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職員一人ひとりの力と、挑戦する気持ちを大切に、
社会に貢献できる企業になることを目指しています。

株式会社 六匠
福祉／介護

代表者／北村　拓人
所在地／〒520-2144 滋賀県大津市大萱一丁目9-8-4F（最寄駅 JR瀬田駅）
電　話／077-547-2560
http://rokusho.net

　私たちは、「心に届くサービス」を提供し、たゆまぬ努
力によって独自性と専門性を併せ持った事業集団とな
り、継続的に社会へ貢献する企業であることを目指して
います。
　六匠は会社設立よりたくさんのチャレンジを続けてき
ました。
　六匠を設立した6名の「匠」が描いた「心に届くサー
ビス」と「夢」が、現在の81名のスタッフ一人ひとりに受
け継がれ、大きな力となっています。
　社会のルールを守り、高い倫理観を持って行動でき
る人、素直で何事にも目標を持って主体的に取り組み、
5年後、10年後の将来像に向けて努力し続けられる人
とともに六匠も成長し続けていきたいと思っています。

経営理念

私たちは、利用者とその家族に
対し心に届くサービスを提供し、
笑顔のある暮らしの実現をお手
伝いします。

事業内容

1. 福祉用具貸与事業・特定福祉
用具販売・住宅改修　2. 居宅介
護支援事業　3. 通所介護事業 
4. 小規模多機能型居宅介護事業 
5. 認知症対応型共同生活介護事
業　6. 放課後等デイサービス事業

営業職・介護職・指導員募集職種

資格取得制度が充実。スキルアップを応援します。

さまざまな年代のスタッフから多くの意見やアドバイスをもらえる環境が魅力です。

年間休日120日。「こども参観日」の実施や男性の育児休暇取得実績もあります。
仕事と子育てを両立できる環境を整備しています。

うちの会社
は

ココが良い
！

Otsu

『仕事＝遊び』がベスト！
仕事は自分で創り、スケジュールは
自分で立てる。
自主性を重んじる社風です！

ア・ア・ン コーポレーション株式会社
建築

代表者／山内　英生
所在地／〒520-3251 滋賀県湖南市朝国260番地（最寄駅 ＪＲ三雲駅）
電　話／0748-72-0356
http://www.aan.jp

　法人設立から50年を越える弊社は、電気工事・
管工事等の総合設備工事を主な事業としており、
滋賀県内に本社を置く設備工事会社としては、県
内でもトップクラスの実績を誇っています。
 社名には、『社員一人ひとりが積極的に活動し、自
然・環境に配慮した快適な居住環境を創造する』、
そんな企業姿勢が込められています。
 決して大企業ではありませんが、小回りの利くこの
規模を活かし、お客様から大きな信頼を得ています。
そして、公共施設、商業施設、工場等、手掛ける仕
事の大きさが弊社の魅力です。

経営理念

お客様の期待を超える質の高
い製品とサービスの提供を通じ
て、顧客満足と社会的信頼の
絶え間ない向上を目指していま
す。

事業内容

上下水道工事の施工、給排水
衛生設備工事・空調設備工事・
電気設備工事・床暖房設備工
事の設計施工、生産ライン制御
装置の設計施工

技術職（電気工事、管工事にかかる施工管理業務）募集職種

独自の技術やノウハウ、オリジナル商品が強みです

『任せる社風』のもと、社員が生き生きと仕事をしています

資格取得のバックアップ体制が整っています

うちの会社
は

ココが良い
！

Konan
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滋賀県のシステム開発会社です。
「社員の成長＝会社の成長」
一緒に成長しましょう！

Auto-IDフロンティア株式会社
IT／通信

Profile
代表者／杉江　尋幸
所在地／〒520-3041 滋賀県栗東市出庭字西浦2035番地（最寄駅 JR守山駅）
電　話／077-551-2020
http://www.id-frontier.jp

Ritto

　当社では、今話題のIoT(Internet of Things:モノの
インターネット)などの新しい技術トレンドを先取りした事
業展開で、設立以来、日々前進を続けています。
お客様のご要望を元に、最適なシステムをご提案させ
て頂くと共に、世の中に貢献できる「もの創り」を目指
し、社会の問題解決をすることで時代のニーズに応え、
新しい市場の創造と挑戦を目指します！

「一歩先行く、技術力」
「一つ高い、完成度」
「一つ抜き出た、満足感」
　三つの想いを常に心に持ち、より良いサービス(商
品)を創り出すため惜しまず努力し、迷いある時は三つ
の想いに立ち返り、常に前向きに挑戦し続けることを
信条としています。

経営理念

「新市場の創造と挑戦」
新技術で新しい市場を生み出し、
高い付加価値サービスで世に
貢献することを使命と考えます。

事業内容

クラウドソリューション、オーダー
メイドの各種業務系システム開
発、iOS/Androidアプリ開発、
WEBアプリケーション構築、
WEBサイト制作、自動認識機
器販売

技術者（プログラマー）募集職種

自動認識、IoT（Internet of Things：モノのインターネット）の事なら当社にお任せ！

2016年6月に新社屋へ移転しました！

明確な人事評価制度導入により、成長できる環境です！

1
2
3

うちの会社
は

ココが良い
！

「明日へと続く、ゴム創り」＜全体最適＞
をめざし、＜みずから＞、日々の経験を
＜積み上げ＞、＜挑戦＞し続けます！

岡安ゴム株式会社
メーカー

代表者／岡　浩史
所在地／〒525-0042 滋賀県草津市山寺町271-1（最寄駅 JR草津駅）
電　話／077-562-7271
http://www.okayasu-rubber.co.jp

＜創業80年のゴムメーカー＞
　始まりはゴムホースの卸業。そこから、ゴム製品の拡
充を行い、家電業界への直接納入を開始。直接納入
に伴い、品質を強化するために自社製造を開始。そこ
から、開発能力、製造技術への投資を惜しむことなく
発展を続け、今ではメーカーとして活躍。自動車業界
にも参入し、家電業界、建築業界、住宅設備業界へと
高度供給力を提供。更なる価値の創出に取組み、自
社開発のスポンジゴムシートの「タフロング」を開発。そ
して、一般消費者向けの「ふく楽キッチンマット」を企
画・開発。今後も、社会に新しい価値を創出し、提供す
る為に挑戦し続けます。

経営理念

『ユーザーのニーズに応える。誠
実を旨とし、和をもって社業発展
に尽力する。』

事業内容

○工業用ゴム製品の開発・製
　造・販売
○自社開発品の開発・製造・
　販売
○BtoC製品の企画・開発・製
　造・販売

総合職（受発注、物流、仕上、製造、精練、営業、品管、開発、企画、総務）
⇒ジョブローテーションを通じて、キャリアアップを目指す総合職を募集します。募集職種

平均年齢３４歳！エネルギッシュで風通しの良い、精力的な会社です！

開発から物流まで！全ての職種を持ち、ジョブローテーションを通じて自己成長が可能！

自動車から一般消費者まで！工業用にとどまらず、幅広い分野に触れることができます！

うちの会社
は

ココが良い
！

Kusatsu

もっと身近なスポーツ施設として
あなたの理想をかなえるお手伝い
をします。

株式会社 いずみ二一
サービス

代表者／南　啓次郎
所在地／〒525-0032 滋賀県草津市大路三丁目5番64号（最寄駅 ＪＲ草津駅）
電　話／077-562-3430
http://izumi21.net

　滋賀県を主にして、大阪府2施設と兵庫県1施設
のフィットネス&スイミングクラブの管理運営をしてい
ます。スポーツを通じて豊かな地域社会を創造し、
人々の心身の健全な発達と社会の発展に貢献す
る。この理念を実現する為、子どもから大人まで幅
広い層の人々が楽しみ、スポーツを通じて豊かな人
生を享受できる環境づくりに取り組んでいます。

経営理念

「感謝の気持ちで感動のおもて
なし」を提供し、お客様に愛され
必要とされ続ける企業を目指し
ます。

事業内容

スポーツクラブ・スイミングスクー
ルの管理運営、公営プールの
管理運営の受託、学校・保育園
等の水泳授業の受託、運動指
導の受託

スイミングコーチ・インストラクター募集職種

社員が若い

スイミングスクールとしてのイトマンの伝統と指導力

滋賀県内の水泳競技の牽引的な役割を担っている

うちの会社
は

ココが良い
！

Kusatsu

パナソニック家庭用家電製品を
自宅通勤で開発できるのはココ！

アプライアンス＆デジタルソリューション株式会社
IT／通信／メーカー

Profile
代表者／香西　卓
所在地／〒525-0031 滋賀県草津市若竹町１-４０ ＯＨビル草津（最寄駅 JR草津駅）
電　話／077-565-3311
http://www.ad-sol.co.jp

　2020年は映像機器・8ｋテレビがインターネット化
し、家電製品がIoTで繋がれる時代がやって来ま
す。未来志向に手を打っている当社でＩｏＴデジタル
家電の開発を手掛けて下さい。映像機器・8Kテレ
ビ、IoTを駆使した未来の電子レンジや炊飯器、お
掃除ロボットを自動走行させるシステム、熱力学を利
用したエアコンの開発、水力学を応用した洗濯機開
発、外装の樹脂や内部の金型の設計開発、電気自
動車のエンジン開発、運転中の居眠防止システム、
ガスエネルギーや電気エネルギーのＨＥＭＳの開発
があります。家電量販店に並んだ時の感動を共有
できる方を求めています。

経営理念

企業の永続的繁栄は社会の健
全な進歩・発展なくしてはありえ
ない。

事業内容

●家庭用家電製品（白物家
電）の電気機器器具試作・設
計・開発

●デジタル家電機器に関する
ソフトウエアの設計・開発

●ＣＡＴＶ及び映像配信サーバ
ソフトウエア開発　等

・機構設計技術者 ・ハード設計技術者 ・組込ソフトウェア開発技術者募集職種

パナソニックの合弁会社でありパナソニック製品の開発一筋

自宅通勤が原則であり転勤実績は０名

設計開発の仕事のみなので、品質管理等他部署への配置転換なし

1
2
3

うちの会社
は

ココが良い
！

Kusatsu
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介護のイメージを変えていきたい！
思いをカタチに変える高齢者福祉施設です。

社会福祉法人 甲賀会
福祉／介護

代表者／中村　三郎
所在地／〒520-3431 滋賀県甲賀市甲賀町大原中９０４（最寄駅 JR甲賀駅）
電　話／0748-88-5723
http://www.kougakai.org

　昭和５５年に、甲賀町に特別養護老人ホーム甲
賀荘を開設。以来、甲賀町の高齢者福祉施設の中
心として様々な高齢者福祉サービスを運営している
歴史ある法人です。
　私たちは、「介護のプロ」として、ご利用者を支えら
れるよう日々自己研鑽に努め、感性と専門性を高め
てきました。これら介護のプロである職員を支えるた
めに、法人としても様々な取組みを行っております。
　甲賀会は更なる成長のときを迎えています。平成
３０年４月には現在の特養をリニューアルし、最新の
ユニット型施設として生まれ変わります。この成長の
ときを、私たちと一緒に過ごしませんか？きっとあなた
自身も大きな成長を感じられると思います。

経営理念

私たちは、ご利用者、ご家族、地
域の皆様の満足を念頭に置き、
熱意を持って感性と専門性を高
めていきます。

事業内容

特別養護老人ホーム甲賀荘入
所定員５０名を中心に短期入所
定員１０名、デイサービスセン
ター定員１８名、小規模多機能
ホームあかり定員２５名、甲賀荘
居宅介護支援センターを運営。

介護職員募集職種

高い有給消化率で趣味の時間もしっかり確保。プライベートの充実を応援します。

職員同士の連携バッチリ！安心して働くことができます。

入職後の資格取得者多数在籍。「介護のプロ」を目指せます！

うちの会社
は

ココが良い
！

Kouka

ひろがれ笑顔 輝けいのち

社会福祉法人 湖南会
福祉／介護

代表者／竹脇　義成
所在地／〒524-0103 滋賀県守山市洲本町字井関52（最寄駅 JR守山駅）
電　話／077-585-8850
http://konankai.or.jp

　当法人は、知的障害のある人を主な対象として、
入所支援と在宅支援を二本柱に障害者福祉サー
ビス事業を運営しています。障害のある人が、いきい
きとその人らしい生活を送り、その人が持つ力を発
揮できるように支援することが、私たちの仕事です。
　「福祉に興味がある」「人の役に立ちたい」という
思いのある方、まずは一度見学に来ませんか？障害
特性や関わり方など職員が丁寧に説明します。不
安のある方も、障害のある人とおしゃべりをしたり、一
緒に活動をしたり、食事の手伝いをしてもらうことで、
職場の雰囲気を味わってもらえると思います。

経営理念

障害がある人の願いの実現に
向けて事業を行い、障害者福
祉・地域福祉に貢献します。

事業内容

障害者支援施設、障害者生活
支援センター、障害者相談支援
センター、生活介護事業所、放
課後等デイサービス事業所、グ
ループホーム等の障害福祉
サービス事業

生活支援員募集職種

20～30歳代の若手職員が活躍しています。

地域や利用者のニーズに合わせて、事業を展開しています。

充実の待遇で、結婚や子育てをしながら働くことができます。

うちの会社
は

ココが良い
！

Moriyama

「わかった！」
輝く笑顔がここにある！

佳研スクール
教育

代表者／松山　茂之
所在地／〒528-0035 滋賀県甲賀市水口町名坂3166-8（最寄駅 ＪＲ貴生川駅）
電　話／0748-63-3290
http://kaken-school.com

　甲賀市・湖南市・日野町に学習塾を展開してい
ます。
　面接の際に詳細をお話しさせていただこうと思い
ますが、面接の前にもご質問などがございましたら、
お気軽にご連絡下さい。
　研修制度も充実しておりますので、ご応募お待ち
しております。

経営理念

教育を通じて将来の可能性の
幅を広げること

事業内容

小学生～高校生の方に、勉強
（国語・数学・理科・社会・
英語）の指導を行っています。
授業の形態は、集団授業・個
別授業・代ゼミサテライン予備
校（高校生）です。

塾講師募集職種

生徒の成長する姿を間近で感じられ、自らも成長できる。

研修制度あり。

やりがいを感じられる。

うちの会社
は

ココが良い
！

Kouka

「オクムラで働くことに興味がある人」 
を求めています。

奥村機械株式会社
サービス

代表者／奥村　弘幸
所在地／〒525-0041 滋賀県草津市青地町字柳697-6 他に堅田営業所・水口営業所・彦根営業所あり（最寄駅 ＪＲ草津駅）
電　話／０77-56１-9033
http://www.okumura-kikai.co.jp

　昭和33年11月に創業。まもなく創業60周年を
迎える建機レンタル業界のパイオニア企業です。近
畿圏中心に１９店舗を展開しています。（大阪府・兵
庫県・京都府・奈良県・滋賀県・埼玉県）建設機械
レンタルのみならず、販売やメンテナンスまで行って
いることが当社の特徴です。
　地域ナンバーワンにこだわり、１００年企業をめざ
し、景気に左右されず安定的に利益を出せる会社
づくりに取り組んでいます。

経営理念

「１００年企業」「地域№１」を目
指して、強い会社作りに取り組
んでいます。

事業内容

建設現場で使われる建設機械
や商品をレンタル・販売・メンテ
ナンスしています。滋賀県内で
は、大津市・草津市・甲賀市、彦
根市に営業所があります。

総合職（営業） お客様の事務所や工事現場を訪問し、「いつ・どんな」工事を行うかなどの情報を収集。
レンタル・販売・メンテナンスからお客様にとっての最適サービスを提案します。募集職種

地域ナンバー1を目指す、地域密着型の企業です。

まずは会社や仕事のことをしっかり理解していただいてから、選考を行います。

継続的に新卒採用を行なっていて、若手社員でも活躍できる土壌があります。

うちの会社
は

ココが良い
！

Kusatsu
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一人一人の個性を把握して
明日の笑顔につながる支援を
提供しています

社会福祉法人 椎の木会
福祉／介護

Profile
代表者／山下　陽一
所在地／〒520-3111 滋賀県湖南市東寺二丁目2番2号（最寄駅 JR石部駅または甲西駅）
電　話／0748-77-2299
http://ochiho.noor.jp

　1950年に重度の知的障がい児入所施設「落
穂寮」を創立し、今日に至るまで知的障がい児者福
祉事業に携わってきました。現在は、これまでの多く
の方の多様なニーズに応えるべく、知的ハンディを
持つ幼児から高齢者まで、障害の程度や生活形態
に関係なく、その方が暮らしたい場所で望まれる生
活ができるように支援する必要があるため、その都
度事業を増やして、一人一人の暮らしに必要な支
援を提供しています。そして、利用者さんはもちろん、
そこに携わる職員も含めた全ての人が笑顔で過ご
せることを一番に考え、日々の活動や生活を支援し
ている職場です。

経営理念

個人の尊厳を重んじ、障がいを
持つ方々がその人らしい自立した
生活を送れるよう支援提供する。

事業内容

知的ハンディを持つ方を対象と
した、障害福祉サービスを提供
しています。事業内容は、生活
介護、施設入所支援、短期入
所、居宅介護、行動援護、相談
支援、日中一時支援、共同生活
援助、移動支援となります。

生活支援員、活動支援員募集職種

利用者さん、職員共に生き生きと楽しく過ごされているという実習生の感想

資格取得助成制度や奨学金返還助成制度があり働きをサポート

自然に囲まれた素敵な環境と美味しいごはん

1
2
3

うちの会社
は

ココが良い
！

Konan

私たちの法人なら
「あなただから出来ること」が
役に立つと信じています。

社会福祉法人 滋賀県障害児協会
福祉／介護

代表者／乗光　秀明
所在地／〒524-0022 滋賀県守山市守山町168番地1（最寄駅 JR守山駅）
電　話／077-514-1685
http://www.open-mind.jp

　当協会では、発足当初から学部学科を問わずに
新卒採用をしているため、福祉をイチから学べる研
修プログラムを用意しています。ブラザー・シスター
制度を活用し、先輩職員がマンツーマンできめ細か
くサポートします。同期のみんなで取り組む新人活
動も実施しているため、ヨコのつながりが強いことも
特徴です。知識や経験がなく入職してきた先輩も少
なくないので、新人に対して面倒見がよく、年齢や
キャリアに関係なく、気さくに話せる人ばかりです。
　ぜひ、私たちと一緒に利用者様の彩りのある暮ら
しを創っていきましょう。

経営理念

貢献・創造・育成・文化・挑戦
「共働」で誰もが暮らしやすい、
やさしい地域福祉を創ります。

事業内容

●障害者支援施設の運営・診
療所の運営・相談支援事業
の運営

●中小企業家同友会、環境
NPO加入など、コミュニティ
への参画と貢献を目的とした
事業に取り組んでいます。

ケアワーカー（介護福祉士）募集職種

研修体制が充実しています。資格・経験は問いません！発足当初からの方針です。

メンター制度が充実。学生から社会人への環境の変化をサポートします。

風通しの良い職場です。職員皆で、利用者さんを支えていきましょう。

うちの会社
は

ココが良い
！

Moriyama

ものづくりの課題解決に
取り組む専門商社！

三共精機株式会社
小売／サービス

代表者／石川　武
所在地／〒520-3015　滋賀県栗東市安養寺2丁目6番7号（最寄駅 JR手原駅）
電　話／077-552-3770
http://www.sankyo-seiki.com

　三共精機は機械工具専門商社です。国内では
滋賀営業所を栗東市に構え、本社(京都市)・岡山
営業所の３拠点で活動しています。国外では、マ
レーシアに拠点を構えており、国内外で幅広く営業
展開を行っています。お客様は、電子デバイス・自動
車・精密機器などの、ものづくり企業です。ものづくり
に必要な機械や工具を提供するとともに、お客様が
抱えている様々な課題に対して、設立から約70年
のノウハウと、社員ひとりひとりの気づきによるソ
リューションを提案しています。

社是

【よく学び よく働き よく生きる】

事業内容

自動車・電子部品・精密機器
メーカー向けに、機械や工具を
販売するのと同時に、これらをつ
かって製造時に起こる問題の
解決に取り組んでいます。

総合職募集職種

社員が仕事での意見や提案を伝えることができる環境がある。

障害者雇用や高齢者雇用など、多様な働きかたを導入している。

社員が商品知識やキャリアアップの為に学べる環境がある。

うちの会社
は

ココが良い
！

Ritto

住まいの快適空間
～いい空気・いい給気・いい気分～

株式会社 佐原
メーカー

代表者／佐原　芳樹
所在地／〒520-2313 滋賀県野洲市大篠原1610-6（最寄駅 JR野洲駅）
電　話／077-588-2228
http://www.sahara-s.co.jp

　当社は岩手県一関市に本社を置く創業60年を
迎える会社です。その中で滋賀に工場を構えて21
年目、野洲に工場を新設し9年目を迎えました。創業
以来、長年に渡りお客様に住まいの快適空間を提
供して参りました。住宅換気装置分野においては、
他社の追随を許さない技術力を有しており、常に新
しい快適空間を提供するために日々研究開発を進
めております。また、『換気ブレス』と呼ばれるサッシ
と一体型の換気装置は国内シェア№1を誇り、現在
省エネが呼び掛けられる中、電力を用いない自然換
気装置として非常に注目を集めております。是非、
私どもと一緒に新しい『佐原ブランド・技術』を創造
して行きたいという方、心よりお待ちしております。

経営理念

社是「一日一進」の精神で、社
会の繁栄と会社の発展、及び
社員の幸福のために貢献をする。

事業内容

自社開発した窓一体型換気装
置の製造・販売を行っています。
大手ハウスメーカー、サッシメー
カー向けの、電力を使わず自然
に室内を換気する『換気ブレ
ス』を開発、全国展開し、住まい
の豊かな環境を提供しています。

製造募集職種

若い従業員も多く、指導も親切丁寧、話の分かる上司・先輩

個人の意見、提案が尊重されるやりがいのある職場

旅行・飲み会・各種イベントによるコミュニケーション

うちの会社
は

ココが良い
！

Yasu

詳細は
WORKしがの
企業情報へ

詳細は
WORKしがの
企業情報へ

詳細は
WORKしがの
企業情報へ

詳細は
WORKしがの
企業情報へ



4544

湖南・甲賀エリア湖南・甲賀エリア

何でも出来る！ 仕事内容に縛りが
ないからこそおもしろい！

株式会社 スマイ印刷
広告／出版

代表者／石光　堅太郎
所在地／〒520-3014 滋賀県栗東市川辺568-2（最寄駅 JR手原駅）
電　話／077-552-1045
http://sumaiprint.com

　「何でも出来る！仕事内容に縛りがないからこそおも
しろい！」それがスマイ印刷を表すキャッチコピーです。
　社名に「印刷」とついてはいますが、その仕事内容
は印刷に限りません。Web、ロゴマーク、ブランディン
グ、映像など印刷以外のジャンルの仕事も多くお受
けしています。なぜなら、私たちが目指すのは「印刷を
極めるプロ集団」ではなく「お客様の問題解決ができ
るプロ集団」だからです。そのためには、どんな挑戦に
も会社はNOと言いません。
　年齢、役職、経験に関係なくどんな仕事にも挑戦
できる環境があるからこそ、仕事のおもしろさ、やりが
い、達成感があると考えています。

経営理念

スマイ印刷に関わる全ての人々
をSMILEに！お客様・従業員とそ
の家族・協力会社・地域のすべ
てが調和すること

事業内容

ブランディング、広告宣伝、販売
促進の支援全般が業務となりま
す。ロゴマーク、webや映像、
ブースデザイン、印刷物など、企
画・デザインから製造までを一貫
生産できる自社工場が強みです。

企画営業職、企画デザイン職募集職種

何でも相談できる、助け合えるチームがある

年齢、役職、経験に関係なくどんな仕事にも挑戦できる

新しい仕事にも積極的にチャレンジしようという社風がある

うちの会社
は

ココが良い
！

Ritto

ご利用者様の自立をめざして

社会医療法人 誠光会 介護老人保健施設 草津ケアセンター
福祉／介護

代表者／安田　和弘
所在地／〒525-0027 滋賀県草津市野村2丁目13番13号（最寄駅 JR草津駅）
電　話／077-567-1122
http:/www.kusatsu-gh.or.jp

　介護保険サービスを通じ、ご利用者様の主体性と
自立性を尊重し、明るい家庭的な雰囲気の中で、生
きがいのある充実した生活が送れるよう援助し、地
域とのつながりを大切に、ご利用者様の多様なニー
ズに即応した、温かくきめ細かいサービスを提供し
ます。
　併設サービス事業として「通所リハビリテーショ
ン」、「草津市訪問看護ステーション」、「草津ケアセ
ンター訪問介護ステーション」、「居宅介護支援事
業所きらら」、「草津市草津地域包括支援センター」
と複数の在宅サービスの事業も行っています。

経営理念

一隅を照らす光の如く、人々に
幸せをもたらす介護・医療

事業内容

医療ケアと日常生活サービスを
提供し、より早く明るい家庭生
活を営めるよう、ご利用者様の
自立支援のお手伝いをしていま
す。( 施設サービス及び在宅
サービスの両方を実施 )

介護福祉士、介護職募集職種

老人保健施設だけでなく、多くの介護サービスとの連携が取れています。

年間休日が120日と休みは多めです。

草津駅にも近く通勤に便利です。

うちの会社
は

ココが良い
！

Kusatsu

「滋賀県」「スズキ」と言えば
スズキ自販滋賀！

株式会社 スズキ自販滋賀
小売／サービス

Profile
代表者／金塚　昭
所在地／〒520-3017 滋賀県栗東市六地蔵1172（最寄駅 JR草津線手原駅）
電　話／077-551-1588
http://sj-shiga.jp

　当社が販売している「スズキの自動車」は「小さな
クルマづくり」「価値ある製品づくり」をコンセプトとし
て、ハスラー・ワゴンR・アルト・ソリオなど多くの人気
商品を造り出してきました。「滋賀県」「スズキ」と言
えば≪スズキ自販滋賀≫が思い当たるほど、知名度
が高く、滋賀県のお客様に長年親しまれています。
当社の使命はスズキ車をご愛用いただけるお客様
を一人でも多く増やすことであり、またスズキの自動
車を買っていただいたお客様に長く安心して乗り続
けていただくことです。

経営理念

スズキ車を販売する滋賀県の
ディーラーです。

事業内容

1．スズキ車の新車販売
2．中古車販売
3．電動車両（セニアカー）の
   販売
4．スズキ車の整備
   （点検・車検・修理）
5．部品・用品の販売
6．損害保険代理業

営業職募集職種

活気がある雰囲気の中、社員が活き活きと仕事をしている

滋賀県以外への転勤がない

離職率が低い

1
2
3

うちの会社
は

ココが良い
！

Ritto

「良いモノを創りたい」ジョーニシは
モノづくりの本質を常に追求しています。

株式会社 ジョーニシ
メーカー

代表者／上西　治久
所在地／〒528-0037 滋賀県甲賀市水口町本綾野4番1号（最寄駅 近江鉄道水口駅）
電　話／0748-62-9727
http://www.jonishi.co.jp

　ジョーニシは、日本のモノづくりを支える製造メー
カーとして、農業用機械やホームセンター用什器を

「開発・製造・販売」まで一貫して行っています。　
お客様視点に立ったモノづくりを実現するため、固
定概念に囚われず、常に新しい発想を持って、世の
中に必要とされる製品の開発に取り組んでいます。
　ジョーニシは、社員一人一人が成長していける職
場づくりに励んでいます。そして、アットホームな社風
から生まれる団結力を武器に、迅速かつ丁寧な仕
事を心掛けています。年齢や、役職、部署間との隔
たりがなく、誰とでも話しやすい風通しの良い会社
です。

経営理念

共存共栄

事業内容

◆農業用機械器具の設計･製
　造･販売　　　　　
◆ホームセンター向け什器の設
　計･製造・販売
◆建設機械用製缶部品の製造
◆機械式駐車場用部品の製造 

①開発技術 ②製造技術職 ③業務推進（ホームセンター什器） ④営業推進（農機）募集職種

農業の発展を支える原動力として、きめ細やかな配慮と独創性を持った商品を提供しています。

開発から加工まで100％自社生産をモットーに、柔軟な発想でモノづくりを行っています。

社員一人一人が成長していける職場で、 風通しの良い会社です。

うちの会社
は

ココが良い
！

Kouka
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テクナートのビジネスは”見る”が
キーワード。表示技術で社会に貢献
することが、私たちの使命です。

株式会社 テクナート
メーカー

代表者／藤井　義則
所在地／〒５２５-００３７ 滋賀県草津市西大路町２番２１号（最寄駅 JR草津駅）
電　話／077-569-5881
http://www.tecnart.co.jp

　テクナートは、駅や空港の発券機、銀行ATMなど
タッチパネルを含む液晶表示ディスプレイ画像処理
ボードの技術を有し、その液晶表示システムでトップ
クラスのマーケットシェア（組込型タッチパネル市場
で国内シェアNo.1*中日社調べ）を誇ります。 
　医療・環境・ロボット・観光などの成長市場を支え
る産業で、テクナートの表示システムが、お客様を通
じてグローバルに使われています。 
　「社会のためにできること」貴方も当社で描きませ
んか？

経営理念

表示機器メーカーとして蓄積した
技術と経験を基盤とする事業活
動を通じて、安全で安心な社会
の維持および成長に貢献します。

事業内容

●液晶表示システム・タッチパ
ネルシステムの開発・製造●デ
ジタルサイネージシステムの開
発・製造●映像処理ボードの
開発・製造●表示機器に関す
る製品の研究開発

開発、営業、生産管理、製造管理 、品質保証 、製品評価 、および一般事務募集職種

製品は皆さんの身近な社会インフラでも幅広く活躍！未来の市場も拡大しています。

平均年齢36歳。若い社員が経営参画し未来のテクナートの成長を胸に活躍しています。

液晶表示システム（組込型タッチパネル市場）で国内シェアNo.1！ *中日社調べ

うちの会社
は

ココが良い
！

Kusatsu

世の中の常識を
ナカサクの非常識で変える

株式会社 ナカサク
メーカー

代表者／中作　佳正
所在地／〒520-3211 滋賀県湖南市高松町１番地（最寄駅 JR三雲駅）
電　話／0748-75-1175
http://www.nakasaku.jp

　ナカサクはモノづくりの会社です。モノをつくるた
めには『失敗』が欠かせません。実践して失敗したと
しても、何度も何度も検証し、そしてまた失敗を繰り
返したった一つの正解を導き出す。世間では実現で
きないことが当たり前と言われたことでも、ナカサク
はチャレンジします。これまでもナカサクの型破りな
挑戦が、世間の常識を覆してきました。その一つが、
つけまつげ製造装置。製造工程上、直径0.1mmの
まつ毛材の束から1本を抜き取る装置が必要でした
が、どの関連メーカーも「不可能」と言ってきました。
しかし、ナカサクの社員はその不可能にチャレンジし
続けた結果、可能にする仕組みを考案。つけまつげ
の製造装置が無事に完成したのです。

経営理念

『？×！＝∞』  

事業内容

【エンジニアリング事業】
製鉄関連設備、硝子関連設備、
IT関連設備、各種産業機械                          

【大型機械加工事業】
【OEMものづくり事業】
【新規開発事業】
【レトロフィット事業】   

機械設計エンジニア/生産技能エンジニア/電気制御エンジニア募集職種

ナカサクの機械は全てお客様のオーダーメイド仕様で、お客様と共に開発に取り組みます。

機械設計・電気設計～機械製作～制御・電気工事～据付まで一貫して構築出来ます。

「知的好奇心の追求」と「チャレンジ精神」を大切にしています。

うちの会社
は

ココが良い
！

Konan

アフターサービス＆ソリューションズで
切り開く 技術×未来

ソレックス株式会社
メーカー

代表者／藤川　雄也
所在地／〒525-0032 滋賀県草津市大路2-9-1 陽だまりビル6階 草津支店（最寄駅 JR草津駅）
電　話／077-562-8557
http://ｗｗｗ.solex.co.jp

　大手の産業用装置メーカーにセットアップやメン
テナンスなどの技術サービスを提供しています。お
客様の業績向上を通じて社会に貢献することが、
当社の事業目的です。そのことに、当社が無くては
ならない存在であり続けたいと考え、日々技術の向
上や鍛錬に努めています。設立は、1999年6月で、
社員総数はグループ会社含めて260名です。最近
では、産業用機械装置の海外向け出荷品の翻訳
業務や動画の作成も任されるようになり、専任の担
当者グループが出来るようになりました。また、半導
体製造機械の売買も、もうひとつの柱に成長してい
ます。 

経営理念

「お客様第一主義」良い仕事、
良いサービスでお客様のニーズ
にお応えします。

事業内容

●産業用精密装置の改造・設
　置・メンテナンス　
●インテリジェントビルの施工管理
●製品マニュアルの企画制作
●中古産業用生産設備の販
　売・仲介

総合技術職募集職種

取引先はすべてが大手企業(多くが上場会社）で、取引は安定しています

資本金は、1億円 強固な経営基盤を確立しています

北京、上海、韓国2拠点、台湾3拠点と、海外に計7拠点を持ち、広くビジネスを展開

うちの会社
は

ココが良い
！

Kusatsu

＊すべては、子ども達の笑顔のために・・・
＊そして、この国の未来のために・・・

セイハネットワーク株式会社 
教育

代表者／坂口　正美
所在地／〒520-3031 滋賀県栗東市綣2-3-22アルプラザ栗東内3F（最寄駅 JR栗東駅）
電　話／080-4458-0299
http://www.seiha.com

★教室から日本に元気を！Our efforts will power 
Japan !
★福岡で生まれて30余年、全国600教室　生徒数
55000人！
 全国のショッピングモール、幼稚園・保育園におい
て、子ども英会話教室「セイハ英語学院」を中心とし
た英会話事業を主要事業として規模を拡大。
　近年では保育事業、カルチャー教室、パパイヤ鈴
木さんとのコラボスクールを含むダンス事業、学習
塾、そろばん教室も展開しています。商業施設におけ
る教育サービス部門での出店数と売上は業界1位。
　2018年には売上100億円を達成します。

経営理念

将来を担う日本の子ども達を一
人でも多く世界に送り出すべく、
それぞれの持ち場で最善を尽く
す努力を惜しまないこと

事業内容

＊全国 600 教室のこども英会話ス
クールの運営＊英語版託児所を含む
保育事業＊カルチャー教室、ダンス
事業、学習塾、そろばん教室の展
開＊早稲田式英検対策アプリとセイ
ハオンラインレッスンサービスの提供

総合職（全国転勤有り）、一般職（地域限定職）募集職種

上司や経営者層とも気軽に話ができ、返答やアドバイスをもらえる、アットホームな会社

女性が活躍でき、目標とする女性像を見つけることができる

子ども達の将来をお手伝いすることができる

うちの会社
は

ココが良い
！

Ritto

※他県内西大津、近江八幡、草津、湖南に教室あり
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大自然の中で動物にふれあえる
『成田ふれあい牧場』

有限会社 成田牧場
酪農／サービス

代表者／成田　牧彦
所在地／〒520-3313 滋賀県甲賀市甲南町新治696（最寄駅 JR甲南駅）
電　話／0748-86-3341
http://narita-fureai.net

　里山のなだらかな丘陵にある、酪農を主業務とす
る牧場です。
　酪農を知ってもらうという事と、動物と触れ合って
もらうという目的の為に牧場内を一般公開、利用い
ただいております。
　季節によって花壇の花も植え替え、春には桜並
木も綺麗に咲きます。
　また、年に数回牧場主催の地域交流イベントなど
も開催していますので是非ご来場ください。

経営理念

酪農を知ってもらい、動物と触
れ合ってもらいたい！！

事業内容

酪農を中心の畜産業として、
素晴らしい自然環境の中で乳
牛やヤギ、羊、ポニーなどを飼
育し乳製品や新鮮な野菜・ジェ
ラート・ワッフルの販売やバー
ベキュー提供などの事業を行っ
ております。

酪農業全般募集職種

広大で素晴らしい自然環境の中で働くことが出来ます。

生命に関わるお仕事であるため、やりがいを感じることが出来ます。

移住での就業により幅広い酪農業務を体験出来ます。

うちの会社
は

ココが良い
！

Kouka

未来を見つめ、育て、
創りあげる

西村建設株式会社
建築／不動産

代表者／中村　好弥
所在地／〒520-3234 滋賀県湖南市中央三丁目12番地（最寄駅 JR甲西駅）
電　話／0748-72-1121
http://www.nishimura-c.co.jp

　土木事業部、建築事業部、ホームニシムラ事業
部、MR（メンテナンス・リフォーム）事業部の4つの
工事部門と管理部（不動産売買・賃貸管理）で、お
客様の生活環境をトータルサポートできる体制を
とっています。
　「信頼される企業」であるために、創業100年以
上で培った確かな知識と技術で地域社会発展の担
い手となります。建設会社の仕事は地図に残り、歴
史に残るものを創ります。皆さんも建設物が出来上
がる達成感と創り上げた誇りのある仕事をしてみま
せんか。

経営理念

信頼される企業　
信頼できる会社

事業内容

土木工事・建築工事を中心に、
公共民間問わず建設工事の施
工管理を行う総合建設業です。
また、一級建築事務所、宅地建
物取引業、土壌汚染対策法に
よる指定調査機関の許可をとり
営業しております。

土木・建築技術職（施工管理）募集職種

湖南市、甲賀市を中心に地元密着

達成感を感じられる仕事

家から現場へは直行直帰、入社時より社有車貸与、ガソリン代全額支給

うちの会社
は

ココが良い
！

あ　す

Konan

若さと元気あふれる近畿における
トップクラスの社労士事務所です！

社会保険労務士法人 中嶋事務所
サービス

代表者／中嶋　忠男
所在地／〒525-0029 滋賀県草津市下笠町4209-1（最寄駅 JR草津駅）
電　話／077-568-0714
http://www.ntc.ne.jp

　中嶋事務所グループは、企業運営に必要な「労
務（給与計算、労務相談）」・「会計（記帳代行）」・

「経営（経営相談）」・「研修（社長、社員向け教育
研修）」を、ワンストップサービスで提供している事務
所です。
　労務部門を担う当社は、グループの中心となりま
す。全社員がお客さまの会社の発展を目指す労務
コンサルタント集団として活躍し、明るく笑顔と活気
あふれる事務所を目指し、日々奮闘しています！
　又、H27年には滋賀県の社労士業界で初めて

「ISO27001（情報セキュリティマネジメントシステ
ム）」を取得し、お客様の大切な情報をお守りできる
ような企業体制を整えております。

経営理念

お客様、取引業者、社員、地域
社会が共に繁栄し、みんなが幸
福になれるよう邁進します。

事業内容

労働社会保険の手続き、給与
計算、賃金に関する指導、労務
に関する相談指導等を行う。
グループ会社では会計業務、教
育研修業務等、企業経営に必
要な業務をワンストップサービス
で提供しています。

社会保険労務士業に関わる事務募集職種

毎週水曜日はノー残業デー！ 短時間で業務を終えるよう常に効率を考えています。

社員同士の仲が良く、協力しながら仕事に取り組んでいます。

うちの会社
は

ココが良い
！

Kusatsu

誕生月には必ず取得しなければならない『Birthday休暇』制度があり、
各々が充実した時間を過ごしています。

あなたの感性が活きます。
時のプレゼンター「愛の配達人」募集中。

株式会社 ナカザワ
小売／サービス

代表者／中澤　道盛
所在地／〒520-3234 滋賀県湖南市中央2-92（最寄駅 JR甲西駅）
電　話／0748-72-6017
http://www.nakazawa-group.co.jp

　近江商人発祥の地、滋賀県で生まれた時計・眼
鏡・宝石の小売業です。弊社は、一昨年10月に創
業６０周年、法人設立２５年を迎えました。これを機
に積極的な業務拡大を目指しています。また近江商
人の「三方よし」の精神は、時代がどう変化しようと
も普遍であると尊重する一方、彼らの歩みを止めな
い大いなる開拓精神も学び続ける必要があると
思っています。その精神を実践すべく、現在、北は北
海道、南は沖縄までの30都道府県と、海外におい
ては、中国・カンボジア・ベトナムに進出しており、約
100店舗を展開しています。よって、貴方の活躍の
場は、国内はもとよりワールドワイドに提供できます。

経営理念

経営理念「努力」・お客様への
サービス向上・社員の幸福追
求・企業の発展

事業内容

時 計は「タイムステーション
NEO」ブランドで全国のイオン
モールや大型SCで、眼鏡は「眼
鏡市場」「ALOOK」ブランドで
同じく各SCや路面店で営業し
ています。

販売職募集職種

社員が若い！ 平均33歳です。

地元のスーパースターWBC世界チャンピオン山中慎介氏を応援しています。

プノンペン出店を機に「カンボジアに時計を贈ろう」プロジェクトを立ち上げました。

うちの会社
は

ココが良い
！

Konan
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不二電機工業株式会社
メーカー

代表者／小西　正
所在地／〒525-8521 滋賀県草津市野村三丁目４-１（最寄駅 JR草津駅）
電　話／077-562-1665
http://www.fujidk.co.jp/

　当社は、電気制御機器メーカーで、電力・重電機器市場
が主要な市場となっております。
　製品群は、制御用開閉器、接続機器、表示灯・表示器及
び電子応用機器の４つに分類され、国内外の発電所や変
電所をはじめとする電力インフラ分野を中心に、工作機器
等の工業分野のほか、鉄道車両や交通信号分野にも使用
され、多岐に渡っています。
　これまで培ってきた技術力をもとに世界各国の規格を踏
まえた製品づくりを行っており、大手重電機メーカーの設備
に組込まれ、その優秀性は広く海外のユーザーにも認めら
れています。
　企業の経営資源を『人・モノ・金』と考えず、『人・人・人』と言
い切る会社　不二電機工業で私たちと一緒に働きましょう！

経営理念

「品質は一番たしかなセールス
マン」を永久標語に、お客様に
感動を与えられる製品づくりを
追求しています。

事業内容

電気制御機器の製造販売
製品例：JR 車輌のドア開閉ラ
ンプ、車掌室の前進・後退切
替スイッチ、信号の押しボタン
スイッチ等

設計開発職募集職種

品質力

働きやすい環境

若手が活躍

うちの会社
は

ココが良い
！

Kusatsu

多岐に渡る製品を製造！
不二電機工業の経営資源は『人・人・人』

・くよくよしない方
・学歴・学部や性別は関係ありません
・人は大いなる可能性があります

株式会社 フレックスコンピュータシステム
IT／通信

代表者／髙瀨　博之
所在地／〒520-3043 滋賀県栗東市林２８６-１ サンエス通商２階（最寄駅 JR手原駅）
電　話／077-552-5811
http://www.furex.co.jp

　フレックスは、1989年（平成元年）12月25日に
パソコン用業務ソフト開発を目的に設立しました。
　大手コンピュータメーカによる専用コンピュータ・
専用ソフトと言う「メーカーによる囲い込み」からの
脱却を目指して、真に顧客企業が必要とするハード・
ソフトを提供したくてパソコンにシフトしました。
　又同時に、「失敗しないシステム構築」を目指して

【スパイラル方式】による開発を開始して現在まで
好評を頂いています。

経営理念

自由でのびのびとした活気ある
集団を目指します

事業内容

１．パソコンによる企業用の業務
　ソフトをオーダーで開発してい
　ます
２．クラウド用の業務ソフト開発
　が得意です
３．Windows、Android、iPad・
　iPhoneの一括開発が可能

１．システム・エンジニア（ＳＥ） ２．システム営業（ＳＡ） ※学部・性別不問募集職種

自分のスタイルで仕事をしてもらいます

残業はほとんどありませんうちの会社
は

ココが良い
！

Ritto

au専売代理店 全国No.1

株式会社 フジデン
小売／サービス

代表者／藤井　壮志
所在地／〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江1-2-6 尼崎フロントビル10F（最寄駅 JR尼崎駅）
電　話／06-6494-5835
http://www.fujiden.com

　au専売代理店 全国No.1の実績を誇り、全国で
90店舗のauショップを展開。
auショップの接客コンテストで数々のグランプリを受
賞するなど実力もトップクラス。
研修も充実しており、社員の頑張りを正当に評価
し、意欲ある人にはより大きな活躍の舞台を用意す
るなど、成長できる環境が整っております。
◆キャリア別研修◆目的別研修◆OJT スキルアッ
プをサポート！
資格取得支援制度：資格取得で12～36万円/年
支給！
社内交流会、懇親会、社会人スキルアップ研修等、
多数あり！

経営理念

人を愛し、仕事を愛し、地域を愛
する。

事業内容

auショップ運営（KDDI 一次
代理店）、法人営業
携帯電話販売、モバイルソ
リューション提案

（滋賀県内では、auショップ守
山、栗東、野洲、滋賀高月、
浜大津を運営）

総合職、総合職（エリア限定）募集職種

正社員比率90％以上で、若手が活躍できる環境があります(昇格スピード・チャンスなど)

資格取得支援制度あり！キャリア別研修、目的別研修、OJTで全面的にバックアップ！

スタッフ同士の仲が良い！働きやすい！

うちの会社
は

ココが良い
！

Moriyama

情報発信を通じて
滋賀県を元気にします！

株式会社 ビイサイドプランニング
人材サービス／出版

Profile
代表者／小森　俊彦
所在地／〒525-0006 滋賀県草津市志那中町102-1（最寄駅 JR草津駅）
電　話／077-568-5020
http://www.b-side.co.jp

　社名の由来になっている「Side By Side」は社内
外を問わず、我々の立ち位置について定義づけて
います。お客様の歓びが我々の歓びになるよう、お
互いがひとつの目的に向かって、Side By Sideで
歩んでいくことをお約束します。
　経営理念「元気発信！」私たちは人と企業を元気
にします！ 地域社会を元気にします！ 働く仲間とその
家族を元気にします！ のとおり、商品が変わっても私
たちが提供するサービスが人と企業を元気にしてい
ることをモットーに日々活動しています。
　滋賀を元気にしたいと本気で思っている人！ 情報
発信に興味のある人！ には面白い会社です。

経営理念

元気発信！　
私たちは人と企業を元気にしま
す。地域社会を元気にします。
働く仲間とその家族を元気にし
ます。

事業内容

求人情報誌「vivical」「滋賀
職」やタウン情報誌「RuSC」

「クーポンBOOK」等の編集・発
行。人材派遣・職業紹介。介護
職員初任者研修他研修事業

企画・営業職募集職種

ブラザー・シスター制度導入していますので、不安なく仕事ができます！

イベントも盛りだくさん！お陰で、社員間のコミュニケーションもばっちり！

自ら情報発信ができるチャンス！

1
2
3

うちの会社
は

ココが良い
！

Kusatsu
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お客様のニーズと社員の成長を第一に。
当社は商業用車輌を中心にあらゆる
パーツを取り扱う専門商社です。

株式会社 山中商会
小売／サービス

代表者／山中　眞吾
所在地／〒525-0027 滋賀県草津市野村7丁目2-1（最寄駅 JR草津駅）
電　話／077-567-3277
http://www.auto-yamanaka.co.jp

　当社は自動車のパーツ、特にトラックなどの商業
用車のパーツを取り扱う商社です。今年で創業50
周年。当社は24時間365日という営業体制と近畿
２府２県展開する当社のネットワークで、お客様の
ニーズに応えてきました。また当社はオリジナルパー
ツの開発・製造を中国グループ企業で行うメーカー
としての側面も持っています。「お客様のニーズに
応えるサービスと製品を」それが当社の事業コンセ
プトであり、創業以来成長を続ける理由です。『企業
活動を通した社会への貢献』を企業理念としてあ
げ、社員一丸となって日本一の部品商を目指してい
ます。

経営理念

時代を確かに見極める「眼」を
養い、環境の変化やあらゆる
ニーズに即応できる体制を構築
することを理念としてます。

事業内容

■国内自動車メーカー１２社の
部品および同独立メーカー部品
の販売 ■大型・中型・小型ト
ラックの架装ボディー部品の卸
売 ■その他自動車用品の販売

①営業販売職　②営業事務職募集職種

年間休日125日・有給休暇が取りやすい！

ボーナス夏・冬２回に加え年１回決算賞与有ります！（年３回ボーナス）

年に１回の社員旅行（２年に１回は海外）！

うちの会社
は

ココが良い
！

Kusatsu

チームでより良い支援！
充実した職場づくりを！

社会福祉法人 青い鳥会
福祉／介護

代表者／奥井　宏樹
所在地／〒522-0201 滋賀県彦根市高宮町2671（最寄駅 近江鉄道スクリーン駅・ＪＲ南彦根駅）
電　話／0749-22-2266
http://www.hikogaku.com

　昭和34年の設立以来、知的と視覚障がいのあ
る盲重複障がいの方々の専門施設として、利用者
の生活全般にわたる支援と福祉向上に努めていま
す。家族が安心でき、利用者が楽しく、明るく、元気
で穏やかな主体的な生活を送ることが出来る支援
を大切にしています。
　また、短期入所や日中一時支援事業、放課後等
デイサービス、相談支援事業等の地域のニーズを
捉えたサービス提供に努めています。
　利用者支援は職員がチーム一丸となって行うの
で、話し合いをする機会も多くそれぞれの考え方を出
し合う場面が多くあり、職員間の仲も良く気軽に相
談やわからない事も聞きやすい職場です。

経営理念

楽しく、明るく、元気で穏やかな
生活と誰からも信頼される施設
運営を目指しています

事業内容

彦根学園（施設入所・生活介
護・短期入所・日中一時支援事
業）、せいふう（生活介護）、グ
ループホームたちばな・道くさ（共
同生活援助）、彦根学園相談支
援事業所（計画相談）、さくら・か
～む（放課後等デイサービス）

生活支援員、相談支援員募集職種

産休・育休取得者多数（28年度も５名取得中）！
職場復帰率100％!復帰後も時短、夜勤免除等サポートあり。
地域のつながり、ニーズに応え放課後等デイサービス事業所「か～む」OPEN in愛荘町。
滋賀県木材を壁一面、建物に使用しています。木の香り漂う心地よい職場です！

うちの会社
は

ココが良い
！

Hikone

社員が元気だから
アルバイトからの社員希望が多い。

株式会社 元廣
小売／サービス

代表者／元廣　哲也
所在地／〒612-8473 京都府京都市伏見区下鳥羽広長町162 （最寄駅 京阪中書島駅）
電　話／075-603-1110
http://www.motohiro.co.jp

　京都で創業して９５年。歴史ある会社です。外食
産業には２５年前に参入し、現在２５店舗社員７０名
にまで躍進しています。この勢いにあなたも参加しま
せんか。未経験でもトレーニングに自信があるので
大丈夫です。滋賀・京都・大阪・奈良のみの展開で
すので関西圏から出ることなく働けます。店舗での
現場説明会を行います。お気軽にエントリーして当
社の雰囲気を感じて頂ければ幸いです。

経営理念

Think, Act and GO Ahead 
『考えて行動に移して前に進ん
で行こう』この考えを表現します。

事業内容

びっくりドンキー・丸源ラーメン・
かつ丼玄・マルモベーカリーの４
業態２５店舗を展開する飲食店
の経営をしております。滋賀県
はびっくりドンキー２店舗と丸源
ラーメン１店舗が存在いたします。

店舗マネジメント（外食店舗での接客・調理・アルバイトの採用・教育などのマネジメント全般）募集職種

社内でのコミュニケーション力

創業９５年の歴史がある会社で安心

出店が多い前へ進んで行く会社、活躍のチャンスが多い

うちの会社
は

ココが良い
！

Ritto

「鳥の眼をもとう－マルヤ
子供なれ。鳥になれ。光になれ。」

株式会社 丸屋建設
建築

代表者／嶋田　頼次
所在地／〒520-3042 滋賀県栗東市辻474-2（最寄駅 JR守山駅）
電　話／077-552-4394
http://www.biwako-maruya.co.jp

　創業50年余りの丸屋建設は、1.地域社会に貢
献する　2.感謝の気持ちを持つ　3.誠心誠意の
仕事をする　の理念で続けて参りました。特命受注
率は5割を超え、地域の皆様からの信頼を頂いてお
ります。入社後はISO9001に基づいた社内教育制
度によって若手社員でも仕事の流れを早く覚えるこ
とができます。お客様や社員、業者と共に考え「つな
がり」を築くことで今までにない知識や経験を手に
入れることができます。

経営理念

「ありがとう」と言われる誇りを磨
きグローバルに貢献しよう

事業内容

一級建築設計事務所、建築・
土木工事、木造住宅設計施工、

「建築家マッチング・プロデュー
スシステム」、システム建築設
計施工 ( 横河システム建築 )、
リフォーム・リニューアル工事、
上下水道工事、鋼管杭工事、
制震・耐震補強工事

①建築施工管理 2名 ②土木施工管理 1名 ③営業 1名 ④設計・積算 1名 ⑤プログラマー 1名募集職種

社員のスキルアップを支援します（新入社員研修、各段階別研修、資格取得支援など）。

リフレッシュ休暇連続5日間取得可能。

社員の育児・介護の都合には柔軟に対応いたします（対象：入社1年以上の社員）。

うちの会社
は

ココが良い
！

Ritto

詳細は
WORKしがの
企業情報へ

詳細は
WORKしがの
企業情報へ

詳細は
WORKしがの
企業情報へ

詳細は
WORKしがの
企業情報へ


