
No 事業所名 所在地 勤務地 業種 事業内容 ホームページURL
1 社会福祉法人真寿会 東近江市新宮町316-1 特別養護老人ホーム能登

川、リハビリセンターあゆ
み、小規模特別養護老人
ホームのとがわ等

福祉 能登川地域を中心とした高齢者福祉サービスの運営 http：//shiga-shinjyukai.or.jp/

2 株式会社　奥田工務店　東
近江支店

滋賀県東近江市青葉町1-44 東近江支店及び本社、施工
現場

建設業 総合建設業　　企画から、設計・施工、リフォームに至
るまでの全ての工事を請負う総合建設業

https：//www.okudakoumuten.jp/

3 株式会社ＫＳオークラ 東近江市御園町９０ 東近江市御園町９０ 製造業 プラスチックフィルム製造・販売 https：//www.ksokura.co.jp

4 滋賀セキサン株式会社 滋賀県東近江市種町1-2 滋賀県東近江市 製造業 コンクリート二次製品製造業 なし

5 株式会社第一システムエン
ジニアリング

愛知県名古屋市中区栄二丁
目1番1号日土地名古屋ビル6
階

滋賀県東近江市八日市浜野
町4番15号大幸ビル

技術サービス 【搬送装置機械設計】構想設計、組立等各種設計【ソフ
ト設計・開発】SE設計、コーディング

https：//www.dse-corp.co.jp/

6 株式会社トシプラ 東近江市市原野町794 東近江市市原野町794 製造業 プラスチック製造業 https：//toshipla.com

7 株式会社和晃 東近江市五個荘小幡町55-6 滋賀県 建築設備業（管工事） 県内の工場や建設工事現場おいて、空調・衛生設備や工
場の生産ラインに必要な付帯設備工事を主に行っている
施工会社です。幅広い協力業者を持ち、電気・建築・土
木工事をワンストップで施工しています。

https：//www.siteoffice-wako.co.jp

8 株式会社東洋石創 滋賀県愛知郡愛荘町島川
1578番地１

滋賀県東近江市五個荘竜田
町627番地2

卸売業及び建設業 石材、タイル等の輸入販売及び工事 http：//www.toyo-sekiso.co.jp

9 株式会社アクセル 愛知県名古屋市中区錦一丁
目6番36号　N.A.P ビル6F

アクセル東近江支店　滋賀
県東近江市八日市上之町9-
48

製造系人材サービス 品質保証事業 https：//www.758accel.com/

10 株式会社大長 滋賀県東近江市五個荘簗瀬
町611

滋賀県東近江市五個荘簗瀬
町611

製造業 綿、麻、シルク、ウール、化合繊維の晒、染色の一貫加
工をはじめとし特殊風合、形状仕上の加工、近江ちぢみ
加工や着尺、寝装用布ならびに資材用布の染色整理の総
合繊維加工

https：//daicho-ohmi.com

11 帝京レース株式会社 東近江市大塚町1221 東近江市 製造業 編みレース製造業 www2.teijin-frontier.com/group/ja-group-02.html

12 社会福祉法人六心会 東近江市五個荘川並町268番
地

特別養護老人ホーム清水
苑、地域密着型特別養護老
人ホームきいと、介護老人
保健施設ここちの郷

医療・福祉（高齢者介護） 高齢者介護の事業（特養・老健）【清水苑・ここちの
郷・きいと】

https：//www.rokushinkai.com

13 社会福祉法人　美輪湖の家 東近江市百済寺本町1543-1 東近江市・野洲市 生活支援員、児童指導員、
介護職員

生活介護、就労継続B型事業所の利用者の活動補助・放課
後等デイサービスの利用者の見守り支援

https：//www.biwakonoie.or.jp/

14 株式会社向茂組 東近江市蛇溝町２３１ 東近江市蛇溝町２３１ 建設業・骨材製造販売業 総合建設業として公共工事（主に土木工事）を主に行っ
ており、民間不動産開発工事なども行っています。その
他砂や砂利を製造販売しています。

https：//www.mukoshige.com/

15 株式会社アテクトエンジニ
アリング

滋賀県東近江市上羽田町
3275番地1

滋賀県東近江市上羽田町
3275番地1

その他製造業 ●衛生検査器材事業（シャーレ、培地等） ●半導体資材
事業（情報電子機器部品用のスペーサ ーテープ) ●PIM
事業 PIMとは〓属やセラミックなどの微粉末と有機バイ
ンダーの混合物を射出成形する製法

https：//www.atect.co.jp/

16 株式会社アヤハエンジニア
リング【アヤハグループ】

〒527-0125 滋賀県東近江市
小田苅町2003

〒527-0125 滋賀県東近江市
小田苅町2003

機械、プラント・エンジニ
アリング、機械設計、重
電・産業用電気機器

電子機器の設計、製造、販売 https：//ayahaeng.co.jp/

17 株式会社ユニテツク滋賀事
業所

東近江市八日市上之町９－
５

東近江市八日市上之町９－
５

技術サービス 各種機械製品および産業用機械の設計 https：//www.unitec-co.co.jp/

18 ボーンズ株式会社 大阪府吹田市西御旅町1-1 ボーンズ株式会社　滋賀工
場

滋賀県東近江市山上町2192 精密プラスチック成形加工及び金型製造(コネクター成形
品、アッセンブリ品、インサート成形品・機構部品成型
品等)

https：//www.bourns.co.jp/

19 近畿化学工業株式会社 東近江市今町1026番地 ①能登川事業部　東近江市
今町1026番地　②八日市事
業部　東近江市中小路町
101-122

倉庫業　その他製造業 ①ガラス繊維加工業務、倉庫業　②製造設備部材の組立
加工・検品・仕分け業務

https：//kinkikagaku.jp

20 タキロンシーアイシビル株
式会社　八日市工場

滋賀県東近江市東沖野3-7-1 滋賀県東近江市東沖野3-7-1 製造業 カラー鉄線、カラー鋼管、プラスチックネット製品の製
造・販売

https：//www.tc-civil.co.jp

21 株式会社名神八日市カント
リークラブ

滋賀県東近江市石塔町983-
150

滋賀県東近江市石塔町983-
150

①キャディ②グリーンアシ
スタント③コース管理

ゴルフ場 http：//mycc.jp/

22 医療法人恒仁会　近江温泉
病院

東近江市北坂町966番地 所在地と同じ 医療業（療養型病院） 療養型病院（介護医療院、医療療養病棟、認知症治療病
棟、回復期リハ病棟）の運営および外来診療、各種介護
保険事業

https：//www.oumi-hp.or.jp

23 東近江行政組合 東近江市東今崎町５番３３
号

組合構成市町（近江八幡
市、東近江市、日野町、竜
王町、愛荘町）にある消防
署

地方公務員 消防業務 https：//www.eastomi.or.jp

24 株式会社エコパイプ　滋賀
工場

東近江市上岸本町113 東近江市上岸本町113 鋼管製造 スチールパイプの製造を行い、日本全国へ販売 https：//www.ecopipe.jp
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25 株式会社ホンダオートフク
ナガ(Honda Cars 東近江)

東近江市市子川原町640-2 東近江市、近江八幡市 小売業 新車・中古車の販売、修理・整備 http：//hondacars-higashiomi.jp/

26 協和工業株式会社 滋賀県東近江市小田苅町
1790番地

滋賀県東近江市小田苅町
1790番地

製造および販売業 上水道用バルブ製造および販売 http：//www.kyowakk.com

27 株式会社エーアンドエーマ
テリアル　滋賀工場

滋賀県東近江市池之尻町２
－３

滋賀県東近江市池之尻町２
－３

製造業 各種不燃建材の製造・加工・販売、各種工業製品の販
売、保温・保冷・防音工事の設計・施工

http：//www2.aa-material.co.jp/index.html

28 日綜産業株式会社　八日市
事業所

滋賀県東近江市柴原南町
1500-2布引工業団地内

滋賀県 建設業 建設用仮設機材（足場）の開発、設計、製造、販売、レ
ンタル 業

https：//www.nisso-sangyo.co.jp/

29 社会福祉法人　蒲生野会 滋賀県東近江市小脇町2089 東近江市内を中心（一部、
近江八幡市内に事業所あ
り）

障害福祉サービス 障害者福祉
ひとりぼっちをつくらないというスローガンをもとに入
所・通所・居宅・相談等の事業を展開し、しづらさのあ
る人（障害者等）の24時間365日の暮らしを支えていま
す。

gamounokai.com
蒲生野会Facebook／https：
//www.facebook.com/gamounokai

30 株式会社富士綜合 滋賀県東近江市東沖野2丁目
6番19号

同上 サービス業 警備業 https：//fuji-sougou.jp/

31 株式会社田辺消防システム 滋賀県東近江市伊庭町252-
69

滋賀県東近江市伊庭町252-
69

その他サービス業・消防施
設工事業

消防設備メンテナンス、設計施工、消防機器・防災用品
の販売

https：//www.tanabe-fire.com/

32 建設ゴム株式会社　滋賀支
社

滋賀県東近江市林田町1286-
6

建設ゴム株式会社　滋賀支
社（滋賀県東近江市林田町
1286-6）

卸売業 工業用ゴム・プラスチック部品の製造、販売 https：//www.kengom.co.jp/

33 アクサ生命保険株式会社 滋賀県東近江市八日市東浜
1-5八日市商工会議所会館3F

八日市分室 金融・生命保険業 生命保険業 www.axa.co.jp

34 株式会社　マスイ 滋賀県東近江市小田苅町字
内林15番地

滋賀県東近江市小田苅町字
内林15番地

金属装置加工業 精密板金、大型板金、製缶、機械加工、組み立て http：//www.kk-masui.co.jp

35 株式会社藤中 東近江市中岸本町17 東近江市中岸本町17 製造 製材加工および梱包材の製造 http：//www.fujinaka.co.jp

36 株式会社　寺嶋製作所 滋賀県東近江市宮川町３３
９－２

滋賀県東近江市大塚町１３
０８

金属製品製造業 照明器具ならび家電製品の金属プレス加工・金型製作・
静電塗装・各種組み立て

https：//www.ｔerashima-ss.co.jp

37 株式会社ツジトミ 滋賀県東近江市猪子町８５
番地

滋賀県東近江市 繊維 不織布製品の製造 https：//www.tsujitomi.com/

38 株式会社ノエビア　滋賀工
場

滋賀県東近江市岡田町１１
２－１

滋賀県東近江市岡田町１１
２－１

製造業 化粧品・医薬部外品の製造 https：//www.noevir.co.jp/index.htm

39 有限会社　新工電機工業所 東近江市春日町２－１５ ソフトバンク八日市・能登
川・新工電機工業所

ソフトバンククルー・自動
車整備士

ソフトバンク関連商品の販売・自動車電装品取付修理 https：//shinko-denki.co.jp

40 特別養護老人ホーム菊水園 滋賀県東近江市下里町789 滋賀県東近江市下里町789 老人福祉・介護事業 東近江市にて地域の高齢者に介護サービスを提供しています。http://www.keisenkaikikusuien.com/

41 株式会社近畿理研能登川事業所東近江市今町１０２６ 東近江市今町１０２６ 建物サービス業 工場内外設備の各種清掃、公害防止施設管理、貯水槽等
清掃、総合的環境整備事業

http://www.kinkigrp.co.jp/riken/
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