
【１月 15 日開催】湖北エリア合同企業説明会 面接＆相談会 

出展企業一覧・求人情報一覧 

 

【午前の部／９：００～１２：００】 

 ワボウ電子株式会社 

 株式会社ダイチュウ 

 リゾートトラスト株式会社 エクシブ琵琶湖 

 グランド化学株式会社 

 社会福祉法人 滋賀県障害児協会 湖北タウンホーム 

 株式会社ミールサービスたにぐち 

 大塚産業ソーイン株式会社 

 株式会社ヤブゲン 

 株式会社近江イエローハット 

 株式会社立売堀製作所 

 有限会社チャンピオンインターナショナル 

 カシロ産業株式会社 

 三菱ケミカル株式会社 滋賀事業所 

 

【午後の部／１３：００～１６：００】 

 エルナープリンテッドサーキット株式会社 

 リゾートトラスト株式会社 エクシブ琵琶湖 

 株式会社ミールサービスたにぐち 

 大塚産業ソーイン株式会社 

 社会福祉法人湖北会 

 株式会社立売堀製作所 

 有限会社チャンピオンインターナショナル 

 アコース株式会社 

 日本郵便株式会社 長浜郵便局 

 株式会社ナンガ 

 介護老人保健施設 琵琶 

 カシロ産業株式会社 

 三菱ケミカル株式会社 滋賀事業所 

  



ハローワーク求人情報一覧 

 

エルナープリンテッドサーキット株式会社（午後） 

事業内容 プリント配線板 製造・販売 

求人情報① 求人番号 25020-04711011 

職種 生産管理職 

雇用形態 正社員 

勤務地 長浜市田町 30 番地 

求人情報② 求人番号 25020-05636111 

職種 設備保全職 

雇用形態 正社員 

勤務地 長浜市田町 30 番地 もしくは 三田町 1713-1 

求人情報③ 求人番号 25020-05637711 

職種 製造技能職（機器オペレーター） 

雇用形態 正社員 

勤務地 長浜市田町 30 番地 もしくは 三田町 1713-1 

 

  



 

ワボウ電子株式会社（午前） 

事業内容 電子部品の製造、電子機器の製造、半導体洗浄装置の組立など 

求人情報① 求人番号 25020-05301311 

職種 製造職 

雇用形態 正社員 

勤務地 浅井工場・加納工場・本社工場のいずれか 

求人情報② 求人番号 25020-04972911 

職種 事務パート職 

雇用形態 パート 

勤務地 浅井工場 

求人情報③ 求人番号 25020-04470411 

職種 技術系総合職 

雇用形態 正社員 

勤務地 本社工場・浅井工場・加納工場のいずれか 

求人情報④ 求人番号 25020-04468711 

職種 電子部品の組立・検査 

雇用形態 パート 

勤務地 浅井工場 

求人情報⑤ 求人番号 25020-04464311 

職種 構内運搬 

雇用形態 パート 

勤務地 浅井工場 

 

 

  



株式会社ダイチュウ（午前） 

事業内容 農業用・内然機用・各種産業用部品の製造・溶接・塗装 

求人情報① 求人番号 25020-05553311 

職種 塗装工 

雇用形態 正社員以外 

勤務地 長浜市高月町高月 1254 番地 1 

求人情報② 求人番号 25020-05544011 

職種 施盤工 

雇用形態 正社員以外 

勤務地 長浜市高月町高月 1254 番地 1 

求人情報③ 求人番号 25020-05545311 

職種 組立工 

雇用形態 正社員以外 

勤務地 長浜市高月町高月 1254 番地 1 

求人情報④ 求人番号 25020-05556111 

職種 塗装補助作業 

雇用形態 正社員以外 

勤務地 長浜市高月町高月 1254 番地 1 

求人情報⑤ 求人番号 25020-05533811 

職種 出荷・検査員 

雇用形態 正社員以外 

勤務地 長浜市高月町高月 1254 番地 1 

求人情報⑥ 求人番号 25020-05641311 

職種 一般事務職 

雇用形態 パート 

勤務地 長浜市高月町高月 1254 番地 1 

 

  



リゾートトラスト株式会社 エクシブ琵琶湖（午前・午後） 

事業内容 ホテル業 

求人情報① 求人番号 25020-05325411 

職種 中華厨房調理補助 

雇用形態 パート 

勤務地 米原市磯 1477-2 

求人情報② 求人番号 25020-05324511 

職種 事務業務（経理・購買担当者） 

雇用形態 パート 

勤務地 米原市磯 1477-2 

求人情報③ 求人番号 25020-05323211 

職種 フロント 

雇用形態 正社員 

勤務地 米原市磯 1477-2 

求人情報④ 求人番号 25020-04861711 

職種 レストランサービス 

雇用形態 パート 

勤務地 米原市磯 1477-2 

求人情報⑤ 求人番号 25020-04859311 

職種 車輛スタッフ（バス運転手）およびロビースタッフ 

雇用形態 パート 

勤務地 米原市磯 1477-2 

求人情報⑥ 求人番号 25020-04857411 

職種 フロント 

雇用形態 正社員以外 

勤務地 米原市磯 1477-2 

求人情報⑦ 求人番号 25020-04856511 

職種 和食厨房調理補助 

雇用形態 パート 

勤務地 米原市磯 1477-2 

求人情報⑧ 求人番号 25020-04772111 

職種 大浴場スパ 受付・物品補充・清掃など 

雇用形態 正社員以外 

勤務地 米原市磯 1477-2 

 



求人情報⑨ 求人番号 25020-04755911 

職種 ホテル内ショップ販売員 

雇用形態 正社員以外 

勤務地 米原市磯 1477-2 

求人情報⑩ 求人番号 25020-04473611 

職種 和食調理 

雇用形態 正社員 

勤務地 米原市磯 1477-2 

求人情報⑪ 求人番号 25020-04420011 

職種 洗い場担当（厨房清掃・お皿洗い等） 

雇用形態 パート 

勤務地 米原市磯 1477-2 

求人情報⑫ 求人番号 25020-04339411 

職種 洋食厨房調理補助 

雇用形態 パート 

勤務地 米原市磯 1477-2 

求人情報⑬ 求人番号 25020-04315311 

職種 レストランの POSレジ・精算処理業務 

雇用形態 パート 

勤務地 米原市磯 1477-2 

求人情報⑭ 求人番号 25020-04314011 

職種 客室インスペクター（客室の清掃状況確認作業者） 

雇用形態 パート 

勤務地 米原市磯 1477-2 

求人情報⑮ 求人番号 25020-05474611 

職種 レストランサービス 

雇用形態 正社員 

勤務地 米原市磯 1477-2 

 

  



グランド化学株式会社（午前） 

事業内容 ポリエチレンフィルム製造・販売 

求人情報① 求人番号 25020-04501311 

職種 製造技能職（押出加工） 

雇用形態 正社員 

勤務地 本社（長浜市南田附町 172） 

求人情報② 求人番号 25020-04593311 

職種 配送業務 

雇用形態 正社員 

勤務地 本社（長浜市南田附町 172） 

 

社会福祉法人 滋賀県障害児協会 湖北タウンホーム（午前） 

事業内容 障害福祉サービス（生活介護・施設入所支援・短期入所）を提供する施設運営

を中核とし、相談支援業務、保険診療所の運営を行う 

求人情報① 求人番号 25020-05540811 

職種 介護職員 

雇用形態 正職員 

勤務地 長浜市月ヶ瀬町 525 

求人情報② 求人番号 25020-04533511 

職種 生活支援スタッフ 

雇用形態 パート 

勤務地 長浜市月ヶ瀬町 525 

求人情報③ 求人番号 25020-04526011 

職種 入浴介助スタッフ 

雇用形態 パート 

勤務地 長浜市月ヶ瀬町 525 

求人情報④ 求人番号 25020-04558211 

職種 生活空間整備・洗濯スタッフ 

雇用形態 パート 

勤務地 長浜市月ヶ瀬町 525 

 

  



株式会社ミールサービスたにぐち（午前・午後） 

事業内容 求職調理・配食・仕出し等 

求人情報① 求人番号 25020-04707111 

職種 調理スタッフ 

雇用形態 正社員 

勤務地 米原市野一色 1136 

求人情報② 求人番号 25020-04705611 

職種 調理スタッフ 

雇用形態 正社員 

勤務地 長浜市加田町 3360・長浜市加田町 2995 のいずれか 

求人情報③ 求人番号 25020-04704311 

職種 食事の盛付・配膳 

雇用形態 契約社員 

勤務地 米原市野一色 1136 

求人情報④ 求人番号 25020-05213311 

職種 食事の盛付・配膳 

雇用形態 契約社員 

勤務地 長浜市加田町 3360 

求人情報⑤ 求人番号 25020-05356711 

職種 食事の盛付・配膳 

雇用形態 契約社員 

勤務地 長浜市加田町 2995 

 

  



大塚産業ソーイン株式会社（午前・午後） 

事業内容 自動車内装品製造・販売 

求人情報① 求人番号 25020-05134111 

職種 検査業務（自動車シート） 

雇用形態 パート 

勤務地 長浜市東上坂町 265-13 

求人情報② 求人番号 25020-04393111 

職種 縫製作業員（ミシン縫製） 

雇用形態 パート 

勤務地 長浜市八幡中山町１番地 

求人情報③ 求人番号 25020-05613811 

職種 総合職（生産管理・営業） 

雇用形態 正社員 

勤務地 長浜市八幡中山町１番地 

 

社会福祉法人 湖北会（午後） 

事業内容 しょうがいのある利用者の生活支援及び就労支援 

求人情報① 求人番号 25020-05290911 

職種 生活支援員 

雇用形態 正社員 

勤務地 長浜市、米原市にある法人事業所（13ヶ所）のいずれか 

 

株式会社ヤブゲン（午前） 

事業内容 水産加工食品（スモークサーモン、国産魚介類のフレーク・くん製）の加工製

造 

求人情報① 求人番号 25020-05023811 

職種 食品加工 

雇用形態 正社員 

勤務地 長浜市三川町 1247 番地 

 

  



株式会社近江イエローハット（午前） 

事業内容 カー用品販売、車検、カー用品の取付 

求人情報① 求人番号 25020-04438011 

職種 ピットスタッフ 

雇用形態 パート 

勤務地 イエローハット長浜高月店 

求人情報② 求人番号 25020-05146511 

職種 販売・レジスタッフ 

雇用形態 パート 

勤務地 イエローハット長浜高月店 

求人情報③ 求人番号 25020-04439311 

職種 ピットスタッフ 

雇用形態 パート 

勤務地 イエローハット高島安曇川店 

求人情報④ 求人番号 25020-04437411 

職種 ピットスタッフ 

雇用形態 パート 

勤務地 イエローハット長浜バイパス店 

求人情報⑤ 求人番号 25020-05235211 

職種 自動車検査員 

雇用形態 正社員 

勤務地 イエローハット長浜バイパス店 

求人情報⑥ 求人番号 25020-05236511 

職種 自動車整備士 

雇用形態 正社員 

勤務地 イエローハット長浜バイパス店 

求人情報⑦ 求人番号 25020-05237411 

職種 店舗総合職 

雇用形態 正社員 

勤務地 イエローハット長浜バイパス店・長浜高月店・高島安曇川店 

 

  



株式会社立売堀製作所（午前・午後） 

事業内容 消防設備、消火機器の設計、製造、販売 

求人情報① 求人番号 25020-04519311 

職種 社内システム総務職 

雇用形態 正社員 

勤務地 本社工場：長浜市湖北町小倉 280 番地  

求人情報② 求人番号 25020-05002311 

職種 生産管理職 

雇用形態 正社員 

勤務地 本社工場：長浜市湖北町小倉 280 番地 

求人情報③ 求人番号 25020-05128811 

職種 鋳造技能職 

雇用形態 正社員 

勤務地 川合工場：長浜市木之本町川合 560 番地 

 

有限会社チャンピオンインターナショナル（午前・午後） 

事業内容 自転車の販売・修理 

求人情報① 求人番号 25020-05188211 

職種 店舗スタッフ 

雇用形態 正社員 

勤務地 長浜市・彦根市 

求人情報② 求人番号 25020-05195811 

職種 店舗スタッフ 

雇用形態 正社員 

勤務地 近江八幡市・東近江市・甲賀市 

求人情報③ 求人番号 25020-05191611 

職種 店舗スタッフ 

雇用形態 正社員 

勤務地 守山市・栗東市・大津市・草津市 

求人情報④ 求人番号 25020-05196211 

職種 店舗スタッフ・配送業務 

雇用形態 正社員 

勤務地 長浜市 

 

  



アコース株式会社（午後） 

事業内容 音響機器製造業 

求人情報① 求人番号 25020-05115311 

職種 電子部品実装マシンオペレーター 

雇用形態 正社員 

勤務地 本社工場（米原市夫馬 113） 

求人情報② 求人番号 25020-04786011 

職種 購買業務 

雇用形態 正社員 

勤務地 本社工場（米原市夫馬 113） 

 

日本郵便株式会社 長浜郵便局（午後） 

事業内容 郵便業務、国内・国際物流業務 

求人情報① 求人番号 25020-04848511 

職種 配達 

雇用形態 時給制契約社員 

勤務地 山東集配センター 

求人情報② 求人番号 25020-04847211 

職種 配達 

雇用形態 パート 

勤務地 木之本集配センター 

求人情報③ 求人番号 25020-04846811 

職種 配達 

雇用形態 有期契約社員 

勤務地 長浜郵便局 

求人情報④ 求人番号 25020-04845711 

職種 配達 

雇用形態 パート 

勤務地 高月集配センター 

求人情報⑤ 求人番号 25020-04844111 

職種 配達 

雇用形態 時給制契約社員 

勤務地 浅井集配センター 

 

  



株式会社ナンガ（午後） 

事業内容 ダウン製品の製造・販売 

求人情報① 求人番号 25020-05159911 

職種 製造現場アシスタント業務 

雇用形態 正社員・パート 

勤務地 米原市本市場 182-1 

求人情報② 求人番号 25020-04672011 

職種 入出荷業務 

雇用形態 正社員 

勤務地 米原市長岡字花ノ谷 2363-15 

（ナンガ長岡ロジスティック NNLC） 

求人情報③ 求人番号 25020-04675911 

職種 入出荷業務 

雇用形態 パート 

勤務地 米原市長岡字花ノ谷 2363-15 

（ナンガ長岡ロジスティック NNLC） 

求人情報④ 求人番号 25020-04605411 

職種 検査管理業務 

雇用形態 正社員 

勤務地 米原市長岡字花ノ谷 2363-15 

（ナンガ長岡ロジスティック NNLC） 

求人情報⑤ 求人番号 25020-04604511 

職種 検査管理業務 

雇用形態 パート 

勤務地 米原市長岡字花ノ谷 2363-15 

（ナンガ長岡ロジスティック NNLC） 

求人情報⑥ 求人番号 25020-04462411 

職種 縫製業務 

雇用形態 正社員 

勤務地 米原市本市場 182-1 

求人情報⑦ 求人番号 25020-04461511 

職種 生産管理 

雇用形態 正社員 

勤務地 米原市本市場 182-1 

 



介護老人保健施設 琵琶（午後） 

事業内容 入所者の介護業務・看護業務 

求人情報① 求人番号 25020-05108311 

職種 介護職 

雇用形態 正社員・２人 

勤務地 長浜市川道町 2694 番地 

求人情報② 求人番号 25020-05107011 

職種 看護職 

雇用形態 正社員・１人 

勤務地 長浜市川道町 2694 番地 

求人情報③ 求人番号 25020-05176911 

職種 デイ看護職 

雇用形態 パート・１人 

勤務地 長浜市川道町 2694 番地 

 

  



カシロ産業株式会社（午前・午後） 

事業内容 卸売業 

求人情報① 求人番号 25020-04986411 

職種 得意先への配達及び営業 

雇用形態 正社員 

勤務地 草津オフィス 

求人情報② 求人番号 25020-04945011 

職種 得意先への配達及び営業 

雇用形態 正社員 

勤務地 長浜営業所 

求人情報③ 求人番号 25020-04448611 

職種 倉庫の在庫整理と配達作業 

雇用形態 パート 

勤務地 長浜営業所 

求人情報④ 求人番号 25020-04946311 

職種 営業事務 

雇用形態 正社員 

勤務地 長浜営業所 

求人情報⑤ 求人番号 25020-04442811 

職種 営業事務 

雇用形態 正社員 

勤務地 高月営業所 

 

三菱ケミカル株式会社滋賀事業所（午前・午後） 

事業内容 合成樹脂製品の加工製造及び販売 

求人情報① 求人番号 25020-05426911 

職種 製造オペレーター 

雇用形態 正社員 

勤務地 下記いずれか 

長浜：長浜市三ツ矢町 5-8 

浅井：長浜市大路町 1700 

山東：米原市井之口 347 

 

以上 


