
補助事業者名 所在地

&and 大津市

株式会社ＡＲＣ 大津市

ART＆BEATS 大津市

ＡＵＮホールディングス株式会社 大津市

株式会社Auto Works 大津市

BeauCure 大津市

株式会社b-light 大津市

株式会社Brilliant 大津市

CAMO！uflage 大津市

株式会社COCHISMA 大津市

coconoem 大津市

株式会社CO-Lavo 大津市

株式会社CREATIVE ROOM 大津市

株式会社ＤＣＲＳ 大津市

D-works株式会社 大津市

株式会社ＦＡＣＥ 大津市

GRILL漣 大津市

HARY GLOBAL 大津市

株式会社ＨＥＪ 大津市

HOLISTIC YOGA STUDIO ヒールガーデン 大津市

株式会社HONKI 大津市

House　4U 大津市

株式会社Ｋ２ビデオファクトリー 大津市

第2次募集（4月30日～5月22日）　採択事業者

新型コロナウイルス感染症対策経営力強化補助金
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補助事業者名 所在地

株式会社ＫＡＷＡＳＨＯ 大津市

Kirara音楽事務所 大津市

株式会社Koiki 大津市

Lull.k 大津市

株式会社MACS 大津市

株式会社Maison　Ｊ 大津市

minimum world 大津市

Ｎｏｅｌ 大津市

OKIMONOKURASHI HAMAtoYAMA 大津市

que:s（キューズ） 大津市

ＲＵＳＨ　ＢＯＡＴ　ＳＥＲＶＩＣE株式会社 大津市

SONGS FOR YOU Music Office 大津市

株式会社sowa 大津市

有限会社Taniguchi Dream Planning 大津市

Top Intelligence 株式会社 大津市

UNTREE株式会社 大津市

株式会社V.トーマス・エリントン社 大津市

W.Sマーケッツ株式会社 大津市

WEF技術開発株式会社 大津市

Wellbeing Spa & Schoolひまわり 大津市

あじ処　乃味芳 大津市

株式会社アスキル 大津市

株式会社あたか 大津市

あたか商事株式会社 大津市

株式会社あみ定 大津市
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補助事業者名 所在地

有限会社アルファー情報システム 大津市

株式会社アレックスコスメティックジャパン 大津市

株式会社アンスリック 大津市

イーシップスフィールドサービス株式会社 大津市

株式会社粋ホーム 大津市

有限会社一心 大津市

株式会社いのうえ 大津市

医療法人大津京おおくぼ歯科医院 大津市

医療法人木下レディースクリニック 大津市

株式会社ヴィー 大津市

株式会社ウィズ 大津市

ウイルコーポレーション 大津市

有限会社上又畳産業 大津市

株式会社エーグッド滋賀　 大津市

エースプロ株式会社 大津市

株式会社エコグリーン 大津市

近江麦酒株式会社 大津市

大石建築デザイン 大津市

有限会社大宏運輸 大津市

株式会社小野ドライ 大津市

想伸建設株式会社 大津市

株式会社オンバランス 大津市

お料理教室のlago 大津市

プレゼンスクリエイト 大津市

株式会社カワカツ 大津市
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補助事業者名 所在地

株式会社川北商店 大津市

株式会社北井工務店 大津市

有限会社清元楼 大津市

株式会社銀工房 大津市

公文式ウィル 瀬田北教室 大津市

クラベス株式会社 大津市

クロックワークレコードマーケット 大津市

桑野造船株式会社 大津市

江州計器工業株式会社 大津市

合同会社アイボリー 大津市

合同会社ビバース 大津市

合同会社ファイブ・ワン 大津市

株式会社湖国の風 大津市

小林錺金具工房 大津市

有限会社ごはん屋 大津市

サウンド・オブ・グリーン株式会社 大津市

坂口テレビサービス株式会社 大津市

さくらい整骨院 大津市

桜華株式会社 大津市

株式会社三田三 大津市

株式会社シェ・ラ・メール 大津市

滋賀エムケイ株式会社 大津市

株式会社滋賀ボート免許センター 大津市

有限会社至誠庵 大津市

株式会社写真のすぎえ 大津市
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補助事業者名 所在地

しゅう整体院 大津市

有限会社シュテルンクランク 大津市

新生化学工業株式会社 大津市

有限会社シンテック・デザイン 大津市

有限会社スタイルエクサ 大津市

正和設計株式会社 大津市

瀬田唐橋たなか歯科医院 大津市

セブンカラーズ　 大津市

株式会社宙 大津市

株式会社大醐 大津市

大門健康治療所 大津市

チョッパー京滋合同会社 大津市

株式会社テリオス 大津市

株式会社どこでも介護 大津市

中壹株式会社 大津市

中山製茶有限会社 大津市

株式会社ニシイ 大津市

株式会社西村食品 大津市

株式会社にしよ 大津市

日本黒鉛工業株式会社 大津市

ニューワンズ株式会社 大津市

ネキシムインターナショナル 大津市

株式会社バウハウス 大津市

華工房 大津市

有限会社花宗商店 大津市
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補助事業者名 所在地

有限会社はり松クリーニング店 大津市

株式会社ピアライフ 大津市

有限会社ピックアップ 大津市

ピュアルーム 大津市

びわ湖２輪商会 大津市

株式会社フライハイト 大津市

株式会社古川与助商店 大津市

株式会社フロントラインプロダクション 大津市

ベーシック株式会社 大津市

株式会社ベルクォーレ 大津市

株式会社ホームアシストコーポレーション 大津市

本格炭火焼き鳥 AGNI 大津市

マーティー プロジェクト 大津市

まぐろ家 大津市

株式会社真心 大津市

株式会社まごころ 大津市

株式会社松喜屋 大津市

有限会社松新 大津市

株式会社マンアップ 大津市

宮川印刷株式会社 大津市

森川電機 大津市

株式会社ヤスオン 大津市

宿屋　きよみ荘 大津市

株式会社山本そば製粉 大津市

山本塗装 大津市
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補助事業者名 所在地

株式会社結喜 大津市

楽旨庵えん 大津市

ラフェスタ 大津市

りんごの木株式会社 大津市

有限会社レイホープ 大津市

株式会社ワークス松下 大津市

わくわく株式会社 大津市

和乃美wanobi 大津市

一般社団法人オールヒューマン 大津市

株式会社叶匠寿庵 大津市

株式会社協和広告 大津市

合同会社ジャパンスタディツアー 大津市

株式会社滋賀産業 大津市

株式会社神領製作所 大津市

整体院康 大津市

西河会計事務所 大津市

株式会社西久興産 大津市

株式会社中山スポーツ 大津市

有限会社中川設備工業 大津市

株式会社内田組 大津市

株式会社日本プロパティシステムズ 大津市

APPRENTI 彦根市

株式会社Bethree 彦根市

CBTセンター 彦根市

CoCreation合同会社 彦根市
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補助事業者名 所在地

株式会社EELab 彦根市

株式会社GALLERY空 彦根市

株式会社Ｋ－ＤＡＳＨ 彦根市

Mu-Mu 彦根市

ＮＰＯ法人エスピロッサ 彦根市

NPO法人夢・同人 彦根市

株式会社PVK 彦根市

Relastagia 彦根市

Sunnydays 彦根市

株式会社アート企画 彦根市

株式会社朝日新聞伊勢田新聞舗 彦根市

株式会社粋屋やす井 彦根市

石原産業株式会社 彦根市

株式会社一圓興産 彦根市

有限会社上野ビル 彦根市

エイチ・アイ株式会社 彦根市

近江治療院東洋療法専門院 彦根市

株式会社王本電工 彦根市

有限会社ガーディアン・ズ 彦根市

株式会社北川鉄工所 彦根市

北村畳店 彦根市

きものの華匠 彦根市

合同会社小谷建設 彦根市

ウノペットサロン 彦根市

さざなみ酒店 彦根市
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補助事業者名 所在地

有限会社滋賀飲料 彦根市

シガソーラーアメニティ株式会社 彦根市

株式会社千成亭風土 彦根市

有限会社田中印刷所 彦根市

株式会社ティーアールシー 彦根市

西村鉃材株式会社 彦根市

株式会社日昇テクニカ 彦根市

株式会社ハヤシ 彦根市

ビースリーラボ 彦根市

株式会社びわこクリエイト 彦根市

有限会社双葉荘 彦根市

プチローズ 彦根市

ホワイトナンバー 彦根市

みずからまなぶ株式会社 彦根市

みのや精肉店 彦根市

有限会社吉田松蔵商店 彦根市

リラクゼーション整体natural 彦根市

和の菓子処中嶋庵 彦根市

一般社団法人CBTを学ぶ会 彦根市

工房吉久保 彦根市

合同会社　ヤステック 彦根市

合同会社Ｊ－ＪＯＢ 彦根市

佐々木料理学院 彦根市

松尾バルブ工業　株式会社 彦根市

有限会社彦根サッシセンター 彦根市
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補助事業者名 所在地

BARセブンラック 長浜市

株式会社Jennys café 長浜市

株式会社nadeshico 長浜市

ＰＨＹＳＩＯ 長浜市

有限会社SKY-Tカンパニー 長浜市

TAKATSUYUKI 長浜市

株式会社TONOメディカル 長浜市

株式会社Vegas 長浜市

株式会社ＶＯＣＥ 長浜市

株式会社XS 長浜市

株式会社アインスト 長浜市

アスミル事業協同組合 長浜市

株式会社アスメディア 長浜市

株式会社イケダ光音堂 長浜市

うどん馳走　山石土平 長浜市

株式会社エスケイカンポスト 長浜市

株式会社大塚工務店 長浜市

大野瓦葺 長浜市

株式会社落庄商店 長浜市

株式会社カサベジャ 長浜市

金子精密 長浜市

株式会社カミングエンタープライズ 長浜市

関西化学 長浜市

株式会社グッドウィン 長浜市

轡製缶株式会社 長浜市
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補助事業者名 所在地

クレデ株式会社 長浜市

株式会社黒壁 長浜市

合名会社長浜文泉堂 長浜市

株式会社沢田商店 長浜市

ジーワン株式会社 長浜市

滋賀工業株式会社 長浜市

滋賀中央遊船株式会社 長浜市

株式会社自然形体療法 長浜市

社会福祉法人湖北真幸会 長浜市

有限会社杉江自動車 長浜市

清音ミュージック 長浜市

株式会社高木商店 長浜市

株式会社高山商会 長浜市

株式会社田村産業 長浜市

ヤマハ音楽教室（辻） 長浜市

有限会社つるや 長浜市

時色株式会社 長浜市

特定非営利活動法人　湖ねっと 長浜市

日本アドバンストアグリ株式会社 長浜市

布工房Ｄｅｎ 長浜市

ネイルサロンBIKKY 長浜市

パートナーリンク協同組合 長浜市

ハマゼン和装 長浜市

有限会社光商店 長浜市

株式会社開伸 長浜市
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補助事業者名 所在地

ヤマハ音楽教室（藤居） 長浜市

株式会社フューチャーラボ 長浜市

株式会社プリムスクリエイティブ 長浜市

有限会社ふれあいサポート 長浜市

宮部運輸有限会社 長浜市

株式会社宮元工務店 長浜市

株式会社安田工務店 長浜市

ゆい整体院 長浜市

有限会社ヨシイ・コーポレーション 長浜市

株式会社リンクアップ 長浜市

ワボウ電子株式会社 長浜市

有限会社湖北モータース 長浜市

株式会社新東陽 長浜市

株式会社船浅 長浜市

太陽運輸株式会社 長浜市

中尾木材工業株式会社 長浜市

長住建設株式会社 長浜市

冨田酒造有限会社 長浜市

明文舎印刷商事株式会社 長浜市

bistro　だもん亭 近江八幡市

DA KOJI（ダコージ） 近江八幡市

Lounge Fairy 近江八幡市

Lounge Tierra 近江八幡市

Masahiro Minami Design 近江八幡市

株式会社Wallaby 近江八幡市
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補助事業者名 所在地

株式会社安土建築工房 近江八幡市

アロマサロン LA PAUSA 近江八幡市

株式会社アンソホーム 近江八幡市

イタリア調理チャンチャーレ 近江八幡市

医療法人宗結会 近江八幡市

有限会社魚庄 近江八幡市

株式会社近江三方庵 近江八幡市

株式会社尾賀亀 近江八幡市

株式会社奥村佃煮 近江八幡市

有限会社おりづる 近江八幡市

有限会社カキウチ 近江八幡市

株式会社カルネ・ジャパン 近江八幡市

株式会社カワムラ 近江八幡市

有限会社かんとりーはーばー 近江八幡市

京料理 宮前 近江八幡市

ゲストハウス緑・澪 近江八幡市

合同会社nimai-nitai 近江八幡市

株式会社コージーズ 近江八幡市

澤田匡央税理士事務所 近江八幡市

株式会社自然体 近江八幡市

有限会社島田家具工芸 近江八幡市

有限会社石匠近江 近江八幡市

ソラトミドリデザインオフィス 近江八幡市

株式会社谷口興業 近江八幡市

株式会社テクロム 近江八幡市
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補助事業者名 所在地

特定非営利活動法人百菜劇場 近江八幡市

戸谷電工 近江八幡市

トリプルウィン 近江八幡市

日光精器株式会社 近江八幡市

有限会社ニューズ 近江八幡市

株式会社ひょうたんや 近江八幡市

プラスファーマ株式会社 近江八幡市

株式会社プランシェルジュ 近江八幡市

万吾樓 近江八幡市

ミサキエステート 近江八幡市

無痛整体なごみ堂 近江八幡市

株式会社ユニクラフト 近江八幡市

陽と月 近江八幡市

よしむら接骨院 近江八幡市

株式会社ルドルフ・リサーチ・アナリティカル・ジャパン 近江八幡市

株式会社和た与 近江八幡市

近江ユニキャリア販売株式会社 近江八幡市

株式会社村井建設 近江八幡市

個人事業主（中川） 近江八幡市

株式会社八谷 近江八幡市

Aswell 草津市

atelier fine 草津市

株式会社Atori 草津市

株式会社beegle 草津市

Bright Flow 草津市
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補助事業者名 所在地

CLOVER 草津市

ｅｎＳｅｉｓｕｉ 草津市

株式会社globe&space 草津市

Muscle Quality 草津市

Numan Labo合同会社 草津市

OriOri－おりおり－ 草津市

株式会社Realtor Solutions 草津市

株式会社ＳＣＢ 草津市

SHV株式会社 草津市

ＳＫＹ　Pｌａｎｎｉｎｇ 草津市

SNUG 草津市

T with D collection 草津市

株式会社T-WORLD 草津市

株式会社WORLDｓ 草津市

Ｚero不動産販売 草津市

株式会社アクアステージ 草津市

株式会社アサノ 草津市

株式会社アダムスセキュリティ 草津市

アドミックス 草津市

アンチエイジングサロン Re Foece 草津市

有限会社一実牛乳 草津市

一般社団法人Herbal season yoga 草津市

一般社団法人no-de 草津市

イナヘアーデザインヤマダ 草津市

株式会社いまここ 草津市
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補助事業者名 所在地

株式会社インシュアランスブレーン 草津市

株式会社ウイルステージ 草津市

有限会社魚数 草津市

株式会社大同 草津市

株式会社オフィスワイズ 草津市

かわい接骨院 草津市

キッズルームたんぽぽ 草津市

キムラテック 草津市

群星フードサービス株式会社 草津市

湖南司法書士事務所 草津市

株式会社崎村商店 草津市

サルティンボッカ 草津市

サンライズ 草津市

株式会社スムース 草津市

デ・アルコ有限会社 草津市

トラストホーム株式会社 草津市

日本観光開発株式会社 草津市

はちまん駅前歯科 草津市

バックステージ 草津市

バディズ 草津市

株式会社花 草津市

株式会社ビイサイドプランニング 草津市

株式会社ビーンズ 草津市

株式会社ビジネスストーリークリエイト 草津市

ひとたすワークサポート株式会社 草津市
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補助事業者名 所在地

株式会社ひらく 草津市

株式会社びわこパール 草津市

株式会社フィットネスワン 草津市

株式会社豚人 草津市

株式会社ブライダル・ポート 草津市

有限会社ブライダル・ポート 草津市

ヘアーサロンレビュー 草津市

ボイストレーナー（松浦） 草津市

株式会社正信機工 草津市

マリブコーヒー 草津市

株式会社三ツ星レストランシステム 草津市

未来循環株式会社 草津市

有限会社雄 草津市

ヨガスタジオ ViVi 草津市

横井製畳 草津市

ラーガム 草津市

株式会社ライフケアサポート 草津市

株式会社ルフト 草津市

株式会社ロハン 草津市

ロマン楽器株式会社 草津市

合同会社ふくろう 草津市

株式会社坐空 草津市

整体サロン　re-flow 草津市

株式会社想武デザイン 草津市

株式会社想武工房 草津市
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補助事業者名 所在地

株式会社草津第一ホテル 草津市

大島造船 草津市

帝産湖南交通株式会社 草津市

ange Lisianthus 守山市

株式会社Art建築 守山市

ayako.ceramics 守山市

Charm Japan株式会社 守山市

株式会社C-ONE 守山市

dear Sign 守山市

FLOWER with POPART FACTORY 守山市

株式会社Globale Ism 守山市

hair make give charm 守山市

株式会社HORSE JAPAN 守山市

株式会社I.market 守山市

株式会社OneStyle 守山市

PhotoStudio DEPO 守山市

Ripple 守山市

株式会社Rose Universe 守山市

R's HAPPY BAKE CAFÉ 守山市

Ｒｕｓｉｅ　ｆｉｔｎｅｓｓ 守山市

so-La 守山市

Wine Shop AZUREBLUE 守山市

メイクアップ講師 青木美香 守山市

株式会社アドバンスフォート 守山市

井門整骨院 守山市
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補助事業者名 所在地

守山駅前整体院 守山市

ウェルネス湖南 守山市

近江ビスポーク D-GUY 守山市

からだ元気治療院心陽守山店 守山市

株式会社清原 守山市

株式会社ケイファイブ 守山市

公益財団法人守山市文化体育振興事業団 守山市

株式会社さいでん交易 守山市

サトミ商会 守山市

株式会社スリーウェイブ 守山市

有限会社第一観光サービス 守山市

株式会社醍醐 守山市

だいこく税理士事務所 守山市

有限会社デジタルストライブ 守山市

東洋ビルホーム株式会社 守山市

有限会社富綜 守山市

バイオライフ 守山市

株式会社ボノボーノ 守山市

UNOPETSALON 守山市

株式会社マックス 守山市

村田電光株式会社 守山市

有限会社守山新聞センター 守山市

山豊テグス株式会社 守山市

和のほとり忠兵衛 守山市

株式会社ワンダース 守山市
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補助事業者名 所在地

宮川 守山市

咲月 satsuki 守山市

寺田商事株式会社 守山市

株式会社滋賀フーズ 守山市

株式会社田尻 守山市

株式会社比叡ゆば本舗ゆば八 守山市

２B：WORKS 栗東市

advance株式会社 栗東市

ARiell 栗東市

株式会社GALLERY空NEXT 栗東市

IMAMURA　WORKS株式会社 栗東市

tomarigi 栗東市

株式会社阿吽 栗東市

株式会社アチーブメント 栗東市

一般社団法人　美姿勢シンメトリー協会　 栗東市

ウィル鍼灸整骨院 栗東市

株式会社エイワユニフォーム 栗東市

エスピーワン株式会社 栗東市

株式会社エフアイ 栗東市

株式会社エムアール・イノウエ 栗東市

近江焼肉ホルモンすだく 栗東市

クニトモシール 栗東市

ケービック株式会社 栗東市

株式会社スマイ印刷工業 栗東市

有限会社第一ツーリストビクトリー 栗東市
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株式会社ナスカ 栗東市

株式会社プロフリー 栗東市

ベストハウスネクスト株式会社 栗東市

株式会社八神 栗東市

リアルウッド建材株式会社 栗東市

株式会社丸屋建設 栗東市

株式会社相互 栗東市

株式会社大西デンキシステム 栗東市

Astn 株式会社 甲賀市

株式会社アシストロード 甲賀市

有限会社エイト 甲賀市

有限会社小川亭 甲賀市

かくとくスクール 甲賀市

かたぎ古香園 甲賀市

有限会社甲賀もち工房 甲賀市

合同会社tao living design 甲賀市

株式会社コスモ警備 甲賀市

滋賀運送株式会社 甲賀市

株式会社信楽陶苑 甲賀市

スキップティエラ 甲賀市

田中酒造株式会社 甲賀市

株式会社土山木協 甲賀市

ドラッグタツオカ土山店 甲賀市

服部塾水口校 甲賀市

有限会社ビジネスエイド 甲賀市
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補助事業者名 所在地

有限会社藤田製茶 甲賀市

ベストワークス株式会社 甲賀市

マルタカ陶器株式会社 甲賀市

丸幸　澤幸雄商店 甲賀市

みはる窯 甲賀市

ミライキックス株式会社 甲賀市

紫香楽ラボ株式会社 甲賀市

株式会社ヤマカツエンジニアリング 甲賀市

よしき塾 甲賀市

山星商会 甲賀市

株式会社住まいの四季彩工房 甲賀市

株式会社福山 甲賀市

明山陶業株式会社 甲賀市

株式会社A.I.R. 野洲市

株式会社Ｃｈｏｏｓｅ 野洲市

株式会社EGS 野洲市

株式会社RPO 野洲市

SPOON sweets market 野洲市

株式会社アクティブK 野洲市

株式会社イーハーヴェスト 野洲市

有限会社うすなが 野洲市

株式会社オグラエンジニアリング 野洲市

きた歯科医院 野洲市

コケッコーズ合同会社 野洲市

コンシェルージュ 野洲市
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補助事業者名 所在地

株式会社沙羅 野洲市

滋賀環境衛生株式会社 野洲市

株式会社スプーンテーブル 野洲市

株式会社松島フーズ 野洲市

有限会社雪吹 野洲市

株式会社陽転 野洲市

株式会社輪 野洲市

株式会社KOHDEN 湖南市

アイックス 湖南市

有限会社加藤建材 湖南市

佐野重量金属株式会社 湖南市

株式会社サンエー 湖南市

株式会社ジャストナウ 湖南市

株式会社翔寿物産 湖南市

株式会社多喜 湖南市

株式会社徳志満 湖南市

株式会社ナカザワ 湖南市

株式会社ねぎし 湖南市

服部塾甲西 湖南市

株式会社フロル 湖南市

株式会社三成 湖南市

株式会社やまじょう 湖南市

やまりゅう 湖南市

株式会社リバーズ 湖南市

合同会社ルード 湖南市
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株式会社池田屋 湖南市

Astro-B 高島市

株式会社Ｂ．Ｔ．Ｉ． 高島市

株式会社Walk 高島市

株式会社あなたの健康社 高島市

伊藤製畳株式会社 高島市

うえはら歯科 高島市

有限会社魚治 高島市

淡海酢有限会社 高島市

川島酒造株式会社 高島市

くろーば合同会社 高島市

白谷荘歴史民俗博物館 高島市

ソシアテック株式会社 高島市

高島ワニカフェ 高島市

有限会社タカラ食品 高島市

有限会社とも栄菓舗 高島市

針江のんきぃふぁーむ　 高島市

美食倶楽部 高島市

ひだまり整骨院 高島市

株式会社フォーステック 高島市

有限会社ホソイ 高島市

安田不動産事務所 高島市

株式会社よこいファーム 高島市

株式会社桑原組 高島市

株式会社Ａ－ＢＥＳＴ 東近江市
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補助事業者名 所在地

club KING of QUEEN 東近江市

next SKY 東近江市

NPO法人MIOスポーツクラブ 東近江市

Siii ongle 東近江市

有限会社Ｔ＆Ｓ 東近江市

ＷＡＳＯＵ合同会社 東近江市

あい整体院 東近江市

有限会社アグリ蒲生 東近江市

アルク株式会社 東近江市

井田歯科東診療所 東近江市

一般社団法人近江のてんびん 東近江市

いぬと肴 東近江市

 医療法人敬愛会東近江敬愛病院 東近江市

エースクリーニング 東近江市

近江化成工業株式会社 東近江市

カーショップ ガレージ クローバー 東近江市

金子運輸株式会社 東近江市

がらや商店 東近江市

神田重量金属株式会社 東近江市

北岡板金工業 東近江市

株式会社求人ハル 東近江市

こいずみ酒店 東近江市

合同会社田中設備 東近江市

高齢者支援サポート 東近江市

子育てスタジオPIECE 東近江市
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湖東興産株式会社 東近江市

株式会社ジッセントシップ 東近江市

女性と子供の頭痛専門 滋賀ゆめ整体院 東近江市

株式会社スイーパー 東近江市

ストーンメーソン真 東近江市

株式会社辰巳工務店 東近江市

有限会社ツジエンジ 東近江市

辻プラスチック株式会社 東近江市

寺川重機 東近江市

中島商事株式会社 東近江市

株式会社西村モータース 東近江市

日本料理 魚佐 東近江市

能登川　いろは精肉店 東近江市

畑酒造有限会社 東近江市

久田畳店 東近江市

株式会社広田工務店 東近江市

株式会社不二屋 東近江市

ヘッドスパ専門店 サロンドルポ 東近江市

株式会社マエダクリーニング 東近江市

松下自工 東近江市

向茂都市開発株式会社 東近江市

村喜設備 東近江市

メナード東近江三津屋店 東近江市

有限会社やまかわ 東近江市

株式会社山下電機 東近江市
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株式会社八日市ロイヤルホテル 東近江市

ライスサポート 東近江市

ロコジラフ 東近江市

一般社団法人東近江ホテル旅館組合 東近江市

湖の国のかたち 東近江市

株式会社滋賀中川倉庫 東近江市

人形の布施 東近江市

西澤工業株式会社 東近江市

株式会社想武 東近江市

想武建設株式会社 東近江市

株式会社大奥 東近江市

中川吉兵衛商店 東近江市

有限会社米定 東近江市

BILLY VERY 米原市

hair glory 米原市

株式会社紙eco 米原市

ケア・オブ・クローバー株式会社 米原市

有限会社スーパーティーカーズ 米原市

株式会社橙 米原市

タノシニア合同会社 米原市

フルナック株式会社 米原市

リラクゼーションサロン　ラファエル 米原市

株式会社旭ハウジング 米原市

山室木材工業株式会社 米原市

株式会社川村鉃工 米原市
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市田食品 日野町

有限会社満田製茶 日野町

らっこや 日野町

Cogocoro 竜王町

アインズ株式会社 竜王町

株式会社おきしま倶楽部 竜王町

森島商事株式会社 竜王町

合同会社リリィグランデ 竜王町

Ｃｈａ　Lu-Lu 愛荘町

K’s-tec 愛荘町

Re-tool株式会社 愛荘町

株式会社T-frontier 愛荘町

株式会社愛知車検 愛荘町

株式会社アクス 愛荘町

有限会社あびこ家 愛荘町

井上 愛荘町

株式会社イワタ 愛荘町

愛知印刷株式会社 愛荘町

愛知酒造有限会社 愛荘町

御菓子司　しろ平老舗 愛荘町

有限会社オフィスアズ 愛荘町

瓦富 愛荘町

株式会社グッドサン 愛荘町

サイクルショップひろせ 愛荘町

サイト株式会社 愛荘町
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魚与 愛荘町

酒正株式会社 愛荘町

仁虎株式会社 愛荘町

株式会社スリーエー 愛荘町

有限会社大幸工務店 愛荘町

タンデム・デザイン 愛荘町

株式会社東洋石創 愛荘町

真心塗家 愛荘町

東邦窯業株式会社 愛荘町

麵屋松龍 愛荘町

株式会社ソレプロ 豊郷町

株式会社コノワ 甲良町

夏原工業株式会社 多賀町

合同会社さとやま多賀 多賀町
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