
（順不同）

オプテックス株式会社 ダイトデンソー株式会社

安曇川電子工業株式会社 パナホーム株式会社

ワボウ電子株式会社 東京濾器株式会社

ＮＥＣ　ＳＣＨＯＴＴコンポーネンツ株式会社 グンゼ株式会社

オムロン株式会社 ユニプラス株式会社

湖北工業株式会社 旭化成せんい株式会社

株式会社村田製作所 サンテックオプト株式会社

株式会社 オーテック工業 株式会社イマック

株式会社サン機工 パナソニック株式会社　アプライアンス社

滋賀シミズ精工株式会社 東郷化成株式會社

郷インテックス株式会社 株式会社日吉

髙橋金属株式会社 オイケム合同会社

日野精機株式会社 株式会社テクノサイエンス

株式会社矢島製作所 呉羽テック株式会社

國友熱工株式会社 東洋化学株式会社

キヤノンマシナリー株式会社 イサム塗料株式会社

株式会社ナカサク 株式会社ネオス

関西オートメ機器株式会社 株式会社昭和インク工業所

共栄電機工業株式会社 第一セラモ株式会社

トキワ精機株式会社 中国塗料株式会社

山科精器株式会社 大塚電子株式会社

株式会社ヒラカワ NECライティング株式会社

神港精機株式会社 高杉昭吾デザイン事務所

村田機械株式会社 株式会社ナスカ

日本ポリスター株式会社 アインズ株式会社

ケルン・リーバース株式会社 株式会社あきない応援団

日光精器株式会社 MOSHIMO研

新生化学工業株式会社 CUCADO

納谷塗装工業株式会社 有限会社とも栄菓舗

パシフィック技研株式会社 株式会社ミズホネット

長岡産業株式会社 理楽工房

東レペフ加工品株式会社 株式会社千紀園

株式会社麗光 株式会社福井弥平商店

富士車輌株式会社 有限会社でじまむワーカーズ

ヤンマー株式会社 有限会社和晃プラスチック

ダイハツ工業株式会社 株式会社アイ．エス．テイ

積水樹脂株式会社 株式会社暁電機製作所

株式会社やまみ ＬＩＦＥ ＬＩＮＥＳ ＰＲＯＤＵＳＴ

協和工業株式会社 カフェ・ゴサク

スマック株式会社 コランドウ

株式会社アイテス ウエスティ工業株式会社

太陽精機株式会社 株式会社清原

株式会社ミヤジマ 有限会社氏郷庵かどや
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有限会社カワセベーカリー 株式会社FANTASISTA

有限会社古株牧場 Hulynique Design

アイキュージャパン株式会社 有限会社 御菓子司 梅元老舗

近江度量衡株式会社 有限会社 特産品館 伊勢藤

オーミテック株式会社 有限会社かぎや菓子舗

岡安ゴム株式会社 株式会社大彌

関西産業株式会社 古川日登堂

株式会社クリスタル光学 AZUCHI

甲賀高分子株式会社 マンガアート学院

株式会社ゴーシュー ムラテックメカトロニクス株式会社

株式会社駒井工作所 安全索道株式会社

サクラ食品工業株式会社 大塚オーミ陶業株式会社

株式会社サンエー 川惣電機工業株式会社

滋賀電子株式会社 クオリテックファーマ株式会社

株式会社ジョーニシ 草津電機株式会社

新旭電子工業株式会社 恵和株式会社

株式会社聖心製作所 サイチ工業株式会社

株式会社田村製作所 シーアイ化成株式会社

株式会社TKX 株式会社ジーニック

東海電工株式会社 有限会社シマテック

西川テックス株式会社 シライ電子工業株式会社

日伸工業株式会社 シンリュウ株式会社

株式会社ニューリー・土山 スターライト工業株式会社

有限会社林金属製作所 艸方窯

福地製薬株式会社 ダイニック株式会社

松山産業株式会社 大宝工業株式会社

ユニキャリア株式会社 株式会社多久製作所

株式会社ユニックス 中央合成化学株式会社

株式会社アルナ矢野特車 株式会社テクナート

株式会社カフィール 東レエンジニアリング株式会社

三友エレクトリック株式会社 株式会社東レリサーチセンター

ステンレスプロダクト株式会社 トーヨーカラー株式会社

株式会社千成亭 ニッタモールド株式会社

株式会社東野精機 ニプロ株式会社

夏原工業株式会社 日本スタッコ株式会社

秦食品株式会社 日本電気硝子株式会社

株式会社ビプレ 日本マタイ株式会社

株式会社マスイ バイエル薬品株式会社

マツイ機器工業株式会社 株式会社ファインシンター

宮部鉄工株式会社 ヘイシンテクノベルク株式会社

株式会社ＥＧＳ 株式会社メタルアート

大洋産業株式会社 山川産業株式会社

MEGA graphics 株式会社釉陶
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利昌工業株式会社 センカ株式会社

株式会社リンテック 大栄テクノ株式会社

葵機械工業株式会社 多賀株式会社

旭化成株式会社 株式会社竹内工業

株式会社イシダ 千代田工業株式会社

岩谷化学工業株式会社 株式会社トップ精工

株式会社近江物産 冨田酒造有限会社

株式会社オーケーエム 中村製作所

岡本電気株式会社 株式会社ナツハラ

関西ティーイーケィ株式会社 日本ガスケット株式会社

京石産業株式会社 株式会社ベストーネ

湖国精工株式会社 ホシデンエフ・ディ株式会社

株式会社佐藤医科器械製作所 株式会社牧村製作所

株式会社システマック 有限会社増田産業

株式会社シナジー 株式会社やまじょう

ダイキン工業株式会社 株式会社吉野工業所

株式会社タカコ ラック株式会社

ツジコー株式会社 株式会社ワコー

ニチコン草津株式会社 日本ヴィクトリック株式会社

日新産業株式会社 ペガサスミシン製造株式会社

株式会社日立建機ティエラ 島津メクテム株式会社

兵神装備株式会社 株式会社上田製作所

八十島プロシード株式会社 日の本辨工業株式会社

ヤンマーキャステクノ株式会社 旭計器工業株式会社

株式会社旭金属工業所 沢村バルブ株式会社

株式会社ダイフク 有限会社オーエスエンジニアリングサービス

株式会社ふる里民芸万兵 オイレスＥＣＯ株式会社

やとり アイオクサスジャパン株式会社

株式会社レークケア 株式会社オリエントマイクロウェーブ

株式会社吉田生物研究所 甲西陸運株式会社

富士鉄工株式会社 株式会社Kamogawa

アクアシステム株式会社 株式会社クオルテック

株式会社伊吹機械 東西化学産業株式会社

株式会社エノモト 東洋電機製造株式会社

近江化学工業株式会社 小泉製麻株式会社

近江鉱業株式会社 株式会社ＰＲＯ－ＳＥＥＤ

岡本エンジニアリング株式会社 近江化成工業株式会社

株式会社開伸 有限会社ジャパン・クリエティブ

キリンビバレッジ株式会社 青木煮豆店

クローダジャパン株式会社 株式会社和た与

有限会社小緑製作所 日本緑茶株式会社

清水工業株式会社 サイトウ明印舘

セキシン電子株式会社 日産陶業株式会社

滋賀発の産業・雇用創造推進プロジェクト 参加登録企業
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株式会社アイティプランツ 新陶産業株式会社

株式会社オーストララジアンミネラルズジャパン 宮川化成工業株式会社滋賀事業部

株式会社アプライド・モレクトロニクス コイズミライティング株式会社

AMATA 積水樹脂電子テクノ株式会社

旭シュエーベル株式会社 信楽陶器工業協同組合

株式会社アルテス 不二電機工業株式会社

アルメタックス株式会社 株式会社清水合金製作所

株式会社ＩＧＮＩＳ アクトシステムズ株式会社

株式会社イシダエンジニアリング 株式会社キーテック

株式会社イワキ 湖南精工株式会社

株式会社エーティーシー サンオクト株式会社

株式会社 f-プランニング 三恵工業株式会社

株式会社カネコ 株式会社三社電機製作所

京都宝製菓株式会社　栗東工場 ＪＮＣファイバーズ株式会社

株式会社湖光ファイン 福田金属箔粉工業株式会社

株式会社ＳＡＮＯ 北斗産業株式会社

株式会社山王 前田工繊株式会社

滋賀設備株式会社 株式会社森田電器工業所

上西産業株式会社 株式会社八代製作所

株式会社双興電機製作所 富士電波工業株式会社

株式会社ダイヤケミカル ミャクアートスタジオ

有限会社高野製作所 杣川工業株式会社

株式会社天一食品商事 株式会社ナックウェブ

株式会社天平 株式会社エフレボ

東海精工株式会社 トータル・プランニング・サービス株式会社

株式会社ナカガワファクトリー 合同会社アポロン出版

能勢鋼材株式会社 myna

株式会社ピーダブルビー 株式会社辰企画

株式会社フォーステック Exp.Design.lab

株式会社ホクコンプロダクト Ken MAKIE Studio「彩輝光」

株式会社松島フーズ 悠凪加工サービス

株式会社ミールサービスたにぐち 島本微生物工業株式会社

株式会社UACJ製箔 株式会社壺八

ユニプラス機械株式会社 中山製茶有限会社

有限会社八日市機工 有限会社菓子長

義岡テクニカル株式会社 エヌアイ珈琲

株式会社和光エンジニアリング 株式会社菓匠禄兵衛

株式会社三ツワフロンテック 有限会社至誠庵

京セラ株式会社 笑四季酒造株式会社

株式会社大和バルブ 株式会社山兼製陶所

アキレス株式会社 有限会社南製茶

株式会社三彩 松瀬酒造株式会社

株式会社精土 映像制作azur.K

滋賀発の産業・雇用創造推進プロジェクト 参加登録企業
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桑野造船株式会社 パイオトレック株式会社

中野製薬製造株式会社 オッペン化粧品株式会社

一般社団法人滋賀クリエイターズ協会 エリーパワー株式会社

川口織物有限会社 オリベスト株式会社

株式会社立売堀製作所 ナルックス株式会社

株式会社ウミノ製作所 株式会社伊吹正

王子エフテックス株式会社 株式会社ジェイ・イー・ジェイ

大塚産業マテリアル株式会社 近泉化学工業株式会社

カネ上株式会社 株式会社常盤

国産バネ工業株式会社 ヤンマー農機製造株式会社

株式会社コロワイドMD キョーラク株式会社

株式会社坂本金型工作所 昭和電工株式会社

シガ電子株式会社 株式会社ノチダ

新協化成工業株式会社 名城食品株式会社

ダイキンレクザムエレクトロニクス株式会社 株式会社メカテック

株式会社ダイチュウ ＴＭＴマシナリー株式会社

株式会社大長 株式会社キムラテック

東海高熱エンジニアリング株式会社 ヤマジックス株式会社

株式会社日本ジー・アイ・ティー 共和工業株式会社

日本スリッター工業株式会社 山中産業株式会社

扶桑工業株式会社 株式会社ディジ・テック

ワンフォオール株式会社 株式会社エコパレット滋賀

株式会社橋本クロス 湖南電機株式会社

日光化成株式会社 株式会社雪国まいたけ　

Ｉ・Ｔ・Ｏ株式会社 株式会社ダイコーロジサービス

日本黒鉛工業株式会社 株式会社シガフードプロダクツ

東洋システム株式会社 キョーリン製薬グループ工場株式会社

株式会社皆藤製作所 ＴＢカワシマ株式会社

三菱自動車工業株式会社 ナミコー株式會社

福島工業株式会社 株式会社エスケーエレクトロニクス

化研テック株式会社 株式会社積水化成品滋賀

株式会社彦根ＬＩＸＩＬ製作所 トクデン株式会社

石原産業株式会社 株式会社メック

株式会社大木工藝 株式会社湖南化成

東レ株式会社 大西電子株式会社

株式会社エイコー桐生 綾羽工業株式会社

近畿精工株式会社 株式会社アサヒテックコーポレーション 

株式会社エー・シーケミカル 有限会社山脇バネ製作所

合同会社トレスバイオ技研 株式会社駒月

日本資材株式会社 株式会社タカラインコーポレーション

株式会社アルテコ 大丸工業株式会社

日本トーカンパッケージ株式会社 松尾バルブ工業株式会社

石井産業株式会社 廣瀬バルブ工業株式会社
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株式会社写真化学

野洲化学工業株式会社

川島酒造株式会社

株式会社錦西テック

京セラディスプレイ株式会社

株式会社ファーストシステム

平成３０年３月６日現在

参加登録企業数　　４３６　社
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