
■平成27年度協賛企業・団体のご紹介

ご協力いただきありがとうございました。 

五十音順　敬称略

協賛企業・団体名 ＨＰアドレス

(有)アイ・エス・エム www.ismjp.com

㈱秋村組 www.ap-world.com

アケボノ特機㈱

旭化成住工㈱

綾羽㈱ http://www.ayaha.co.jp

新木産業㈱ www.arakis.jp

アルモテクノス㈱ www.almotechnos.co.jp/

イサム塗料㈱滋賀工場 http://www.isamu.co.jp

㈱いずみ二一 http://izumi21.net

㈱市金工業社 www.ichikin.co.jp

㈱伊藤工務店 http://www.ito-k.co.jp

㈱イマック http://www.kkimac.jp

㈱内田組 http://uchidagumi21.co.jp/

(有)内田商店

㈱梅沢酸素 http://www.umezawa-sanso.com/

㈱エコパレット滋賀 http://www.ep-shiga.co.jp

㈱エスサーフ http://www.ssurf.co.jp/

近江鍛工㈱ http://www.omitanko.co.jp

おうみ冨士農業協同組合 http://www.ohmin.jp/

㈱近江物産 http://www.ohmi-bussan.co.jp

大阪ガス㈱滋賀事業所 http://www.osakagas.co.jp

大輪建設㈱ www.oowa.co.jp

奥比叡参詣自動車道㈱

奥村管工㈱ http://www.okukan.net/

オプテックス㈱ http://www.optex.co.jp

化研テック㈱ http://www.kaken-tech.co.jp/

カネ上㈱

㈱叶匠寿庵 http://www.kanou.com

(有)からすま農産 ガーデン事業部 http://www.rockbaygarden.com/

川重冷熱工業㈱滋賀工場 http://www.khi.co.jp/corp/kte/

㈱カワセコーポレーション
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五十音順　敬称略

協賛企業・団体名 ＨＰアドレス

㈱関西アーバン銀行 http://www.kansaiurban.co.jp

キタイ設計㈱ http://www.kitai.jp

㈱木下カンセー http://www.kansei.co.jp

木村舗装㈱ http://www.eonet.ne.jp/~kimurahosou/

京セラ㈱滋賀蒲生工場 http://www.kyocera.co.jp

キリンビール㈱滋賀工場 www.kirin.co.jp

近畿環境保全㈱ www.kin-kan.co.jp

（一財）近畿健康管理センター http://www.zai-kkc.or.jp

㈱近畿分析センター http://www.kbc-em.co.jp

㈱近新 http://www.kinsin.co.jp

熊谷電工㈱

クローダジャパン㈱ http://www.croda.com

黒田紙業㈱ http://www.kuroda-kk.co.jp/

㈱桑原組 http://www.kuwahara-group.com/

ケィ・マック㈱滋賀事業所 http://www.kmacnet.co.jp/

㈱ケイテック http://www.keitex.co.jp

京阪電気鉄道㈱ http://www.keihan-o2.com

甲賀高分子㈱ http://www.koga-polymer.co.jp

甲陽興産㈱ www.koyo-eco.net

湖南電機㈱ http://www.konan-g.com

㈱笹川組 http://www.sasakawa.co.jp/

㈱サニー商事

三協高圧㈱ http://sk-gas.co.jp/

サンスター技研㈱

三大宝建設㈱ http://sandaiho.webcrow.jp

㈱三東工業社 http://www.santo.co.jp

㈱サンファミリー

三陽建設㈱ http://www.sanyoukensetsu.co.jp

三和産業㈱ http://www.sanwa-shiga.co.jp/

㈱ジーテクト滋賀工場 http://www.g-tekt.jp

滋賀貨物運輸㈱ http://shigakamotsu.jp/

㈱滋賀銀行 http://www.shigagin.com

公益財団法人 滋賀県環境事業公社 http://www.shiga-kj.com
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五十音順　敬称略

協賛企業・団体名 ＨＰアドレス

滋賀県信用農業協同組合連合会 http://www.sinren.jas.or.jp

滋賀県信用保証協会 http://www.cgc-shiga.or.jp

滋賀鉱産㈱ http://shigakosan.jp/

滋賀ダイハツ販売㈱ http://www.shiga-daihatsu.co.jp/

滋賀中央信用金庫 www.shigachushin.jp

滋賀トヨタ自動車㈱ http://www.shigatoyota.co.jp

㈱シバタプロセス印刷

㈱清水商会　 http://www.shimizushokai.com

㈱昭建

白井松新薬㈱ http://www.shiraimatsu.com

新生化学工業㈱ http://www.shinsei-shiga.co.jp

杉橋建設㈱ http://www.sugihashi-kensetsu.com/

スターライト工業㈱栗東事業所 http://www.starlite.co.jp

正和設計㈱ http://seiwa-cc.co.jp

セキシン電子㈱ http://www.sekishin-group.co.jp/

積水化成品工業㈱ http://www.sekisuiplastics.co.jp/

積水樹脂㈱滋賀工場 http://www.sekisuijushi.co.jp/

全国共済農業協同組合連合会滋賀県本部

㈱千成亭 http://www.sennaritei.jp/

全労済滋賀県本部（滋賀県勤労者共済生活協同組合） http://www.zenrosai.coop/zenkoku/shiga/shiga.php

㈱ダイニチ http://www.dainichi.co.jp/

大洋産業㈱ http://www.taiyosangyo.co.jp

㈱大和 www.daiwa-gb.co.jp/

大和産業㈱

高島鉱建㈱ http://www.takashimakouken.com/

タカタ㈱彦根製作所 http://www.takata.com

髙橋金属㈱ http://takahasi-k.co.jp

㈱高橋重機 http://www.takahashi-juki.jp

㈱タケノウチ http://www.takenouchi.co.jp/

たち建設㈱ http://www.tachi-kk.co.jp

㈱TADコーポレーション http://www.tad.co.jp

㈱田中誠文堂 http://www.seibundo.co.jp

㈱田中電機商会 http://www.tdslel.com/
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五十音順　敬称略

協賛企業・団体名 ＨＰアドレス

谷口印刷㈱

谷石油ガス店

辻寅建設㈱ http://www.tsujitora.com

㈱辻芳組 http://homepage2.nifty.com/tsujiyoshi/

ティーエムエルデ㈱ www.tm-erde.co.jp

㈱ティラド滋賀製作所 http://www.trad.co.jp

㈱テクノサイエンス http://www.techno-science.jp/

東西化学産業㈱ http://www.tohzai.co.jp/

東洋アルミニウム㈱日野製造所 http://www.toyal.co.jp/

東レテクノ㈱ http://www.toraytechno.co.jp

東レペフ加工品㈱ http://www.toray-pef.co.jp

㈱トヨタレンタリース滋賀 www.trl-shiga.jp/

長浜キヤノン㈱ http://canon-nagahama.co.jp/

㈱ニシデン http://www.e-nishiden.jp/

西村建設㈱ http://www.nishimura-c.co.jp

日伸工業㈱ http://www.nissinjpn.co.jp/

日本ガラストロニクス㈱ http://www.ngc-inc.co.jp/

公益財団法人 日本釣振興会滋賀県支部 http://www.jsafishing.or.jp

日本ソフト開発㈱ http://www.nihonsoft.co.jp

日本メンテナスエンジニヤリング㈱ http://www.jme-net.co.jp

ネッツトヨタ滋賀㈱ http://netz-shiga.jp

橋本クリーン産業㈱ http://www.ex.biwa.ne.jp/~hci/

浜エンジニアリング㈱ http://hamaej.jp

(有)ハヤシ www.oa-hayashi.co.jp

㈱パルスパワー技術研究所 http://www.myppj.com/

ピー・エス・コンクリート㈱滋賀工場 http://www.psc.co.jp

㈱日吉 www.hiyoshi-es.co.jp

㈱ヒラカワ 滋賀事業所　 http://www.hirakawag.co.jp/

廣瀬バルブ工業㈱ http://www.hirose-valves.co.jp

琵琶湖汽船㈱ http://www.biwakokisen.co.jp/

びわ湖花街道 http://www.hanakaido.co.jp

びわ湖パナソニックファミリー会

㈱プリンスホテル　大津プリンスホテル
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五十音順　敬称略

協賛企業・団体名 ＨＰアドレス

兵神装備㈱滋賀事業所 www.heishin.jp

ヘンケルジャパン㈱日野事業場 www.henkel.co.jp

豊栄建設㈱

堀川化成㈱ http://www.horikawakasei.co.jp/

(有)丸西建設 www.marunishi-shiga.sakura.ne.jp

マルホ㈱

㈱水原建築設計事務所 http://www.mizu-apo.com/

㈱水口テクノス http://www.m-technos.com/

㈱武藤造園

㈱明豊建設 http://www.meiho-co.co.jp

メニックス㈱ http://menix-mecha.com

㈱ヤサカ http://www.daisuki-kaigo.com

㈱山﨑砂利商店 http://yamazaki-jari.co.jp/

山科精器㈱ www.yasec.co.jp

山室木材工業㈱ http://www.yama-muro.co.jp

(有)山本巌商店 http://www.yamamotoiwaoshouten.jp/

㈱やわらぎ住宅 http://www.yawaragijutaku.co.jp/

ヤンマーキャステクノ㈱甲賀事業部 http://www.yanmar.com/jp/ycat/

ヤンマー㈱小形エンジン事業本部 https://www.yanmar.com/jp/

ヤンマー農機製造㈱伊吹工場

㈱友輝建設

㈱雪国まいたけ http://www.maitake.co.jp/

㈱湯元舘 http://www.yumotokan.co.jp

リ・プロダクツ㈱ http://www.re-products.co.jp

ワボウ電子㈱ http://www.wabo.co.jp/

他、掲載を希望されない74企業・団体様を合わせた229企業・団体様よりご協賛いただきました。
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https://www.yanmar.com/jp/

