城県 院・大・短・高・専・能

学卒 25040-54198 営業技術 3 近江八幡市・茨城県 院・大・短・高・専・能

学卒 25040-55298 営業 3 近江八幡市・茨城県 院・大・短・高・専・能

一般 25040-5695691 検査用治具のソフト設計 1 近江八幡市 短大または専門学校卒以上

一般 25040-5696991 検査用治具の機構設計 3 近江八幡市・茨城県 短大または専門学校卒以上

一般 25040-5702791 検査用治具の電気設計 3 近江八幡市 短大または専門学校卒以上

9 堅田電機株式会社 学卒 25010-159698 総合職 6 大津市 院・大・専

学卒 25050-18798 営業職 5 湖南市・広島市・名古屋市・北九州市 院・大・短・高・専・能

学卒 25050-19698 技術職 5 湖南市・広島市・北九州市 院・大・短・高・専・能

一般 25050-4265091 焼却前処理担当【本社環境部】 2 湖南市 高卒以上

一般 25050-4266391 営業業務全般【本社】 2 湖南市 高卒以上

一般 25050-4267691 焼却プラント担当者【本社環境部】 1 湖南市 高卒以上

11 シガスプリング株式会社 学卒 25060-102498 製造技術職 1 草津市 大

学卒 25050-37998 技術・開発 1 甲賀市 院・大

学卒 25050-40598 生産管理 1 甲賀市 大

学卒 25050-35798 業務推進 1 甲賀市 大

学卒 25050-38398 品質管理 1 甲賀市 大

一般 25050-4269491 業務推進 2 甲賀市 高卒以上

一般 25050-4270291 組立・出荷 2 甲賀市 不問

一般 25050-4271591 生産管理 1 甲賀市 不問

一般 25050-4272191 製造技術職 2 甲賀市 不問

学卒 25050-171098 工場要員 1 湖南市 院・大・短・高

一般 25050-3909991 工場要員（ブラスト作業） 1 湖南市 高卒以上

学卒 25030-68498 技術営業スタッフ 1 彦根市・大津市 院・大・短・高・専

一般 25030-6089691 技術営業スタッフ 1 彦根市 大卒以上

一般 25030-6091791 製造スタッフ 1 彦根市 高卒以上

15 日伸工業株式会社 学卒 25010-7498 技術職（設計、金型試作、整備技術） 3 大津市・岐阜・栃木 院・大・能

学卒 25060-85898 営業職（段ボール製品の法人営業） 1 草津市 院・大

一般 25060-7963291 配車担当者 1 草津市 高卒以上

学卒 25030-29298 機械加工 2 彦根市 院・大・短・高・専・能

学卒 25030-26398 製品検査・研磨軽作業 2 彦根市 院・大・短・高・専・能

学卒 25030-30098 製造工（管理職候補） 1 彦根市 院・大・短・高・専・能

学卒 25030-27498 研磨工 2 彦根市 院・大・短・高・専・能

一般 25030-4709091 製造工（管理職候補） 2 彦根市 不問

一般 25030-6093291 一般事務 2 彦根市 不問

一般 25030-4707591 研磨工 2 彦根市 不問

一般 25030-4708191 製品検査・研磨軽作業 2 彦根市 不問

学卒 25020-6698 技能職（製造・現場管理） 2 長浜市・米原市 大・短・高・専・能

学卒 25020-7998 総合職（営業・生産技術・購買・品質管理） 1 長浜市・米原市 大・短・高・専・能

学卒 25030-79598 生産工程技術職 2 愛荘町 院・大・高

学卒 25030-78298 工場施設管理業務 1 愛荘町 院・大・高

学卒 25030-77198 製品設計職 1 愛荘町 院・大・高

一般 25030-4754491 ユーティリティ設備管理業務 1 愛荘町 高卒以上

一般 25030-4755791 検査組立業務 3 愛荘町 不問

一般 25030-5361491 設計開発技術者 3 愛荘町 短大卒以上

一般 25030-5363891 製造ラインオペレーター 3 愛荘町 高卒以上

20 株式会社丸長食品 学卒 25010-162298 食品製造又は営業 1 大津市 大・短・専

学卒 25030-45298 設計・開発職 2 彦根市 院・大・高

一般 25030-6101391 機械設計職 1 彦根市 大学卒（大学院修了）・高専卒（機械科）

一般 25030-6183191 製造職 2 彦根市 高卒以上

学卒 25020-38098 技術系総合職 2 長浜市・野洲市・中国（蘇州） 院・大・高

一般 25020-3717491 技術系総合職 2 長浜市 高卒以上

一般 25020-3187991 技術系総合職 1 野洲市 大卒（理系卒）

番号 事業所名 求人区分 求人番号 職種 求人数 勤務地 学歴

学卒 25010-34598 営業員 4 大津市・守山市・東近江市 大・短・専

一般 25010-8016391 営業員 2 大津市 不問

喜楽鉱業株式会社

大西電子株式会社

13

22

23

12

ワボウ電子株式会社

株式会社アイ・バード（ミルクプラザ大津）

扶桑工業株式会社

ホシデンエフ・ディ株式会社

大洋産業株式会社

株式会社シンコーメタリコン

株式会社ジョーニシ

滋賀ジョブフェア２０１９　第一部（午前の部）　参加事業所一覧　（2019年8月19日開催）

社会福祉法人大津ひかり福祉会

社会福祉法人湖東会
特別養護老人ホーム白寿荘

1

3

6

7

岩谷化学工業株式会社　滋賀工場

大塚産業マテリアル株式会社

①製造業

※ユースエール認定企業

14

8

10

16

17

18

②販売・小売

日本トーカンパッケージ株式会社　滋賀工場

有限会社林工業所 滋賀工場

19

株式会社大和バルブ彦根工場21
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学卒 28070-102698 総合職 2 野洲市 院・大・短・高

一般 28070-6081391 総合職（営業・ガス充填・配送）／滋賀支店 1 野洲市 不問

学卒 25020-108598 販売・運営管理・企画 2 長浜市 大・短・専

一般 25020-3612291 ピット及び車検整備スタッフ（長浜バイパス店） 1 長浜市・高島市 高卒以上

一般 25020-3615091 販売・レジスタッフ（長浜バイパス店） 1 長浜市・高島市 高卒以上

一般 25020-3613591 ピット及び車検整備スタッフ（長浜高月店） 1 長浜市・高島市 高卒以上

一般 25020-3616391 販売・レジスタッフ（長浜高月店） 1 長浜市・高島市 高卒以上

一般 25020-3614191 ピット及び販売スタッフ（高島安曇川店） 1 高島市・長浜市 高卒以上

学卒 25010-90198 営業職 2 大津市 大・短・専

一般 25010-6336391 営業職 2 大津市 高卒以上

学卒 26020-139298 ドコモショップフロアスタッフ 2 草津市 大・短・専

一般 26020-21114091 ドコモショップフロアスタッフ 2 草津市 高卒以上

学卒 26020-339198 営業（栗東営業所） 1 栗東市 大

学卒 26020-338498 営業（彦根営業所） 1 彦根市 大

一般 26020-21056891 営業 1 栗東市 高卒以上

学卒 26020-175698 総合職 20 大津市・京都・大阪・兵庫 院・大・短

学卒 26020-176998 一般職 5 大津市・京都・大阪・兵庫 院・大・短

学卒 25020-150798 ルート営業（総合職） 1 米原市 院・大

一般 25020-3422091 営業職（ルート営業） 2 米原市 高卒以上

31 フジノ食品株式会社 学卒 25030-71098 営業職 8 彦根市・大津市・愛知・石川 大・短・高・専・能

学卒 25050-15598 自動車整備士 3 甲賀市 大・短・専・能

学卒 25050-17098 営業 3 甲賀市 大・短・専・能

学卒 25050-16898 店舗事務 2 甲賀市 大・短・専・能

一般 25050-3734291 営業スタッフ 3 甲賀市 高卒以上

一般 25050-3735591 整備スタッフ 2 甲賀市 不問

33 株式会社北陸近畿クボタ 学卒 18010-261698 総合職（セールス、プランナー）（滋賀県） 5 滋賀県内 大

学卒 21020-87298 店長候補・ビューティスタッフ 10 長浜市・滋賀県内 大・短・専

一般 21020-8477991 店舗スタッフ「ドラッグユタカ近江店」 1 米原市 高卒以上

一般 21020-9617791 店舗スタッフ「ドラッグユタカ南草津店」 1 草津市 高卒以上

一般 21020-9616491 店舗スタッフ「ドラッグユタカ真野店」 1 大津市 高卒以上

学卒 25050-172798 製造・生産管理・品質管理 1 甲賀市 院・大

一般 25050-3547691 倉庫管理社員 1 甲賀市 高卒以上

一般 25050-3548991 製造社員【製造機械オペレーター】 1 甲賀市 高卒以上

一般 25050-4013091 総務事務 1 甲賀市 高卒以上

一般 25050-4014391 加工社員【商品の箱詰め・シール貼り】 1 甲賀市 高卒以上

番号 事業所名 求人区分 求人番号 職種 求人数 勤務地 学歴

学卒 25060-88698 営業及び配送 1 草津市 大・短・高・専

一般 25060-7249191 営業及び配送 1 草津市 不問

学卒 25060-49498 介護スタッフ 2 草津市 大・短・専

一般 25060-8630791 介護職 2 草津市 不問

一般 25060-8629391 介護福祉士 3 草津市 不問

学卒 25010-166798 保育教諭 1 大津市 大・短

一般 25010-7324991 保育士 3 大津市 短大卒以上

学卒 25060-86098 介護福祉士 1 草津市 大・短・高

一般 25060-8536891 介護職 2 草津市 不問

番号 事業所名 求人区分 求人番号 職種 求人数 勤務地 学歴

学卒 25050-58598 技術職（施工管理） 2 湖南市・彦根市・栗東市 大・短・高・専・能

一般 25050-4264191 設備工事全般 1 湖南市 高卒以上

学卒 25060-80398 排水処理メンテナンス技術者 1 栗東市 院・大

一般 25060-8073091 工事現場の管理、監督員 1 栗東市 不問

学卒 25050-32598 一般建築の現場管理業務 2 甲賀市 院・大・短・高・専・能

学卒 25050-33898 土木の現場管理業務 2 甲賀市 院・大・短・高・専・能

学卒 25011-12798 建設技術職 6 高島市 院・大・短・高・専

一般 25011-1011791 建設技術職（土木・建築） 1 高島市 高卒以上

一般 25011-1009691 建設技能職（舗装作業員） 2 高島市 高卒以上

一般 25011-1010491 建設営業職 1 高島市 高卒以上

一般 25011-1012891 総合事務職 1 高島市 高卒以上

一般 25011-1014591 機械係（機械操作・維持管理） 1 高島市 高卒以上

一般 25011-1013291 構内運転手 1 高島市 高卒以上

学卒 25030-35498 電気設備の設計・施工・管理 2 彦根市 大・短・能

一般 25030-6054391 電気設備の設計・施工・管理 1 彦根市 高卒以上

学卒 25040-106698 土木工事施工管理・現場作業補助（見習） 1 近江八幡市 大・短・高

一般 25040-4419191 現場作業（見習い・補助） 2 近江八幡市 不問

一般 25040-4420691 土木工事施工管理・現場作業 2 近江八幡市 不問

一般 25040-4418591 現場作業（経験者） 1 近江八幡市 不問

学卒 25060-113598 施工管理（建築） 3 栗東市・彦根市 院・大・短・高・専・能

学卒 25060-115098 建築設計職 3 栗東市 院・大・短・高・専・能

学卒 25060-114898 情報処理技術職 3 栗東市 院・大・短・高・専・能

一般 25060-8056591 施工管理（建築） 3 栗東市 高卒以上

一般 25060-7730091 建築設計職 3 栗東市 不問

一般 25060-7731391 情報処理技術職 3 栗東市 情報処理の学科（知識）履修

43

44 株式会社デース

環境創研株式会社41

大宝柊木株式会社

有限会社草津介護センター36

株式会社ルピシア　滋賀水口工場35

Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ土山（株式会社平田自工）32

株式会社ユタカファーマシー（ドラックユタカ）34

高島鉱建株式会社

42

40 ア・ア・ン　コーポレーション株式会社

④建設

37

38

③医療・福祉

株式会社ハートフレンド29

福井化成株式会社

39
社会福祉法人よつば会
特別養護老人ホーム「風和里」

社会福祉法人しあわせ会
特別養護老人ホームやわらぎ苑

社会福祉法人南郷会　学園前ほいくえん

30

滋賀びわ湖青果株式会社

株式会社タナカ善28

27 株式会社昭和電業社

24

25

26

伊丹産業株式会社

株式会社近江イエローハット

株式会社DOMCON45

株式会社丸屋建設46
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番号 事業所名 求人区分 求人番号 職種 求人数 勤務地 学歴

学卒 25030-24698 ストアマネジメント（キャリア社員） 5 彦根市・長浜市・甲賀市・湖南市・栗東市・福知山市・敦賀市 院・大・短・高・専・能

学卒 25030-25998 ストアマネジメント（レギュラー社員） 5 彦根市・長浜市・甲賀市・湖南市・栗東市・福知山市・敦賀市 院・大・短・高・専・能

一般 25030-5722491 店舗運営管理職 2 彦根市・長浜市・甲賀市・福知山市・敦賀市 高卒以上

学卒 25060-18898 フィットネス施設接客スタッフ 4 湖南市・近江八幡市・東近江市・彦根市 大・短

一般 25060-7316491 整体師「カラダファクトリー草津エイスクエア店」 5 草津市 不問

一般 25060-7317791 フィットネス施設接客業務（近江八幡・湖南） 4 近江八幡市・湖南市 不問

一般 25060-7318891 フィットネス施設接客業務（東近江・彦根） 4 東近江市・彦根市 不問

学卒 25060-47998 総合職 5 草津市・甲賀市・湖南市 院・大・短・高・専

一般 25060-9339191 販売・商品企画・管理 2 甲賀市 不問

学卒 25040-66098 環境コンサルティング業務（水質・廃棄物） 2 日野町 院・大・短

一般 25040-4506591 収集運搬車運転手（ゴミ収集車） 2 日野町・甲賀市・湖南市・東近江市 不問

一般 25040-4503791 環境コンサルティング業務 1 日野町 高卒以上

学卒 25040-93398 機械設計職 6 近江八幡市・島根県 院・大・短・高・専・能

一般 25040-4967891 機械設計者 5 近江八幡市・彦根市・栗東市 高校（機械系学科）卒以上

番号 事業所名 求人区分 求人番号 職種 求人数 勤務地 学歴

学卒 23170-73398 ルームアドバイザー（仲介） 5 愛知・岐阜・三重・静岡・滋賀・長野 院・大・短・専

学卒 23170-72998 ルート営業 5 愛知・岐阜・三重・静岡・滋賀・長野 院・大・短・専

一般 23170-10122591 建物管理業務（滋賀店） 2 彦根市 不問

一般 23170-8258591 ルームアドバイザー／仲介営業（滋賀店） 2 彦根市 不問

一般 23170-10123191 ルート営業（滋賀店） 2 彦根市 不問

学卒 25010-65198 データエントリー 3 大津市 大・短・高・専・能

学卒 25010-64498 プログラマー 5 大津市・大阪・東京・彦根市 院・大・短・高・専・能

学卒 25010-63398 システムエンジニア 10 大津市・大阪・東京・彦根市 院・大・短・高・専・能

学卒 25010-62998 営業企画 5 大津市・京都市・彦根市 大・短・高・専・能

一般 25010-6443491 システムエンジニア・プログラマー 3 大津市 不問

一般 25010-6444791 オペレータ（運用管理） 2 大津市 不問

一般 25010-6445891 ネットワークシステム構築技術者 2 大津市 不問

学卒 25050-55498 物流管理・在庫管理 3 湖南市・栗東市・甲賀市 大・短・高

学卒 25050-56198 製造管理・品質管理 1 湖南市 大・短・高

学卒 25050-182998 システムエンジニア 2 湖南市 専

一般 25050-4268991 物流荷役・在庫管理 3 湖南市・栗東市 高卒以上

学卒 25050-59898 総合職・技術職 3 湖南市 大・短・高・専・能

一般 25050-3659091 製造オペレーター及び補助作業 1 湖南市 不問

一般 25050-3660991 原料調合作業（請） 3 湖南市 不問

学卒 25010-50898 教習指導員 2 大津市・湖南市・野洲市・甲賀市 大・短

一般 25010-8019491 教習指導員 2 大津市・湖南市・野洲市・甲賀市 不問

学卒 25030-101898 建設機械の管理 4 長浜市・多賀町・栗東市・日野町 大・短・高・専・能

学卒 25030-108198 営業 4 東近江市・栗東市・長浜市・甲賀市 大・短・高・専・能

学卒 25030-113998 事務 4 長浜市・愛荘町・甲賀市・栗東市 大・短

学卒 25030-114398 建設機械の修理・整備 4 愛荘町・多賀町・栗東市・野洲市 大・短・高・専・能

58 滋賀交通株式会社 学卒 25050-4498 企画 4 甲賀市 大

学卒 27020-463298 教務職（転勤なし） 20 滋賀県内他 院・大・短・専

学卒 27020-462198 教務職（全国転勤あり） 20 全国 院・大・短・専

学卒 27020-465898 営業企画職（全国転勤あり） 10 全国 院・大

一般 27020-52525691 子ども英会話講師（彦根市） 2 彦根市 専・短大以上

一般 27020-44636291 子ども英会話講師（栗東市） 2 栗東市 専・短大以上

一般 27020-44637591 子ども英会話講師（大津市） 2 大津市 専・短大以上

一般 27020-44635891 子ども英会話講師（草津市） 2 草津市 専・短大以上

学卒 25060-72398 運行管理 2 草津市 大・短・高

一般 25060-8017391 中型ドライバー 2 草津市 不問

一般 25060-8018691 大型ドライバー 2 草津市 不問

学卒 27150-125198 メンテナンス 5 滋賀・大阪・京都他 院・大・短

学卒 27150-124498 営業 5 滋賀・大阪・京都他 院・大・短

学卒 25040-103898 配車事務 2 竜王町・兵庫県 大

一般 25040-5029091 配車事務 2 竜王町・大阪営業所 高卒以上

学卒 25010-41598 営業・営業企画（総合職） 2 大津市 院・大

学卒 25010-43098 DTP・WEBデザイン職（一般職） 1 大津市 院・大・短・専

一般 25010-6073991 営業・営業企画職 1 大津市 不問

一般 25010-6068891 建築営業・営業企画職・建築施工管理職 1 大津市 不問

一般 25010-6061191 営業管理職 1 大津市 不問

64 株式会社日立物流西日本 学卒 27020-394798 物流センター運営スタッフ 35 滋賀・大阪・京都・兵庫他 院・大・短・高・専

学卒 25030-42398 設計 1 彦根市 大・短・高・専

学卒 25030-40698 建築営業 1 彦根市 大・短・高・専

学卒 25030-39898 不動産営業 1 彦根市 大・短・高・専

学卒 25030-37298 現場監督 1 彦根市 大・短・高・専

学卒 25030-38598 事務 1 彦根市 大・短・高・専

一般 25030-6097391 経理事務 1 彦根市 高卒以上

一般 25030-6099991 介護（グループホームえくぼ） 2 彦根市 不問

一般 25030-5454091 現場監督 1 彦根市 高卒以上

一般 25030-5456691 不動産営業 1 彦根市 高卒以上

一般 25030-4800491 住宅コーディネーター 1 彦根市 高卒以上

⑤サービス

石原産業株式会社47

株式会社エフアイ48

メニックス株式会社51

52 株式会社オンテック

⑥その他

日本観光開発株式会社49

株式会社ヒロセ50

大同運送株式会社60

滋賀建機株式会社57

株式会社まごころ住宅　彦根支店65

61 株式会社東海大阪レンタル

日渉運輸株式会社　滋賀営業所62

株式会社ピアライフ63

株式会社サンエー55

滋賀県自動車協同組合
（大津・石部・野洲・甲賀自動車教習所）

56

53

59 セイハネットワーク株式会社　関西統括本部

キステム株式会社

54 甲西陸運株式会社



2019.8.13現在

事業所名 求人区分 求人番号 職種 求人数 勤務地 学歴

学卒 25060-83298 パナソニックアプライアンス製品のハードウエア設計（請） 3 草津市・大阪・奈良・神戸市 院・大・短・高・専・能

学卒 25060-82198 パナソニックアプライアンス製品の機構設計（請） 3 草津市・大阪・奈良・神戸市 院・大・短・高・専・能

学卒 25060-81498 パナソニックアプライアンス製品のソフトウェア設計（請） 3 草津市・大阪・奈良・神戸市 院・大・短・高・専・能

67 株式会社エルクラフト 学卒 25040-51998 機械装置組立配線・設計 1 東近江市 大・短・高・専

学卒 25060-111198 営業職 1 草津市・名古屋市・京都市 院・大・短

学卒 25060-112298 製造職 1 草津市 院・大・短

学卒 25060-100998 営業技術職 1 草津市 大・短・高・専

一般 25060-8563091 製造技術職 1 草津市 高卒以上

70 大塚産業ソーイン株式会社 学卒 25020-59198 総合職（生産管理・営業） 1 長浜市 院・大

71 岡安ゴム株式会社 学卒 25060-16298 総合職（物流・仕上・製造・事務・営業・管理など） 6 草津市 院・大・短・高・専

学卒 25020-104398 技術開発職 2 長浜市 院・大

一般 25020-4143791 ゴムロール生産技能職 1 長浜市 高卒以上

学卒 25050-65298 生産技術 2 甲賀市 院・大・短・高・専・能

学卒 25050-180798 生産品質管理 2 甲賀市 院・大・短・高・専・能

学卒 25011-1598 総合職 1 高島市 大

学卒 25011-2898 一般職 1 高島市 大・短・専

学卒 25060-71998 技術職 3 栗東市 院・大・高・能

学卒 25060-70698 総合職 2 栗東市 院・大

76 三和精機株式会社　滋賀製作所 学卒 25060-90298 工作機械の設計・開発 2 守山市 院・大・短・高・専・能

学卒 25030-125298 製造職 1 彦根市 大

一般 25030-5637291 製造職 1 彦根市 高卒以上

学卒 25050-27698 営業 2 甲賀市 大

一般 25050-4276991 一般事務 2 甲賀市 大卒以上

学卒 25010-78798 技術職 2 大津市 院・大・短・高・専

学卒 25010-79698 営業職 1 大津市 院・大・短・高・専

学卒 25030-84498 総合職（営業系） 1 愛荘町・愛知県・東京・神奈川県・浜松 院・大

学卒 25030-86298 総合職（事務系） 1 愛荘町 院・大

学卒 25030-85198 総合職（技術系） 1 愛荘町 院・大

学卒 25030-87598 総合職（技能系） 1 愛荘町 院・大

一般 25030-5317191 技能職 2 愛荘町 高卒以上

一般 25030-4958291 事務職（法務補助・企画補助） 1 愛荘町 高卒以上

一般 25030-4959591 経理事務（海外赴任候補） 1 愛荘町 高卒以上

学卒 25040-97598 生産技術職 1 東近江市 大

学卒 25040-96298 総合職 1 東近江市 大

一般 25040-5698791 樹脂加工機オペレーター（幹部候補） 1 東近江市 大卒以上

一般 25040-5699891 生産管理 1 東近江市 大卒以上

一般 25040-5700991 機械オペレーター（反物の樹脂加工） 1 東近江市 高卒以上

一般 25040-5701491 経理総務（幹部候補） 1 東近江市 高卒以上

学卒 25060-53798 営業 2 草津市・神奈川県 院・大・短・高

学卒 25060-54698 ＣＡＤ設計 2 草津市・神奈川県 院・大・短・高

学卒 25060-55998 論理回路設計、アプリケーション開発、システムサポート等 2 草津市 院・大・短・高

学卒 25060-52098 実装組立生産技術者 2 守山市 院・大・短・高

一般 25060-9424891 営業 2 草津市・神奈川 高卒以上

一般 25060-9425291 ＣＡＤ・設計 1 草津市・神奈川 高卒以上

一般 25060-9426591 論理回路設計、アプリケーション開発、システムサポート等 2 草津市 高卒以上

一般 25060-9427191 実装・組立 2 守山市 高卒以上

学卒 25050-175398 設計 2 甲賀市 大

学卒 25050-174998 営業 2 甲賀市 大

学卒 25050-173698 生産管理 2 甲賀市 大

一般 25050-3499091 営業 2 甲賀市 高卒以上

一般 25050-3500891 生産管理 2 甲賀市 高卒以上

学卒 25060-106898 生産技術 2 草津市 院・大・高

学卒 25060-108798 経理事務 1 草津市 院・大・短

85 株式会社やまみ 学卒 34060-5498 生産・開発部門 5 広島県・甲賀市・静岡県 院・大・専

事業所名 求人区分 求人番号 職種 求人数 勤務地 学歴

86 株式会社アヤハディオ 学卒 25010-164898 総合職 2 滋賀県内を中心とした近畿圏内 院・大・短・高・専

学卒 28060-107898 セールスエンジニア・営業推進員 5 静岡県・愛知県・岐阜県・滋賀県・京都府・大阪府・和歌山県・兵庫県 院・大・短

学卒 28060-108098 総合職（技術・事務） 5 静岡県・愛知県・岐阜県・滋賀県・京都府・大阪府・和歌山県・兵庫県 院・大・短

学卒 25010-74298 営業職 2 大津市・長浜市・岐阜・京都市・近江八幡市 大

一般 25010-7953991 営業職 3 大津市・長浜市・岐阜・京都市 不問

学卒 26020-310698 店舗スタッフ 3 京都・大阪・滋賀 大・短

一般 26020-17782291 業務スーパー野洲店　店長候補 1 野洲市 高卒以上

一般 26020-17753391 業務スーパー野洲店　店舗スタッフ 1 野洲市 高卒以上

学卒 25010-127398 営業 5 滋賀県・京都府・福井県・三重県 大

一般 25010-6746891 施工管理（大津営業所） 1 大津市 高卒以上

一般 25010-6740091 システムプランナー（大津、守山営業所） 1 大津市・守山市 高卒以上

一般 25010-6743991 営業（住建営業所） 1 守山市 高卒以上

一般 25010-6744491 営業（空調営業所） 1 大津市 高卒以上

一般 25010-8023091 営業（八日市営業所） 1 東近江市 高卒以上

学卒 25030-53298 総合職 1 彦根市・長浜市 大

学卒 25030-54598 食肉加工職 1 彦根市 大・短

学卒 25030-52198 調理職 1 彦根市 大・短

学卒 25030-55898 販売職・接客職 1 彦根市・長浜市 大・短

一般 25030-6109191 配膳・接客（千成亭　別館　華見） 1 彦根市 高卒以上

一般 25030-5060091 接客サービス（せんなり亭　伽羅） 1 彦根市 高卒以上

一般 25030-5059291 調理（せんなり亭　伽羅） 1 彦根市 高卒以上

一般 25030-6111991 店長 1 彦根市 高卒以上

一般 25030-6112491 店長（千成亭キッチン） 1 彦根市 高卒以上

88 株式会社エスサーフ

②販売・小売

①製造業

滋賀ジョブフェア２０１９　第二部（午後の部）　参加事業所一覧 （2019年8月19日開催）

66 アプライアンス＆デジタルソリューション株式会社

72 株式会社加貫ローラ製作所　滋賀工場

株式会社駒月73

68 株式会社遠藤写真工芸所

近江度量衡株式会社69

80

81 西川テックス株式会社

紺藤織物株式会社74

75 三恵工業株式会社

78

79 新生化学工業株式会社

ＴＢカワシマ株式会社

株式会社清水合金製作所77

上西産業株式会社

84 株式会社メタルアート

87 株式会社ヰセキ関西中部

株式会社ピーダブルビー82

ヒロホー株式会社　滋賀工場83

89

90

91

株式会社奥田商店

滋賀特機株式会社

株式会社千成亭風土



2019.8.13現在
学卒 25050-134398 和菓子の製造・生産管理・開発（和菓子職人見習いから） 1 甲賀市 大・短・高・専

一般 25050-3558791 和菓子の製造・生産管理・開発（職人見習いから） 1 甲賀市 高卒以上

学卒 25040-19398 営業職（エネルギー・リフォーム・水） 1 東近江市・彦根市・長浜市 大

一般 25040-5177691 ルート営業 1 東近江市・長浜市 高卒以上

94 株式会社藤田 学卒 25060-77898 総合営業職 2 草津市 大・短

学卒 28030-41398 店舗スタッフ職・法人営業職【関西】 10 大阪・滋賀・兵庫・京都・奈良 院・大・短・高・専

一般 28030-11499391 ａｕショップスタッフ（滋賀高月） 2 長浜市 高卒以上

一般 28030-11500191 ａｕショップスタッフ（栗東・守山・野洲） 6 栗東市・守山市・野洲市 高卒以上

学卒 25060-56398 サービススタッフ 10 竜王町・東近江市・湖南市・守山市・大津市 院・大・短・高・専・能

一般 25060-8427391 サービススタッフ（守山・瀬田・他） 10 守山市・大津市 不問

学卒 25010-93898 営業 5 大津市 大・短・専・能

学卒 25010-92598 営業事務 3 大津市 大・短・専・能

学卒 25010-91298 自動車整備士 5 大津市 大・短・専・能

一般 25010-8025691 営業（大津中店） 1 大津市 高卒以上

一般 25010-8026991 自動車整備士（大津中店） 1 大津市 高卒以上

一般 25010-8027491 営業事務・経理事務（大津中店） 1 大津市 高卒以上

学卒 13030-128798 営業職／守山市・駿東郡長泉町 2 守山市・静岡県 院・大

一般 13030-13939291 守山市（滋賀営業所）／営業 2 守山市 高卒以上

学卒 25060-76598 営業販売員 2 栗東市・彦根市・豊中市 大

一般 25060-7134591 営業販売員 1 栗東市 高卒以上

事業所名 求人区分 求人番号 職種 求人数 勤務地 学歴

学卒 25050-129298 ケアワーカー 10 湖南市・甲賀市 院・大・短・高・専・能

一般 25050-3509791 ケアワーカー（美松苑） 5 湖南市 不問

一般 25050-3406191 ケアワーカー（ヴィラ十二坊） 5 湖南市 不問

一般 25050-3224991 ケアワーカー（レーベンはとがひら） 5 甲賀市・湖南市 不問

一般 25050-3407091 ケアワーカー（ヴィラ十二坊）【夜勤免除・勤務地限定】 5 湖南市 不問

一般 25050-3222391 ケアワーカー（レーベンはとがひら）【夜勤免除・勤務地限定】 5 甲賀市 不問

学卒 25040-76998 生活支援員 3 草津市・東近江市・湖南市・日野町・長浜市・甲賀市 院・大・短・専

一般 25040-4609491 生活支援員 2 草津市・東近江市・湖南市・日野町・長浜市・甲賀市 専修学校卒以上

学卒 25010-155598 看護師 4 大津市 大・短・専

学卒 25010-154298 看護補助 4 大津市 大・短

学卒 25010-152498 セラピスト（理学療法士・作業療法士・言語聴覚療法士） 13 大津市 大

一般 25010-6141191 看護師 1 大津市 不問

一般 25010-6142091 看護助手 3 大津市 不問

学卒 25050-143498 看護師 3 甲賀市 大・短・専

一般 25050-4278791 事務 2 甲賀市 不問

一般 25050-4279891 医療事務 1 甲賀市 高卒以上

一般 25050-3772691 看護師 5 甲賀市 不問

一般 25050-3209491 介護スタッフ 4 甲賀市 不問

学卒 25050-98298 介護職 4 甲賀市 大・短・専

一般 25050-3561091 介護職 2 甲賀市 不問

一般 25050-3564991 看護職 2 甲賀市 不問

学卒 25050-110198 ケアワーカー（介護スタッフ） 15 湖南市・東近江市・甲賀市 大・短・専

一般 25050-3918491 介護職（ケアワーカー） 2 湖南市 不問

事業所名 求人区分 求人番号 職種 求人数 勤務地 学歴

学卒 25010-10098 土木の施工監理／設計・積算アシスタント 3 大津市 院・大・短・高・専・能

学卒 25010-11798 建築の施工監理／設計・積算アシスタント 3 大津市 院・大・短・高・専・能

一般 25010-7151091 土木技術者 2 大津市 不問

一般 25010-7154991 建築技術者 2 大津市 不問

学卒 25060-46698 施工管理職 5 栗東市 大・短・高

一般 25060-9414491 施工管理職 2 栗東市 不問

学卒 25020-147198 ポンプ設備工事の現場施工と施工管理 1 長浜市 大・短・高・専

学卒 25020-148298 給排水・空調設備工事の現場施工と施工管理 1 長浜市 大・短・高・専

学卒 25010-72498 総合職 2 大津市・湖南市・栗東市 大

学卒 25010-71398 生産技術職 2 茨木市・湖南市 大

学卒 25010-69098 土木施工管理技術職 5 栗東市 院・大・短・高・専

一般 25010-8024391 土木施工管理技術職 3 栗東市 高卒以上

学卒 25010-142998 営業 2 栗東市・大津市・城陽市・甲賀市 大・短・高・専・能

学卒 25010-144498 設計 2 栗東市・大津市・城陽市・甲賀市 大・短・高・専・能

学卒 25010-143398 現場管理 2 栗東市・大津市・城陽市・甲賀市 大・短・高・専・能

一般 25060-9417291 現場アシスタント 1 栗東市・大津市・城陽市 高卒以上

一般 25060-9418591 設計アシスタント 1 栗東市・大津市・城陽市 高卒以上

学卒 25050-80298 土木施工管理職 2 湖南市・滋賀県内 院・大・短・高・専・能

学卒 25050-83098 建築施工管理職 1 湖南市・滋賀県内 院・大・短・高・専・能

学卒 25050-85698 住宅営業職 1 甲賀市 院・大・短・高・専・能

一般 25050-4273091 土木施工管理職 1 湖南市 不問

一般 25050-4274391 建築施工管理職 1 湖南市 不問

一般 25050-4275691 住宅営業職 1 甲賀市 不問

学卒 25040-85398 現場監督補助 2 東近江市 院・大・短・高・専・能

学卒 25040-84998 重機メンテナンス 1 東近江市 院・大・短・高・専・能

一般 25040-4466291 土木現場監督 1 東近江市 不問

一般 25040-4467591 重機のアタッチメントや鉄板等の溶接スタッフ 1 東近江市 不問

一般 25040-4468191 重機メンテナンス 1 東近江市 不問

学卒 25040-22598 設計 4 蒲生郡竜王町 大・短・高・専・能

学卒 25040-23898 建築施工管理 4 蒲生郡竜王町 院・大・短・高・専・能

③医療・福祉

④建設

92 株式会社大彌

96 株式会社ベスト・ワン

株式会社ホンダベルノ滋賀
（Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ滋賀中央）

97

中島商事株式会社93

株式会社フジデン95

100 社会福祉法人近江和順会

社会福祉法人グロー101

98 株式会社マルゼン

株式会社ヤマモト高陽99

104 社会福祉法人甲南会

105 社会福祉法人八起会

医療法人幸生会　琵琶湖中央病院

医療法人社団仁生会　甲南病院

102

103

106

107

108

109

110

株式会社内田組

株式会社三東工業社本社

滋賀工業株式会社

111 西村建設株式会社

株式会社向茂組112

株式会社昭建

想伸建設株式会社

想伸建設株式会社　栗東事務所

113 株式会社ヤマタケ創建



2019.8.13現在

事業所名 求人区分 求人番号 職種 求人数 勤務地 学歴

学卒 25050-62398 土木設計技術者 2 甲賀市 院・大・短・高・専

一般 25050-4277491 設計技術者 1 甲賀市 高卒以上

学卒 25030-92498 営業（広告・出版）（オートゾーン・カーセンサー） 2 彦根市・三重県 院・大・短・高・専・能

一般 25030-5379991 営業（広告・出版）（オートゾーン・カーセンサー） 2 彦根市 高卒以上

学卒 26020-335698 経営幹部候補（パチンコホールでの接客サービス） 2 滋賀県・群馬県 院・大

学卒 26020-334798 経営幹部候補（アミューズメント） 2 滋賀県下7営業所 院・大

学卒 26020-333098 経営幹部候補（外食・フードコート） 2 滋賀県・群馬県 院・大・短・専

学卒 26020-332898 経営幹部候補（韓国家庭科料理チェゴヤ） 2 東京・神奈川・千葉・北海道・滋賀 院・大・短・専

一般 26020-20936491 経営幹部候補（外食・フードコート） 5 草津市・滋賀県全域 大学院・大・短・専門卒

一般 26020-20946891 経営幹部候補（パチンコホールでの接客サービス） 5 草津市・滋賀県全域 大学院・大卒

一般 26020-20984991 経営幹部候補（アミューズメント） 5 草津市・滋賀県全域 大学院・大卒

学卒 25010-36098 フロント係 5 大津市 大・短・専

学卒 25010-37798 サービススタッフ 5 大津市 大・短・専

一般 25010-6301191 フロント・予約係 1 大津市 高卒以上

事業所名 求人区分 求人番号 職種 求人数 勤務地 学歴

学卒 22050-3198 システムエンジニア電気技術者 2 草津市 院・大・短・高・専・能

一般 22050-6079591 システムエンジニア・制御系エンジニア 2 草津市 専門学校卒以上

一般 22050-6080391 アプリケーション開発 1 草津市 専門学校卒以上

一般 22050-6081691 ＰＬＣソフトウエア開発 1 草津市 専門学校卒以上

学卒 25010-84898 賃貸仲介スタッフ（ルームアドバイザー） 5 滋賀県内 院・大・短・専・能

一般 25010-6286291 賃貸仲介スタッフ（ルームアドバイザー） 1 滋賀県内 高卒以上

一般 25010-8021591 営業・コーディネーター 1 大津市 高卒以上

一般 25010-8022191 営業・工務 1 大津市 高卒以上

一般 25010-6239191 ＳＥ（システムエンジニア） 1 大津市 高卒以上

学卒 27180-16198 営業（滋賀県内） 2 草津市・大津市・甲賀市・彦根市 大

一般 27180-11327091 営業職（草津市） 2 草津市 高卒以上

一般 27180-11328391 営業職（彦根市） 1 彦根市 高卒以上

一般 27180-8474791 営業職（甲賀市水口町） 1 甲賀市 高卒以上

一般 27180-9957391 営業（大津市） 1 大津市 高卒以上

株式会社オフィスコーポレーション 学卒 34010-269098 総合職（営業、商品配送業務） 2 栗東市 大・短・専

一般 25060-7019891 営業社員（ルート営業） 2 栗東市 高卒以上

一般 25060-7018791 業務社員（商品配送・設置） 3 栗東市 高卒以上

学卒 26020-336998 サービスドライバー 10 京都府・滋賀県・奈良県・福井県 院・大・短・専

学卒 26020-337398 物流マネージャー 10 京都府・滋賀県・大阪府 院・大・短・専

学卒 25010-77098 ＩＴエンジニア 5 大津市・大阪市・名古屋市・四日市市 院・大・短・専

一般 25010-6226491 ＩＴエンジニア（未経験） 5 大津市 高卒以上

一般 25010-6225991 プログラマー（未経験） 3 大津市 高卒以上

一般 25010-6222091 プログラマー・システムエンジニア（大津） 3 大津市 高卒以上

学卒 27080-43398 総合職（近畿・中国・四国） 200 近畿・中国・四国 院・大・短・専

一般 25060-9408891 管理職候補 2 草津市・大阪（北摂） 高卒以上

一般 25060-9409291 営業（飛び込みなし） 2 草津市・全国 高卒以上

一般 25060-9410091 引越作業スタッフ及びドライバー 2 草津市・全国 高卒以上

一般 25060-9411391 営業職（地域限定正社員） 1 草津市 高卒以上

一般 25060-9412691 引越作業スタッフ及びドライバー（地域限定正社員） 4 草津市 高卒以上

125 滋賀観光バス株式会社 学卒 25050-5198 営業 4 長浜・八日市・甲西・水口・守山・彦根・大津 大・専

学卒 25050-169198 営業職 5 滋賀県内11店舗 大

学卒 25050-170898 事務職 5 滋賀県内11店舗 大・短

127 株式会社ＴＡＤコーポレーション 学卒 25011-7398 総合職 3 高島市・京都市・草津市・東京・静岡県 大・短

学卒 26020-342798 SE（検証）（滋賀県草津市勤務のみ請負） 3 草津市・京都市・大阪市・東京都・静岡市 院・大・短・高・専・能

学卒 26020-340898 SE（運用）（滋賀県草津市勤務のみ請負） 2 草津市・京都市・大阪市・東京都・静岡市 院・大・短・高・専・能

学卒 26020-341098 SE（開発）（滋賀県草津市勤務のみ請負） 5 草津市・京都市・大阪市・東京都・静岡市 院・大・短・高・専・能

学卒 26020-343698 ＩＴ事務（滋賀県草津市勤務のみ請負） 1 草津市・京都市・大阪市・東京都・静岡市 院・大・短・高・専・能

一般 26020-19157891 システム開発・検証（請負） 6 草津市 不問

学卒 25060-25598 システムエンジニア（ＳＥ） 1 栗東市 院・大・短・高・専・能

一般 25060-7046191 システム営業 1 栗東市 不問

一般 25060-7047091 システムエンジニア（ＳＥ） 1 栗東市 不問

130 株式会社メイコン 学卒 23170-59198 特定総合職 15 愛知県・長浜市・日野町 大・短

⑤サービス

⑥その他

116 株式会社平和商事ヒューマン

株式会社ＺＯＮＥ115

114 株式会社関西技研

119 株式会社エルアイシー

奥村機械株式会社120

117 株式会社湯元舘

118 株式会社アイティエス

123 サービス＆セキュリティ株式会社

株式会社サカイ引越センター124

121
株式会社オフィスコーポレーション　滋賀営業所

株式会社関西丸和ロジスティクス
京都本社（桃太郎便）

122

129 株式会社フレックスコンピュータシステム

126 滋賀県信用組合

128 ヒューマンウェア株式会社　京都事業所


