
1日目<10月22日>

企業名 業種 所在地

社会福祉法人青谷学園 医療・福祉 京都

株式会社伊藤組 不動産・建設 滋賀

株式会社内田組 不動産・建設 滋賀

エーシック株式会社 製造 京都

株式会社ＭＳＴコーポレーション 製造 奈良

株式会社王将フードサービス サービス・他 京都

近江鉄道株式会社 運輸 滋賀

大浦貴金属工業株式会社 製造 奈良

株式会社川嶋機械 卸・小売 滋賀

株式会社関西オークラ 製造 滋賀

社会福祉法人希望の丘福祉会 医療・福祉 京都

株式会社協栄製作所 製造 奈良

社会福祉法人協同福祉会あすなら苑 医療・福祉 奈良

京都エレクトロン株式会社 製造 京都

京都青果合同株式会社 卸・小売 京都

京都ダイヤモンド工業株式会社 製造 京都

キンキダンボール株式会社 製造 滋賀

国産部品工業株式会社 製造 京都

株式会社三晃 卸・小売 奈良

滋賀スバル自動車株式会社 卸・小売 滋賀

島津エンジニアリング株式会社 製造 京都

株式会社昭建 製造 滋賀

社会福祉法人信和会 医療・福祉 奈良

杉本工業株式会社 不動産・建設 滋賀

株式会社スズキ自販京都 卸・小売 京都

積水水口化工株式会社 製造 滋賀

株式会社ゼネック 情報・通信 京都

太陽精機株式会社 製造 滋賀

社会福祉法人丹後大宮福祉会　あゆみが丘学園 医療・福祉 京都

株式会社中條 卸・小売 奈良

株式会社ツカサ 卸・小売 京都

TBカワシマ株式会社 製造 滋賀

株式会社ティーリング 卸・小売 滋賀

テック・ワーク株式会社 製造 京都

テラメックス株式会社 製造 京都

東洋建設株式会社 不動産・建設 滋賀

東洋シール工業株式会社 製造 奈良

東洋精密工業株式会社 製造 奈良

株式会社特殊高所技術 サービス・他 京都

トクデン株式会社 製造 京都

トスレック株式会社 製造 京都

トヨタカローラ滋賀株式会社 卸・小売 滋賀

株式会社ナショナルメンテナンス サービス・他 滋賀

市民生活協同組合ならコープ 卸・小売 奈良

社会福祉法人ならやま会 医療・福祉 奈良

日産プリンス奈良販売株式会社 卸・小売 奈良

株式会社日進製作所 製造 京都

日東精工株式会社 製造 京都

日本トーカンパッケージ株式会社 製造 滋賀

株式会社花の大和 卸・小売 奈良

社会福祉法人バルツァ事業会 医療・福祉 奈良

株式会社ピアライフ 不動産・建設 滋賀

舞鶴倉庫株式会社 運輸 京都

社会福祉法人向日春秋会　サンフラワーガーデン 医療・福祉 京都

株式会社森脇ビデオ企画 情報・通信 奈良

行田電線株式会社　草津工場 サービス・他 滋賀

株式会社洛北義肢 製造 京都

栗東積水工業株式会社 製造 滋賀

株式会社リハビテック 製造 京都
株式会社watowa 卸・小売 京都
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2日目<10月23日>

企業名 業種 所在地

アクアシステム株式会社 製造 滋賀

ALSOK京滋株式会社　滋賀支店 サービス・他 滋賀

株式会社イチグチ 製造 京都

株式会社イチバン・コーポレーション サービス・他 滋賀

エムケイ株式会社 運輸 京都

エムケイ石油株式会社 卸・小売 京都

エンゼルプレイングカード製造京都株式会社 製造 京都

社会福祉法人近江ふるさと会 医療・福祉 滋賀

社会福祉法人大津ひかり福祉会 医療・福祉 滋賀

大倭殖産株式会社 不動産・建設 奈良

共栄産業株式会社 製造 奈良

医療法人恭昭会　彦根中央病院 医療・福祉 滋賀

京都鰹節株式会社 製造 京都

國松会計事務所 サービス・他 滋賀

久保商事株式会社 卸・小売 京都

社会福祉法人グロー 医療・福祉 滋賀

株式会社ケアトラスト 医療・福祉 京都

郷インテックス株式会社 製造 滋賀

甲西陸運株式会社 サービス・他 滋賀

株式会社高津商会 サービス・他 京都

医療法人鴻池会 医療・福祉 奈良

佐川印刷株式会社 製造 京都

株式会社さとう 卸・小売 京都

株式会社三光丸　御所営業所 卸・小売 奈良

三和工機株式会社 製造 奈良

社会福祉法人滋賀県障害児協会　湖北タウンホーム 医療・福祉 滋賀

ジョイソン・セイフティ・システムズ・ジャパン株式会社 製造 滋賀

株式会社創造工舎 不動産・建設 奈良

ダイシン化工株式会社 製造 奈良

株式会社大東技研 製造 京都

ダイヤコスモ株式会社 卸・小売 奈良

椿本メイフラン株式会社 製造 滋賀

株式会社寺田ポンプ製作所 製造 奈良

東邦電気産業株式会社 不動産・建設 京都

トータルケアライフ株式会社 医療・福祉 滋賀

外市株式会社 卸・小売 京都

ナミコー株式会社　滋賀工場 製造 滋賀

西垣靴下株式会社 製造 奈良

西村証券株式会社 サービス・他 京都

株式会社西山ケミックス 製造 京都

日伸工業株式会社 製造 滋賀

株式会社日本デキシー　滋賀工場 製造 滋賀

日本ロジックス株式会社 製造 京都

ニューリー株式会社 製造 京都

株式会社ハンナ　田原本営業所 運輸 奈良

平安建材株式会社 卸・小売 京都

ホンダ奈良自販株式会社 卸・小売 奈良

マザーレイク株式会社 医療・福祉 滋賀

株式会社丸産業 卸・小売 奈良

株式会社ミツワ製作所 製造 京都

社会福祉法人みねやま福祉会 医療・福祉 京都

株式会社みやまえ 製造 奈良
株式会社ムラタ製作所 製造 京都

名神電機株式会社 製造 京都

株式会社メディコムエイド 卸・小売 奈良

安田株式会社　京都支店 卸・小売 京都

株式会社山中商会 卸・小売 京都

ヤンマーアグリジャパン株式会社 中部近畿支社 卸・小売 滋賀

株式会社ラプラス・システム 情報・通信 京都

株式会社ルピシア　滋賀水口工場 製造 滋賀

ワタキューセイモア株式会社　近畿支店 サービス・他 京都
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