
平成27年4月1日　現在

アインズ㈱ 協和㈱ 東レテクノ㈱　環境科学技術部

㈱アオヤマエコシステム ㈱近畿エコサイエンス ドニコ・インター㈱

㈱暁精工所 (一財)近畿健康管理センター トライアングルウェブ

アラウンド・エー㈱ ㈱近畿分析センター 長岡産業㈱

㈱宇野工務店 黒田紙業㈱　栗東営業所 ㈱ナカテック

近江鍛工㈱ ㈲ケーユーシステム ㈱中村組

大島造園土木㈱　滋賀営業所 湖国精工㈱ 日伸工業㈱

㈱大田鉄工所 寿木材工業㈱ 日本ガラストロニクス㈱

大津板紙㈱ 三陽建材㈲ 日本黒鉛工業㈱　石山工場

大塚食品㈱　琵琶湖研究所 ㈱滋賀銀行 日本黒鉛工業㈱　瀬田工場

大津電機工業㈱ 滋賀県信用保証協会 日本精工㈱　大津工場

大輪建設㈱ 滋賀殖産㈱ 日本電気硝子㈱　大津事業場

オプテックス㈱ 滋賀特機㈱ 野村マイクロ･サイエンス㈱　京滋出張所

オルガノ関西㈱ ㈱昭建 ㈱林田工業所

特定非営利活動法人　カーボンシンク ㈱シンシア 琵研工衛㈱

鐘井輝経営事務所 新生化学工業㈱ ビジネスサービス㈱

㈱カネカ　滋賀工場 水道機工㈱　滋賀事業所 ㈱ビッツ

㈲金山金属 ゼオンポリミクス㈱　大津事業所 びわ湖放送㈱

㈱叶匠寿庵 セントラルロジコ㈱ ㈱琵琶湖ホテル

㈱環境総合テクノス　滋賀支店 タカラバイオ㈱ 富二設計コンサルティング㈱

㈱関西アーバン銀行 ㈲テイクワン ㈱フュージョンテック

関西オートメ機器㈱ 電気硝子ユニバーサポート㈱ ㈱プリンスホテル

関西ティーイーケィ㈱ 東洋建設㈱ ㈱堀場製作所

関西電力㈱　滋賀支店 東洋紡㈱総合研究所 ヤマナカ　セラダイン㈱　滋賀事業所

㈱木下カンセー 東レエンジニアリング㈱　滋賀事業場 洛東化成工業㈱

木村電工㈱ 東レ㈱滋賀事業場 ㈱リ・クーブ

綾羽工業㈱　高島工場 新旭電子工業㈱ 高島晒協業組合

㈱大山建設 信和精工㈱ 高島市民病院

㈱桑原組総合プラント 杉橋建設㈱ 田中建材㈱

㈱栄 太陽精機㈱　びわこ工場 鉄屋商事㈱

㈱澤村 高島運輸㈱

天野エンザイム㈱　滋賀工場 ㈱ＫＯＨＤＥＮ 東洋ガラス㈱　滋賀工場

㈱ヰゲタ設備工業所 甲陽興産㈱ トヨタＴ＆Ｓ建設㈱　滋賀出張所

イチイ産業㈱　水口工場 甲陸ロジスティクス㈱ ナイテック工業㈱　甲賀工場

㈱エコパレット滋賀 ㈱コーティング企画 ㈱ナルコ岩井　滋賀製造所

㈲エビオ （公社）湖南工業団地協会 西川ローズ㈱

㈱オーテック工業 ㈱サンユ技工 日産陶業㈱

大原薬品工業㈱　神工場 三和産業㈱ 日本ロジパック㈱

喜楽鉱業㈱ 住江テクノ㈱ 堀川化成㈱　滋賀工場

㈱近畿理研 ㈱ソイルテクニカ　 ㈱正美工業

甲賀高分子㈱ 　　　リース事業部大阪機械センター ㈱三峰環境サービス

甲賀電気設備㈱ 園田商事㈱ ㈱山崎機械製作所

甲西陸運㈱ 大正薬品工業㈱

公益社団法人　滋賀県環境保全協会　会員名簿

正会員＜大津地域＞

正会員＜湖西地域＞

正会員＜甲賀地域＞
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平成27年4月1日　現在

旭化成エンジニアリング㈱ 京都和光純薬㈱　栗東営業所 竹村商事㈱

旭シュエーベル㈱　守山工場 近畿環境保全㈱ ㈱田中誠文堂

㈱アヤシロ 京滋倉庫㈱ 中外商工㈱

㈱アヤハ環境開発 ㈱ＳＩＯＮ ㈱テクノサイエンス

㈱イーハーヴェスト シガスプリング㈱ ㈱西日本技術コンサルタント

㈱イシダ　滋賀事業所 滋賀日万㈱ 日電硝子加工㈱

石原産業㈱　中央研究所 滋賀フジクリーン㈱ 日新産業㈱

一冨士フードサービス㈱ (一財)滋賀保健研究センター 日本硬質硝子㈱

㈲ヴァンテック ジャパンパイル㈱　八洲工場 ㈱ノチダ

㈲内田商店 シンコー㈱ 富士車輌㈱

㈲エル・ビー・エルコーポレーション スターエンジニアリング㈱ ㈱フレックスコンピュータシステム

㈱近江物産 ㈱スマイ印刷工業 森産業㈱

近江ユニキャリア販売㈱ ㈱セルミック 山科精器㈱

㈱オーミック 高砂熱学工業㈱　滋賀営業所 ㈱ライプロンコーポレーション滋賀工場

環境創研㈱ 高畑産業㈱ 栗東木材㈱

浅小井農園㈱ 江東製織㈱ ニチユ三菱フォークリフト㈱　滋賀工場

旭化成住工㈱　本社滋賀工場 澤染工㈲ 日本電気硝子㈱　能登川事業場

㈱イトーキ　生産本部　滋賀工場 ㈱サンキコー 日本パーカライジング㈱

㈲伊徳織物整理工場 三光合成㈱　滋賀工場 ㈱日本パネルシステムズ

㈱今井工業 滋賀東リ㈱ 日野薬品工業㈱

㈱魚国総本社　大阪総合センター 滋賀三谷セキサン㈱ ㈱日吉

エイエフティー㈱ 第一工業製薬㈱　滋賀事業所 ㈱ヒロセ

エス・エス・アルミ㈱ ㈱大紀アルミニウム工業所 福田金属箔粉工業㈱　滋賀工場

㈱エフアールピー産業 ㈱ダイゴ 富士包装紙器㈱　日野工場

近江オドエアーサービス㈱ ダイハツ工業㈱　滋賀（竜王）工場 ヘンケルジャパン㈱

近江織物㈱ ㈱ダイハツビジネスサポートセンター 前出産業㈱

(公財)近江兄弟社 ヴォーリズ記念病院 　　　　　　　滋賀営業所 マツヤマ電機㈱　滋賀工場

大西電子㈱ ㈱ダイフク　滋賀事業所 丸中製麺㈱

㈱岡山建設 タキロンプロテック㈱　本社工場 村防工業㈱

化研テック㈱　滋賀工場 辻プラスチック㈱ ムラテックメカトロニクス㈱　本社滋賀事業所

㈱片岡精起製作所 ツチダ開発㈱ ㈱ヤマプラ

カナフレックスコーポレーション㈱ ㈱ティラド 滋賀製作所 ㈱UACJ押出加工滋賀

㈱かんき建設 ㈱寺嶋製作所 ㈱雪国まいたけ　滋賀パッケージセンター

㈱関西オークラ ㈱利川プラスチック 行田電線㈱

京セラ㈱　滋賀蒲生・八日市工場 凸版印刷㈱　 ユニキャリア㈱　滋賀工場

㈱京都銀行　近江八幡支店 エレクトロニクス事業本部滋賀工場 ㈱吉野工業所　滋賀工場

京都理化学器械㈱　滋賀支店 ㈱中川嘉弘商店 ㈱ラーゴ

近畿化学工業㈲ ㈲中藤織物整理工場 ライム㈱

近畿地水㈱ 西川テックス㈱ ㈱ロッテ　滋賀工場

クローダジャパン㈱滋賀事業所 ㈱日映日野 ㈱和晃

恵和㈱　滋賀工場

正会員＜東近江地域＞

正会員＜南部地域＞

公益社団法人　滋賀県環境保全協会　会員名簿
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㈱旭金属工業所 滋賀工場 大洋産業㈱ 彦根ゼラチン㈱

㈱永昌堂印刷 多賀㈱ 日の出㈱

キリンビール㈱　滋賀工場 タカタ㈱　愛知川製造所 ㈱ファインシンター　滋賀工場

キリンビバレッジ㈱　滋賀工場 ㈱竹田メッキ工業所 フジテック㈱

栗本コンクリート工業㈱ 立川ブラインド工業㈱　滋賀工場 藤本製薬㈱

呉羽テック㈱　河瀬工場 ㈱棚橋食品 ㈱ブリヂストン　彦根工場

㈱コクヨ工業滋賀 ㈱たねや 古河ＡＳ㈱

滋賀建機㈱ ＴＢカワシマ㈱ ㈱古川シェル

滋賀中央信用金庫 寺田食品㈱ ホシデンエフ・ディ㈱

昭和アルミニウム缶㈱　彦根工場 ㈱ナイキ　彦根工場 北海製罐㈱　滋賀事業所

杉本工業㈱ ㈱ナツハラ マルホ㈱　彦根工場

㈱杉本商事 夏原工業㈱　彦根事業所 ㈱ミヤジマ

 ㈱ＳＣＲＥＥＮホールディングス　彦根事業所 ㈱ニイタカ　びわ湖工場 名静企業㈱　滋賀事業所

大東電材㈱　彦根事業所 日本研削砥粒㈱ ㈲ヤマダ油脂

㈱ダイニチ パナソニック㈱　アプライアンス社　 ㈱大和バルブ　彦根工場

ダイニック㈱　滋賀工場 ビューティ・リビング事業部　彦根工場 ユニバーサル製缶㈱

アコース㈱ 湖北大阪生コンクリート㈱ 日本ソフト開発㈱

㈱旭ハウジング 湖北工業㈱ 日本電気硝子㈱　滋賀高月事業場

㈱立売堀製作所 ＭＡＵグループ湖北松商㈱ ㈱ビプレ

㈲伊吹金属 醒井工業㈱ 不二電設工業㈱

特定非営利活動法人エコアクション21 サンオクト㈱ 扶桑工業㈱

地域事務局びわこ ㈱三光米原 ㈱文昌堂

㈱エコプラン ジーワン㈱ 兵神装備㈱　滋賀事業所

㈱エスケイカンポスト ㈱清水商会 豊栄建設㈱

エスジーエスエンジニアリング㈱ 新江州㈱ 三菱樹脂㈱　長浜工場

㈱エノモト ㈱住文 メグミ㈱

エルナー㈱　滋賀事業所 大栄テクノ㈱ ㈱山久　

近江化学工業㈱　本社工場 髙橋金属㈱ ㈱山正

近江ベルベット㈱ ㈱チューエツ　滋賀工場 山室木材工業㈱

オオサワ㈱ 鶴賀電機㈱　滋賀工場 ヤンマー㈱小形エンジン事業本部

大塚産業クリエイツ㈱ ㈱ＴＫＸ 長浜工場 ヤンマー農機製造㈱　伊吹工場

奥伊吹観光㈱ ㈱鳥塚 ㈱ヤンマービジネスサービス

オリエンタル酵母工業㈱　長浜研究所 中川造園 ヤンマー物流サービス㈱　滋賀事業所

国友工業㈱ 長浜キヤノン㈱ 利高工業㈱　滋賀工場

KBセーレン㈱ 長浜信用金庫 ㈱リプテクス

江洲産業㈱ 南久ちりめん㈱ ㈱ワコー　長浜工場

㈱光徳メッキ工業所 日軽パネルシステム㈱　滋賀工場 ワボウ電子㈱　本社工場

公益社団法人　滋賀県環境保全協会　会員名簿

正会員＜湖東地域＞

正会員＜湖北地域＞
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エコサイクル㈱ ㈱ジーエス環境科学研究所 ㈱テクノプラン

㈱エコ・プロジェクト 滋賀明興㈱ ㈱成田

大阪ガス㈱エネルギー事業部 信州工業㈱ （一社）ネオマテリアル創成研究会

栗田工業㈱滋賀営業所 高橋金属㈱ ㈱前田造園

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 国立大学法人　滋賀大学 立命館大学

公立大学法人滋賀県立大学 学校法人関西文理総合学園　 龍谷大学 龍谷エクステンションセンター

滋賀県立琵琶湖博物館 長浜バイオ大学

特別会員

公益社団法人　滋賀県環境保全協会　会員名簿

賛助会員
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