
経営理念

経営理念

社是“我らの製品は常に世界
の人々に愛されている　誇りと
信念を持って一歩一歩着実に
前進しよう”としています。も
のづくりの原点、不良０の品質
を目指します。

≪三大精神≫
情熱、熱意、執念
知的ハードワーキング
すぐやる、必ずやる、
出来るまでやる
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No.049

No.050

日伸工業株式会社

日本電産株式会社

所在地：滋賀県大津市月輪1丁目1-1
TEL：077-545-3011
HP：http://www.nissinjpn.co.jp/

所在地：滋賀県愛知郡愛荘町中宿248
TEL：075-935-6600
HP：https://www.nidec.com/ja-JP/

一流メーカーに信頼される「秘密」。
　私たちは『精密プレス部品の製造、金型の設計・製作』を中心
とした総合精密プレス部品メーカーです。聞きなれない言葉で
しょうが、薄い金属板を加工して3次元形状の部品をつくる会社
です。『グローバル企業』と直接取引を行い、PHV車・EV車・ス
マホ・IT機器・各種バッテリー・携帯ゲーム機などの機能部品と
して搭載され、お客様のモノづくりに貢献しています。

仕事の満足がプライベートにリンクする
　当社はJR瀬田駅から徒歩5分という立地で通勤利便性に優れて
います。また、現在新規案件が増えており会社業績も右肩上がり
の中で、いかに有給取得率を上げ、残業を削減していくかを同時
進行で取り組む状況です。年間休日120日、1人当たり11.8日/
年の有給取得・1時間超/日の残業時間とメリハリのついた就業環
境ですが、納期遵守の責任感も必要です。

あらゆるモータを手掛ける総合モーターメーカーです
　わずか4人のメンバーで創業し「世界初」「世界一」を徹底的
に追求し、小型から大型まであらゆるモータを手掛けるモーター
メーカーへ成長しました。それら製品の活躍フィールドは、家電、
自動車、IT機器、産業機器など幅広く、暮らしや産業の発展に貢
献しています。全ての「回るもの、動くもの」をキーワードに社
会のニーズに応える次代の駆動技術を創造しています。

「働き方改革」の活動をスタートさせています
　高効率労働の追求、限られた時間の有効活用をテーマに、働き
方改革をさらに加速させていく仕組みとして、2017年4月より「3
つの制度（在宅勤務・時差勤務・時間単位年休）」を導入すると
ともに、働き方改革を通じて、これまでにもまして女性が活躍で
きる環境整備に向けて、新たに「女性活躍推進室」を設置してい
ます。

代表者 ：清水貴之
資本金：9,000万円
従業員：320名

（男性240名・女性80名）
設立：1959年

代表者 ：永守重信
資本金：877億84百万円
従業員：2,576名

（男性2,127名・女性449名）
設立：1973年

売上金：国内98億円(海外合計162億円)
１年目支給額（年収）：300～350万円
休日休暇：年間120日
勤務時間：8：00～17：00

売上金：単独2,257億93百万円
１年目支給額（年収）：269～364万円
休日休暇：年間123日
勤務時間：8：30～17：30

会社データ

会社データ

採用状況 過去3年

採用状況 過去3年

●経済産業省 地域未来牽引企業
●経済産業省・第7回ものづくり大賞優秀賞(2017年)
●近畿経済産業局・関西ものづくり新選５年連続受賞(2015～2019年)

代表取締役 清水貴之

人事企画部 中野

男性16名 女性４名

-
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エレクトロニクス事業を中心に
新しい価値を創造、進化、安
定させることを通じ社会に役立
ち続けます。

顧客満足を追求し、常に新し
いチャレンジを続け、働く人
の生き甲斐と生活向上のため、
絶えず発展する企業を志向す
る。
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No.051

No.052

株式会社ニューリー・土山

株式会社ピーダブルビー

所在地：滋賀県甲賀市土山町北土山979番地
TEL：0748-66-1681
HP：http://www.newly-t.com/

所在地：滋賀県草津市矢橋町1530-31
TEL：077-562-7686
HP：http://pwb.co.jp/

日本が世界に誇る最先端テクノロジーをサポート
　スマホやパソコン、車等の輸送機器、ロボット等の産業機器に
内蔵されている電子回路基板は、人間でいえば脳に相当する重要
なもの。一般消費者に届いた電子機器が当たり前のように作動す
るには、電子回路基板の製造不良を発見する検査工程が重要。最
先端機器の検査に当社の製品が活用されており、日本国内メー
カーの製品が世界的高品質であることの一翼を担っています。

社員にやさしい働きかた見直し中です。
　完全週休２日制で、フレックスタイム制度を導入しておりいろ
いろな働き方ができます。有給休暇も計画的に３日与えられてお
り、昨年の平均有給休暇取得日数12日とみんなが取得しやすい環
境です。所定外(時間外)労働時間も月平均23時間と昨年より３時
間短くなっており、みんなが早く帰れるように業務の見直しに取
り組み中です。

業界トップクラスの技術集団を目指す
　事業内容は、プリント基板の設計、基板製造、部品実装・組立
など製造および販売です。
　創業以来プリント基板に関わる業務領域を拡張し、今では製品
開発のソフトウェア、ハードウェアの設計から製造、組立に至る
まで、自社内で行なう一貫生産体制を構築しており、お客様の高
度化する多種多様なニーズにフレキシブルに対応しています。

充実した仕事と生活の調和を図ります
　全ての採用職種において男女の区別は無く、どの職種にも女性
が活躍しており、産休・育休・介護休暇など充実した社内規程を
運用しています。2016年1月より年次有給休暇の計画付与制度を
法案が決まる前から実施しており、従業員の健康維持およびモチ
ベーションアップのため、ライフバランスを充実した仕事と生活
の調和を図っています。

代表者 ：野口光裕
資本金：3,000万円
従業員：64名

（男性50名・女性14名）
設立：1990年

代表者 ：西村裕
資本金：9,975万円
従業員：136名

（男性107名・女性29名）
設立：1982年

売上金：８億4,000万円
１年目支給額（年収）：300～350万円
休日休暇：年間115日
勤務時間：8：45～17：45

売上金：267,962万円
１年目支給額（年収）：250～300万円
休日休暇：年間112日
勤務時間：9：00～18：00

会社データ

会社データ

採用状況 過去3年

採用状況 過去3年

●ISO9001認証取得（品質マネジメントシステム）
●ISO14001認証取得（環境マネジメントシステム）
●IPCはんだ付け世界大会2019優勝（おうみ若者マイスター認定者）

代表取締役社長 野口光裕

代表取締役 西村裕

男性26名 女性５名

男性24名 女性９名

●経営革新計画認定
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一丸経営！①お客様の為に、より一
層信頼される会社づくりを目指しま
す。②全社員の為に、安心して誇り
を持って働ける会社づくりを目指しま
す。③天下国家の為に、地域社会に
お役に立つ会社づくりを目指します。

社是：最良の会社たること　実
行：1.顧客の満足する機械を
作ること、2.企業を通じて社会
に貢献すること、3.明るく楽し
い職場を築くこと　目標：私達
は常に幸福の道を求めて歩もう
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No.053

No.054

ワボウ電子株式会社

株式会社市金工業社

所在地：滋賀県長浜市平方町730番地
TEL：0749-63-5100
HP：http://www.wabo.co.jp

所在地：滋賀県草津市野村四丁目３番10号
TEL：077-563-1211
HP：http://www.ichikin.co.jp/ 

モノづくりで世界中のエレクトロニクスに貢献を！
　ワボウは漢字で表すと和紡です。創業時は当時の基幹産業であ
る繊維関係の事業者でした。その後高度成長期を通じて電子部品
関係の世界へ業態転換しました。半導体部品の製造やスパコンの
組立てなどを手掛けましたが現在私どもが得意とするのは高度な
電子部品の実装です。実装の前後に渡る設計・試作や実装したプ
リント基板を使った各種電子機器の組立てがコア事業となります。

様々な立場の仲間が力を合わせて一丸となる！
　ワボウ電子の有休取得率は全社平均で70％を超えています。対
する全国平均は50％超です。職場のみんなで一致団結して協力し
それぞれのワーク・ライフ・バランスが実現できるように取り組
んでいます。キャリアの過程で繁忙があるのはお互い様です。お
互い様とおかげ様。また、独自の制度である誕生日休暇も節目に
気分転換できると大変好評です。

オーダーメイドで「世界で唯一の装置」を作り上げる
　当社が製造する装置は、世界に１台だけのオーダーメイド装置
です。国内外のお客様と一緒に世界の最先端分野で使用されてい
る機能性フィルムを製造する装置を１から創造し開発する喜び
と、未来を切り開く感動があります。スマートフォン・タブレッ
ト・リチウムイオン電池などに必要不可欠な機能性フィルムの製
造装置で私たちは世界を支えています。

明るく楽しい職場環境（育児休業取得実績：１名）
　会社全体の取組みで毎週水曜日はノー残業デーとしています。
また、育児休業・介護休業の整備、社員同士のコミュニケーショ
ンを図れるように、レクリエーションや節目毎の社員旅行や家族
感謝祭、２ヶ月毎の誕生会、同期や部署毎に食事やゴルフ等を行っ
てます。地域のプロスポーツに特別協賛をして、福利厚生の一つ
として社員が応援に行っています。

代表者 ：月ヶ瀬義雄
資本金：3,500万円
従業員：350名

（男性130名・女性220名）
設立：1946年

代表者 ：川口剛史
資本金：１億円
従業員：85名

（男性77名・女性8名）
設立：1954年

売上金：41億円
１年目支給額（年収）：270～290万円
休日休暇：年間110日
勤務時間：8：15～17：00

売上金：37億円
１年目支給額（年収）：260～280万円
休日休暇：年間119.5日
勤務時間：8：30～17：15

会社データ

会社データ

採用状況 過去3年

採用状況 過去3年

滋賀県ワーク・ライフ・
バランス推進企業

●経済産業省 地域未来牽引企業
●ISO9001認証取得（品質マネジメントシステム）
●近畿経済産業局 2010年KANSAIモノ作り元気企業100社に選定

代表取締役社長 川口剛史

代表取締役社長 月ヶ瀬義雄採用：男性19名

男性７名 女性１名

●経済産業省 地域未来牽引企業
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地球上の油系廃棄物の無害化
と有効利用を通じ、相手のこと
を思いやり続ける姿勢で、誠を
もって語り続け喜んで頂き、正
しい道と方法で、世界に貢献
する企業となります。

甲賀高分子株式会社はパイオニ
ア精神で研究開発型企業として、
新しい高分子素材の展開並びに
包装システムを開発し、全産業界
の繁栄に貢献すると共に、全社
員のより豊かさの実現をめざす。

そ
の
他
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造
業

そ
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製
造
業

No.055

No.056

喜楽鉱業株式会社

甲賀高分子株式会社

所在地：滋賀県湖南市石部口二丁目７番33号
TEL：0748-77-4689
HP：https://www.kiraku-k.com/

所在地：滋賀県湖南市石部北一丁目4番26号
TEL：0748-77-5010
HP：https://www.koga-polymer.co.jp

油公害・環境への取組み
　喜楽鉱業は、設立以来、鉱物油由来の廃油の無害化と有効利用
に取組んできました。有効利用においては、再生重油において「JIS
規格」の品質を誇ります。
　又、無害化の取組みにおいても、現代技術の粋を集めた焼却処
理設備を導入し無害化を実現しています。ゼロエミッション達成
能力を持った工場（広島総合工場）も有、環境へも可能な限り配
慮して来ました。さらには、自然を破壊する油公害から地域と地
球環境を守るため、世界中からの要請に応えられる総合技術力を
持った企業になりたいと考えています。

時間外勤務の削減
　社内ネットワークの接続を20時までとし、時間外業務を行えな
くする、また勤怠に新システムを導入し全社的に管理できる体制
を構築中。

成長を続ける高分子素材のハード＆ソフトメーカー
　当社はお客様企業のニーズをプラスチックで課題解決する会社
です。プラスチックは食品パッケージ、包装用・工業用のテープ、
緩衝材、物流資材や機器の部材など社会のあらゆるところに使わ
れており、当社は全国約４千の取引先に５万種類の製品を提供し
ています。“プラスチックの素材や包装システムのことなら、甲
賀高分子”と多くのお客様に信頼を得て安定成長を続けています。

人が成長する「日本で一番面白い会社」
　甲賀高分子は「日本で一番面白い会社」を目指しています。仕
事を通じて、また遊びを通じて人が成長する会社です。「働き方
改革」と「働きがい改革」を進めて、社員が知力・体力・人間力
を養い、仕事も遊びも一流の人間になることを応援していきます。
残業月６時間、有給休暇取得率55％、女性社員の育児休業取得・
復帰100％を達成しています。

代表者 ：小宮山茂幸
資本金：-
従業員：484名

（男性436名・女性48名）
設立：1973年

代表者 ：石田秀幸
資本金：2,400万円
従業員：96名

（男性58名・女性38名）
設立：1972年

売上金：1,247,891万円
１年目支給額（年収）：-
休日休暇：土日祝（但、月１回程度、会社指定の出勤土曜日有）
勤務時間：8：30～17：30

売上金：82億円
１年目支給額（年収）：330万円
休日休暇：年間116日
勤務時間：8：30～17：00

会社データ

会社データ

採用状況 過去3年

採用状況 過去3年

●滋賀県家庭教育協力企業協定
●将来世代応援知事同盟「最優秀将来世代応援企業賞」受賞

●平成27年7月7日「JIS K2170再生 重油」認証取得
●ISO14001認証取得（環境マネジメントシステム）

滋賀県ワーク・ライフ・
バランス推進企業

滋賀県女性活躍推進
企業認証制度

くるみん認定

代表取締役社長 石田秀幸

会長 小宮山雅弘男性93名 女性11名

男性４名 女性４名

63



経営理念

経営理念

私たちは先進の技術で広く人類の発展
に貢献します（技術尊重経営）（人間
尊重経営）これらを全うする事により、
人類発展に貢献する先進技術が開発さ
れ、維持発展する事ができ、そして社
員の生活が守られるものと確信します。

時代の求める
コミュニケーション手法を
提供することで
社会の課題解決に貢献する。

出
版
・
印
刷
業

そ
の
他
製
造
業

No.057

No.058

山科精器株式会社

アインズ株式会社

所在地：滋賀県栗東市東坂525
TEL：077-558-2311
HP：https://www.yasec.co.jp/

所在地：滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291-3
TEL：0748-58-8120
HP：https://www.shiga-web.or.jp/eins/

私たちの先進技術を世界のいのちのために
　私たちの原点は、微細な加工技術に必要な「マイクロメーター」
の制作からスタートしたことに始まります。船舶用機器、発電所
用機器、一般産業用工作機械など時代が求めるものづくりを続け
て参りました。さらにこれまで培ってきた微細な加工技術やメカ
トロニクス技術を医療分野に応用し、人の「命」のための機器の
研究・製作も行っております。

従業員の働きやすさと働きがいを大切にしています
　今年度より育児短時間勤務の拡充を実施致しました。従業員の
子供が小学校を卒業するまで育児短時間勤務を利用する事がで
き、働きやすさの推進に繋げております。
　さらに次年度より新賃金評価制度を実施致します。企業側が従
業員目線に立った改革を行うことで、自らの業務に対して誇りが
持てるような制度を実施致します。

正しく、上手く、時に感動的に伝える
　明治10年（1877年）創業のアインズは、常に印刷を核として
時代の求めるコミュニケーション手法を提供することで社会の問
題解決に貢献して参りました。これからも「人と地球に優しいコ
ミュニケーション手法と活動」を追及し、ソリューション・プロ
バイダーとしての役割を果たしていきます。

「働き方」の選択肢を増やす事が大切と考えます
　企業が出来る「働き方改革」は「働く環境」の選択肢を増やし
ていく事だと考えています。一人ひとりが「働きやすい」と思え
る環境をつくる事が大切。そのためには、様々な選択肢を用意す
る必要があると考えます。

代表者 ：大日陽一郎
資本金：1億円
従業員：135名
設立：1939年

代表者 ：大森七幸
資本金：94,984千円
従業員：226名

（男性164名・女性62名）
設立：1961年

売上金：24億595万円
１年目支給額（年収）：-
休日休暇：年間121日
勤務時間：8：20～17：00

売上金：51億5,000万円
１年目支給額（年収）：245～255万円
休日休暇：年間110日
勤務時間：8：50～17：40

会社データ

会社データ

採用状況 過去3年

採用状況 過去3年

●全日本印刷工業組合連合会CSR認定制度  スリースター（最高位）
●グリーンプリンティング認証工場
●第17回印刷産業環境優良工場「経済産業省商務情報政策局長賞」受賞

滋賀県ワーク・ライフ・
バランス推進企業

滋賀県ワーク・ライフ・
バランス推進企業

滋賀県女性活躍推進
企業認証制度

代表取締役社長 大森七幸

代表取締役社長 大日陽一郎男性６名 女性２名

男性２名 女性11名

●経済産業省 地域未来牽引企業
●関西ものづくり新撰2018

64



経営理念

経営理念

創業以来の信念である「加工業とし
ての本業に徹した堅実経営」を貫き、
顧客第一義のもとに、価値ある商品
を製造供給することにより社会に貢献
し、会社の繁栄と社員の幸福が調和
しうる唯一固有の健全企業を目指す。

安全・安心で快適な暮らしを
提供し、社会の発展に寄与しま
す。必要とされる地域NO.1の
エネルギー会社を目指します。
株主の利益と全社員及びその
家族の幸福を追求します。

出
版
・
印
刷
業

電
気
・
ガ
ス
・
水
道
業

No.059

No.060

大阪シーリング印刷株式会社

甲賀協同ガス株式会社

所在地：滋賀県米原市藤川650
TEL：0749-58-1001
HP：http://www.osp.co.jp/

所在地：滋賀県甲賀市水口町ひのきが丘12番地
TEL：0748-62-0914
HP：https://www.kokakyodogas.co.jp/

シール・ラベル印刷業界のリーディングカンパニー
　創業92年の歴史の中で、1961年にはセルフラベルの特許を国
内で初めて取得、特に食品関連のシールには強みを持っておりま
す。現在、従業員3,000名超、営業拠点32か所、製造拠点14か
所を有し、シール業界では、国内トップクラスの規模と生産力を
有します。また、シールだけにとどまらず、フィルム製品、紙器パッ
ケージへと業容を広げ、総合パッケージメーカーへの更なる発展
を目指します。

会社の繁栄と社員の幸福との調和を目指します
　長時間労働の削減、有給休暇取得促進に努めています。今年度
は、時間単位での有給休暇制度の導入、以降、企業内託児所の設
置（九州地区）、勤務間インターバル制度、テレワーク制度導入
を検討中で、女性の活躍できる職場環境の構築、ワークライフバ
ランスのとれた会社を目指します。

エネルギーを通じ地域に貢献することが使命です
　私たち甲賀協同ガス㈱は、昭和43年の設立以来50年以上にわ
たり、地域密着型の会社として、安全・安心を第一に、LPガスや
都市ガスなどのクリーンエネルギーの供給を通じて地域に貢献し
続ける会社です。ライフラインとしての使命を果たすため、災害
時においても地域にガスをお届けできるよう体制を整備しており
ます。また、働き方改革にも積極的に取り組んでいきます！

業務効率向上とワークライフバランス実現の両立
　働き方改革は、会社が将来的に継続的発展を遂げるための最大
の経営戦略です。常に社員を一番大切にする会社、社員が誇りに
思える会社、家族や友人、お客様に胸を張って自慢できるような
会社、他社からベンチマークされるような会社、社員が「この会
社のためなら」と思える会社、そういう魅力にあふれる会社が目
指すべき姿です。

代表者 ：松口正
資本金：3億2,443万9,200円
従業員：滋賀工場 572名

（男性381名・女性191名）
設立：1954年

代表者 ：太田康彦
資本金：21,000万円
従業員：43名

（男性29名・女性10名・嘱託男性4名）
設立：1968年

売上金：960億5,300万円
１年目支給額（年収）：230～290万円
休日休暇：年間116日
勤務時間：①8：00～17：00②20：00～5：00交代勤務制

売上金：167,589万円
１年目支給額（年収）：260万円 （大卒、諸手当別途）
休日休暇：年間121日
勤務時間：8：25～17：30

会社データ

会社データ

採用状況 過去3年

採用状況 過去3年

●一般ガス導管事業許可
●ガス小売事業登録

●ISO9001認証取得（品質マネジメントシステム）
●ISO14001認証取得（環境マネジメントシステム）
●経済産業省 地域未来牽引企業

代表取締役社長 松口正

代表取締役社長 太田康彦

男性61名 女性48名

男性１名
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経営理念

経営理念

当社は、常にお客様の要求を第一に考
え、顧客要求を満足するサービスを確
保するために、職員一人一人が自主的
に、改善を含む「必要な行動」を行う
ことで、顧客満足度の向上を図ると共に、
地域や環境に配慮し、よき隣人となる。

当社は日本郵便グループの一
員として、社員の健康と安全を
最優先に置き、お客様の大切
な荷物を丁寧・確実にお届け
することを本分とします。

運
輸
・
物
流
業

運
輸
・
物
流
業

No.061

No.062

湖南運輸株式会社

トールエクスプレスジャパン株式会社

所在地：滋賀県栗東市上鈎48
TEL：077-553-2232
HP：https://shiga-konan.co.jp/

所在地：滋賀支店/滋賀県湖南市夏見1274　近江八幡支店/滋賀県近江八幡市西生来町1216-1
TEL：滋賀支店/0748-72-1181　近江八幡支店/0748-37-6160
HP：https://www.tollexpressjapan.com/

物を動かし、人を動かし、心を動かす
　1972年に設立し、2022年には50周年を迎えます。業務内容は
運送業務だけでなく、お荷物を物流センターで保管する「保管業務」
や流通プロセスにおける定型的作業を代行する「流通加工業務」等、
多岐にわたります。ドライバー職を希望の方は普通自動車運転免
許をお持ちであれば、大型一種免許をお持ちでない方も免許資格
支援制度を活用いただき、取得いただくことができます。

運行管理の徹底で拘束時間を大幅短縮
　5年前から働き方改革を本格化させ、運行前シミュレーション
と運行管理をハード・ソフト両面で徹底し、より安全かつ迅速な
運行をすることで、従業員の拘束時間の大幅な短縮を実現致しま
した。今後も運送業＝長時間労働といったイメージを払拭する社
内改革を行い、当社で働きたいと思っていただけるような社内環
境づくりに努めて参ります。

全国ネットワークで日本の物流を支える
　トールエクスプレスジャパンは、トラックによる貨物輸送を主た
る事業とする物流会社です。関東から九州まで約80箇所の拠点を活
用した全国輸送ネットワークを保有しています。2009年にオースト
ラリアのトールグループの一員となり、2015年には日本郵政グルー
プの日本郵便株式会社の傘下に入りました。今後は、グループの力
を活用して更に幅広い物流サービスをお客様へ提供していきます。

大変な時こそチームワークを発揮
　現在、運送業界はドライバー不足に悩まされており、当社でも
ドライバーが不足している支店が少なくありません。当社では、

『困ったときはお互い様』という思いから、社内の応援体制を構
築しています。忙しい時期には他支店や支社、本社からも応援要
員を出し、ドライバーの負担軽減、残業時間の削減に努め、苦境
を全員で乗り切っています！

代表者 ：中西栄
資本金：2,400万円
従業員：83名

（男性59名・女性24名）
設立：1972年

代表者 ：熊谷義昭
資本金：1,000万円
従業員：3,885名

（男性 3,470名・女性415名）
設立：2002年

売上金：11億円
１年目支給額（年収）：300万円～
休日休暇：日祝、年末年始
勤務時間：8：30～17：00
※運行スケジュールによる変更あり

売上金：510億2,300万円
１年目支給額（年収）：350万円（大卒）
休日休暇：年間100日
勤務時間：8：00～16：30

会社データ

会社データ

採用状況 過去3年

採用状況 過去3年

●ISO9001認証取得（品質マネジメントシステム）
●全日本トラック協会「安全性優良事業所」認定

代表取締役社長 熊谷義昭

代表取締役社長 中西栄男性21名 女性10名

男性40名 女性27名
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経営理念

経営理念

当社は運送事業・倉庫事業・製造事業の
３本柱を軸として、「三方良し」の精神を
経営理念としております。丸五三方良し
の精神は、“顧客満足度100%・社員満
足度100%・地域社会への貢献度”を基
に新たな挑戦、チャレンジをしていきます。

我々は、地球的視野に立ちビジ
ネスロジスティクスを介し【共
有できる歓び】【共感し得る価値】

【共生したる環境】を先進創造
しお客様・株主様・従業員と
共に社会の繁栄に貢献する。

運
輸
・
物
流
業

運
輸
・
物
流
業

No.063

No.064

丸五運送株式会社

株式会社メイコン

所在地：滋賀県甲賀市土山町市場1035番地4
TEL：0748-67-0511
HP：http://www.marugo-unsou.co.jp

所在地：日野営業所/滋賀県蒲生郡日野町北脇15　滋賀営業所/滋賀県長浜市三田町1427
TEL：日野営業所/0748-53-3311　滋賀営業所/0749-74-3043
HP：http://www.meikon.co.jp/

「運ぶ」「保管」「つくる」の3つの事業
　運送事業部：システム化、IT化を通じて輸送の効率化を推進。社
員一同「安全」「迅速」「確実」を心がけご満足いただけるサービスを
お届けしています。　倉庫事業部：リアルタイムな在庫管理システム
と熟練された作業員により、お客様からのご依頼に迅速かつ的確に対
応しています。　製造事業部：管更生樹脂材料を適正な品質管理のも
と安定供給に努めており、生産能力と品質の向上に注力しています。

「働きやすい職場環境」つくりを重視
　社長を含めた全社員のコミュニケーションの場としてご家族参
加型のBBQ大会を毎年開催しています。また、上司との面談の機
会があり、言いたいことや相談ができる風通しのよい職場です。　
個々の意見、意思を尊重し60歳の定年後も希望される方は65歳
まで嘱託社員として働いていただけます。これからも働きやすい
職場づくりに取り組んでいきます。

今年創業60周年を迎える地域密着型の物流会社
　当社は、東証一部上場のニッコンホールディングスのグループ
企業として、倉庫事業・輸送事業・流通加工事業など、物流のあ
りとあらゆる業務を担う総合物流企業です。愛知県・滋賀県合わ
せて4万4千坪の倉庫と財務安定力がある点が強みです。また、当
社の社風はフラットな人間関係が特徴で、厳しさや緊張感の中に
も和気あいあいとした雰囲気がどの部署でも感じられる会社です。

働き方改革への取り組みについて
【労働時間の短縮】従業員が健康で充実した生活を送るため、年
間総労働時間の短縮を推進しています。

【年次有給休暇の取得】従業員の自主性に基づき、希望する該当
日での取得が出来る体制を整えています。

【職場環境整備の推進】事務所・倉庫内の環境に適した照明・空
調を導入し、職場環境整備を推進しています。

代表者 ：松岡繁利
資本金：3,000万円
従業員：80名

（男性73名・女性7名）
設立：1978年

代表者 ：長濵英己
資本金：4,800万円
従業員：202名

（男性138名・女性64名）
設立：1954年

売上金：15億円
１年目支給額（年収）：300万円～
休日休暇：年間105日
勤務時間：-

売上金：46億円
１年目支給額（年収）：300万円
休日休暇：年間105日
勤務時間：8：30～17：30

会社データ

会社データ

採用状況 過去3年

採用状況 過去3年

●平成17年 安全性優良事業所（Ｇマーク）の認可取得
●平成27年 グリーン経営認証取得
●平成30年 小牧警察署より警察業務の協力による表彰

代表取締役 松岡繁利

代表取締役社長 長濵英己

男性10名 女性３名

男性15名 女性13名
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採用状況 過去3年

採用状況 過去3年

経営理念

経営理念

創業より最も大切にしてきたこ
とは、永年に渡るお付き合い
を通じて育んできたお客様や
取引先様との信頼の絆です。こ
の信頼の絆が大きな財産、誇
りです。

心技体ともに一流を目指し、地域社
会に貢献できる会社にしていく(基本
理念)私たちは常にお客様の立場で
考動し、親切・丁寧な接客を心掛け、
ここに来て良かった、また来ようと
思っていただけるお店を目指します。

卸
売
・
小
売
業

卸
売
・
小
売
業

No.065

No.066

元三フード株式会社

湖東タックス株式会社

所在地：滋賀県大津市長等2丁目3-32
TEL：077-524-2929
HP：http://www.gensan-f.co.jp/

所在地：滋賀県東近江市八日市緑町22-6
TEL：0748-22-3116
HP：https://kototacs.com/

お客さまとの会話がやりがいです。
　元三フード株式会社は創業明治三十五年。
創業110年を超える老舗として、滋賀、大阪、京都に店舗を展開
しています。また、有名百貨店や、大手スーパーの中に出店しギ
フト商品を全国へお届けしています。こだわりの自社指定牧場で
は、育てた近江牛が最優秀賞を受賞しています。NPO法人「げ
んさん食育NPO基金」の設立や、フィギアスケート「げんさん
CUP」などを開催し食を通じて社会に貢献しています。

社是は「いい会社」。笑顔であなたらしくお仕事。
　残業代はなんと1分単位までしっかり支給致します。春夏の大
型連休や持ち家制度、各種の手当や海外研修もあってあなたのや
る気・がんばりを応援しています。

おかげさまで創業３０周年を迎えました。
　KDDIの一次代理店として、auショップ八日市とauショップ彦
根ベルロードの２店舗と、法人営業部を運営しています。携帯電
話やタブレット端末の販売をはじめ、auでんき・auWALLETカー
ドなどのライフデザイン商材を取り扱っております。地域に貢献
し皆様から「湖東タックスがあってよかった」と思っていただけ
る理想の会社にすべく日々努めております。

働きがいのある職場で充実した毎日を！
　時短社員制度の導入や、年間休日を増やす取り組みを行って
います。社内交流イベントも季節ごとに行っています。また、
2018年度には、店舗スタッフ全員参加の「販売コミニュケーショ
ン研修」を行いました。お客様のご希望に沿った提案をするスキ
ルを学ぶことで、お客様に満足いただける提案を目指しています。

代表者 ：谷口剛
資本金：1,000万円
従業員：175名

（男性70名・女性105名）
設立：1948年

代表者 ：西野吉郎
資本金：1,000万円
従業員：18名

（男性4名・女性14名）
設立：1989年

男性７名

男性３名 女性10名

売上金：68億円
１年目支給額（年収）：300～400万円
休日休暇：週休2日制
勤務時間：8：00～18：00

売上金：8億707万円
１年目支給額（年収）：300万円
休日休暇：年間106日
勤務時間：9：20～18：20

会社データ

会社データ

代表取締役 西野吉郎

代表取締役社長 谷口剛
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経営理念
1.私達は、機械工具の販売と技術力の発信を通じて、も
のづくりの発展と地球環境の保全に貢献します。2.私達
は、コミュニケーションを大切にし、共に助け合い、共
に成長し、共に喜びを分かち合える組織を作ります。3.私
達は、豊かな社会を築くために、感性を磨き、感謝の心
を育み、自らが発信の起点となれるよう学び続けます。

卸
売
・
小
売
業

卸
売
・
小
売
業

No.067

No.068

三共精機株式会社
所在地：滋賀県栗東市安養寺２丁目６番７号
TEL：077-552-3770
HP：http://www.sankyo-seiki.com/

進化し続けるものづくりの課題解決業！
　当社は切削工具、測定工具・機器、環境関連商品、工作機械、
設備・装置などを取り扱う機械工具専門商社です。お客様が抱え
るものづくりの課題に共に向き合い、解決に向けて総合的に提案
をさせていただいております。近年ものづくりの進化に伴い、課
題もグローバル化や複雑化し続けておりますが、商社という機能
を活かし柔軟に対応し、日々課題解決に向けて取り組んでいます。

健康経営で一人ひとりが働きやすい職場づくり
　健康診断の100％健診をはじめとした取り組みを健康事業所宣
言として掲げ、健康経営優良法人2018を取得しています。また
業務の効率化と多様な人材を採用して増員を図ることで残業時間
短縮の取組みも行いました。正社員を中心に子育て中の方や障碍
者、留学生など様々な方が一緒に協力して働くことで、時間外勤
務は月平均8時間以下となっています。

代表者 ：石川武
資本金：1,000万円
従業員：71名

（男性42名・女性29名）
設立：1948年

売上金：44億1,700万円
１年目支給額（年収）：300万円
休日休暇：年間120日
勤務時間：9：00～18：00

会社データ

採用状況 過去3年
代表取締役社長 石川武男性９名 女性14名

●健康経営優良法人2018
●KESステップ2SR

経営理念
CSR活動の積極的な取組みを
通じ、①お客様の満足度No.1
と感動の演出、②健康で安全
な職場環境の維持向上、③更
なる経営改善で安定収益の確
保、を目指します。

滋賀トヨタ自動車株式会社
所在地：滋賀県大津市本宮2丁目9-12
TEL：077-524-6711
HP：http://www.shigatoyota.co.jp

２０１９年に創立７７周年を迎える自動車販売会社
　滋賀県でトヨタ車・レクサス車の販売、自動車整備、各種周辺
商品の販売等、お客様のカーライフをサポートしている企業です。

「販売」のイメージが強く思われますが、仕事はお客様のお役立ち。
お客様のカーライフを隅から隅までトータルでサポートすること
が仕事です。大変革期に入っている自動車業界において、これか
ら一緒にチャレンジしましょう。

休日のシフト制を採用しメリハリのある働き方へ
　2019年より休日のシフト制を採用します。自動車ディーラー
は平日しか休みがない、こんな声も昔は耳にしました。働く社員
が働きやすく休みやすい、更に休みがより充実できれば仕事の充
実につながると考えています。自動車業界も変革の時代に入って
います。新しい時代の流れに乗ってメリハリのある働き方にして
いきたいと考えています。

代表者 ：藤敦秀二
資本金：１億800万円
従業員：321名

（男性275名・女性46名）
設立：1942年

売上金：170億円
１年目支給額（年収）：296～356万円
休日休暇：年間112日＋１日
勤務時間：9：30～18：00

会社データ

採用状況 過去3年
代表取締役社長 藤敦秀二男性36名 女性13名

●エコアクション21
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経営理念

経営理念

当社は、暮らしを豊かにする商
品を流通させ、喜んでもらうた
めに存在します。

千成亭は、古くから伝承された
近江肉を継承し、食生活を通じ
てより豊かな食文化を創造し、
社員とともに喜びを分かち合い
ながら広く社会に貢献します。

卸
売
・
小
売
業

卸
売
・
小
売
業

No.069

No.070

株式会社トーホーコーポレーション

株式会社千成亭

所在地：滋賀県栗東市安養寺7丁目6-12-3
TEL：077-596-3421
HP：http://toho-corp.co.jp/

所在地：滋賀県彦根市平田町808
TEL：0749-26-2299
HP：http://www.sennaritei.jp/

目先の売上ではなく、顧客の未来を一緒に作る
　家庭用品・インテリア雑貨などのカテゴリーに特化した、独自
の取扱い商品群を誇ります。その商品数はなんと、3万点以上です。
そのほとんどを、弊社物流倉庫3拠点にて在庫して販売していま
す。卸し先は、県内のホームセンター様や雑貨店に加え、近隣県
の店舗はもちろん、全国のネットショップ様へも卸しています。

ノー残業デー導入で家庭での役割の時間も確保
　ノー残業デーを導入し、活用中です。毎週水曜の実施に加え、
子どもが居る従業員は子どもの誕生日もノー残業デーになりま
す。所属長が強制的に仕事の調整をしてくれます。当社で働く従
業員の家庭における役割も大切に出来るよう、プライベートを確
保出来るような環境を整えていっています。

地域とともに「ひと対ひと」の温かい関係を築く
　昭和23年の創業以来、精肉店を営み、レストラン事業を展開し
てきた当社は、彦根を拠点に近江牛専門店として地域とともに歩
んできました。これからは更なる地域貢献に向けて、近江牛のルー
ツである「彦根牛（ひこねうし）」を復活させ、近江牛よりさら
にプレミアムなブランドに育てることが目標です。私たちと一緒
に、彦根をもっと多くの方が訪れる場所に変えていきましょう。

環境整備で業務改善を日常化
　千成亭では毎月1回、環境整備点検を行っています。作業動線
や業務効率の改善はもちろん、モノやコトを整頓することで「心
を整える」ことを重要視しています。自分たちの心を整えること
で、周りへの気遣いができ、さまざまな価値観を受け入れ、人そ
れぞれの働き方に対する理解が深まっています。

代表者 ：梶本幸伸
資本金：2,000万円
従業員：122名

（男性11名・女性5名・パート106名）
設立：1972年

代表者 ：上田健一郎
資本金：4,000万円
従業員：128名

（男性 55名・女性73名）
設立：1969年

売上金：25億円
１年目支給額（年収）：293万円
休日休暇：土日
勤務時間：9：00～18：00

売上金：21億1,112万円
１年目支給額（年収）：260万円
休日休暇：年間105日
勤務時間：8：30～18：00

会社データ

会社データ

採用状況 過去3年

採用状況 過去3年

●滋賀県食品自主衛生管理認証制度S-HACCP認証
●均等推進企業滋賀労働局長優良賞
●厚生労働大臣食品衛生優良施設表彰

滋賀県ワーク・ライフ・
バランス推進企業

滋賀県イクボス
宣言企業

代表取締役 梶本幸伸

代表取締役社長 上田健一郎

男性３名 女性１名

男性18名 女性15名
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経営理念
社員の成長と共に地域から支
持される存在意義のある会社
の目指します。

卸
売
・
小
売
業

卸
売
・
小
売
業

No.071

No.072

トヨタカローラ滋賀株式会社
所在地：滋賀県草津市東草津二丁目３番54号
TEL：077-563-4111
HP：https://shiga.corolla-dealer.jp/

新車販売はもちろん。もっと「幸せ創造企業」に
　1965年に創業して以来トヨタ系正規ディーラーとして地元の
皆様にご支持いただいてきました。技術革新やお客様のニーズの
多様性に対応し、「もっと喜ばれ地域に貢献できることはないか」
を模索。クルマを売るだけのディーラーという枠を越え、お客様
に「楽しさ・快適さ・集う場所」として地元の皆様から圧倒的に
支持されるためにセルフブランディングに力を入れています。

公私共に充実を。それが「良い仕事」への必須要素
　「プライベートの充実が良い仕事へのエネルギー」と考える私
たち。従業員の権利である有給休暇に関して計画付与制度を導入、
年間５日間の有給休暇取得促進の措置として実施しています。女
性の活躍も期待する弊社は、「産休・育休」の積極活用を実現。
そして社員家族も利用できる「総合福利厚生サービス」を導入し
オフも充実です！

代表者 ：岩城正憲
資本金：4,000万円
従業員：340名

（男性292名・女性48名）
設立：1965年

売上金：163億円
１年目支給額（年収）：255～315万円
休日休暇：年間109日
勤務時間：9：30～17：30

会社データ

採用状況 過去3年
代表取締役社長 岩城正憲男性21名 女性20名

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

株式会社ナカザワ
所在地：滋賀県湖南市中央2-92
TEL：0748-72-6017
HP：http://nakazawa-group.co.jp/

時計店、眼鏡販売のFC店を全国そして海外に展開
　当社は、昭和27年12月に旧甲西町下田に「中沢時計店」とし
て誕生しました。その後、昭和61年5月に株式会社ナカザワを設
立。時計は全国のイオンモール等のインショップとして「タイム
ステーションNEO」のブランドで、眼鏡販売は主に「眼鏡市場」

「ALOOK」のFC店として展開しています。平成26年1月に海外第
1号店をベトナムに出店し、現在は国内94店舗、海外8店舗の合
計102店舗の業容です。

働きがいのある職場環境づくりに努めます
　経営理念にあるように、社員の幸福追求を目指します。性別や
国籍、年齢等の属性に関係なく多様な人材を求めています。特に
女性活躍推進に力を入れて優秀な人材を輩出し、社内が活性化す
ることを目標にします。また、人員配置の見直しや他店への応援
体制を確立することで、有給休暇取得率アップを目指します。

代表者 ：中澤道盛
資本金：5,000万円
従業員：440名

（男性182名・女性94名・パート164名）
設立：1986年

売上金：63億3,000万円
１年目支給額（年収）：240万円
休日休暇：年間84日
勤務時間：シフト制

会社データ

採用状況 過去3年
代表取締役 中澤道盛男性63名 女性45名

71



経営理念
我が社は、自動車販売、整備
業を主体とし常に顧客第一、
社会調和、人間尊重をモットー
に共に協力してお客様にありが
とうと言われる商品とサービス
を提供していきます。

卸
売
・
小
売
業

卸
売
・
小
売
業

No.073

No.074

株式会社平田自工ホンダカーズ土山
所在地：滋賀県甲賀市土山町大野2617
TEL：0748-67-1046
HP：http://www.hondacars-tsuchiyama.com/

幸せなカーライフスタイルのお手伝い
　私たちの仕事は、ホンダ車を通じてお客様に安心快適なカーラ
イフを送っていただくことです。車の販売だけでなく、点検、修
理などのメンテナンス、自動車保険などお客様のカーライフを豊
かにする、さまざまなご提案を行います。人と人とのつながりを
大切に、お客様との信頼関係を築き、自然豊かな甲賀市で地域密
着型の絆づくりをしていくことが大切だと考えます。

ＥＳ（従業員満足）なくしてＣＳ（顧客満足）なし
　お客様に満足をしていただくサービスを提供する為には、従業
員自身が健やかでなくてはなりません。まず従業員が休みやすい
環境を作る為、定休日を水曜日だけでなく第２、第４火曜日も休
店日にしました。２ヶ月に一度、改善提案を提出し働きやすい会
社、やりがいのある職場環境を実現することを全従業員で考え、
新入社員の意見なども採用される風通しの良い会社です。

代表者 ：石田清司
資本金：2,000万円
従業員：29名

（男性19名・女性10名）
設立：1970年

売上金：12億円
１年目支給額（年収）：300万円
休日休暇：年間105日
勤務時間：8：30～18：00

会社データ

採用状況 過去3年
代表取締役社長 石田清司男性３名 女性６名

経営理念
一、従業員の幸福
一、お客様の満足
一、会社の繁栄

株式会社北陸近畿クボタ
所在地：滋賀県長浜市曽根町1399
TEL：076-275-9555
HP：http://www.hokurikukinki-kubota.co.jp/

農業機械の販売・修理を通じ、地域農業をサポート
　当社は農業機械のリーディングカンパニーであるクボタグルー
プの販売会社です。滋賀、京都、福井、富山に営業拠点を展開し「農
業機械」を通じた「地域密着型」の活動で、農家の皆様の良きパー
トナーとなれるよう日々活動しています。農業機械の販売が中心
ですが、その他にもクボタファーム事業、ドローン事業等の新規
事業の展開も行っています。

仕事と生活の調和をとりやすい環境づくり
・全社定時退社日を設定して、仕事と生活の調和をとりやすい環

境をつくっています。
・冬季の通勤に配慮して12月～2月は始業時間を通常より30分遅

くして、9時始業にしています。
・誕生日や結婚記念日などの記念日に休暇が取れる“アニバーサ

リー休暇”があります。

代表者 ：上田峻
資本金：9,500万円
従業員：420名

（男性 342名・女性78名）
設立：2015年

売上金：145.8億円
１年目支給額（年収）：320万円
休日休暇：年間109日
勤務時間：8：30～17：30　（冬季 9：00～17：00）

会社データ

採用状況 過去3年
代表取締役社長 上田峻男性６名 女性３名
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経営理念

経営理念

社員・家族の幸福と会社の発
展は車の両輪である。地域に
貢献し、お客様の信頼を得て、
社業を発展させると共に、常に
社員の安全を確保し、その家
族の幸福を目指す。

当社は、暮らしを豊かにする商
品を流通させ、喜んでもらうた
めに存在します。

卸
売
・
小
売
業

卸
売
・
小
売
業

No.075

No.076

株式会社松岡鋼材

リビングアンドヘルス株式会社

所在地：滋賀県甲賀市甲南町野尻76番地の１
TEL：0748-86-3003

所在地：滋賀県栗東市安養寺7丁目2-22
TEL：077-516-4791
HP：https://living-health.co.jp/

創業６０年、地域に密着した鉄鋼販売会社です
　当社は東証一部上場商社である阪和興業㈱のグループ会社で、
京滋地区における営業・加工・配送の拠点として重要な機能を
担っております。阪和興業の提唱するソコカ（即納・小口・加工）
戦略を実践する最前線として、地域密着の営業活動を展開中です。
今後益々の成長を目指して営業・一般事務・加工・運送の部門で
正社員として頑張ってくれる若者を募集しております。

子育て中でも働きやすい、休暇制度のある環境です
　現在従事している女性社員の多くが子育て中です。出産・育児
休暇の取得はもちろんのこと、育児と仕事の両立が図れるよう、
皆同じ経験をしてきた者同士で思いやりの精神を持って子育てを
応援する環境です。有給休暇をより取得しやすいように、半日有
休制度も設けており、実際に有効に活用されています。

日本一楽しいネットショップを目指しています！
　家庭用品・インテリア雑貨などのカテゴリーに特化した、独自
の取扱い商品群が自慢です。その自慢の商品点数は、3万点以上
です。楽しくお気に入りが見つかるまでお客様に選んでいただけ
る商品数の多さだけではなく、自社にて撮影して他のショップと
の差を出したり、独自コンテンツなどの企画で商品を提案したり
しています。ネットショップモールの楽天・Yohoo!などで受賞
歴もあります。

ノー残業デーでプライベートも充実
　働き方改革として、ノー残業デーを活用中です。毎週水曜の実
施に加え、子どもが居る従業員は子どもの誕生日もノー残業デー
になります。所属長が強制的に仕事の調整をしてくれます。当社
で働く従業員の家庭における役割にも配慮し、プライベートも大
切に出来るよう、環境を整えていっています。

代表者 ：菊川博士
資本金：1,000万円
従業員：21名

（男性14名・女性7名）
設立：1978年

代表者 ：梶本幸伸
資本金：800万円
従業員：73名

（男性7名・女性12名・パート54名）
設立：2005年

売上金：10億6,000万円
１年目支給額（年収）：220～315万円
休日休暇：年間105日
勤務時間：8：30～17：30

売上金：27億円
１年目支給額（年収）：293万円
休日休暇：土日
勤務時間：9：00～18：00

会社データ

会社データ

採用状況 過去3年

採用状況 過去3年

代表取締役 菊川博士

代表取締役社長 梶本幸伸

男性６名 女性５名

男性４名 女性９名
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