
５２０-８５８８ ＮＴＴ 大津支店,滋賀県,大津市,浜大津,１-１－２６

５２０-８５７５ 大津市役所,滋賀県,大津市,御陵町,３－１

５２０-８５１１ 大津赤十字病院,滋賀県,大津市,長等,１-１－３５

５２０-８５１０ 大津税務署,滋賀県,大津市,京町,三-１番１号大津びわ湖合同庁舎

５２０-８５１２ 大津地方検察庁,滋賀県,大津市,京町,３-１番１号

５２０-８５２０ 大津プリンスホテル,滋賀県,大津市,におの浜,４-７－７

５２０-８５１６ 大津法務局,滋賀県,大津市,京町,３-１－１

５２０-８５６７ (株) 東レリサーチセンター,滋賀県,大津市,園山,３-３番７号

５２０-８５８６ (株） みんなで作る新聞社,滋賀県,大津市,におの浜,４-７番５号

５２０-８５７０ 関西電力 (株） 滋賀支店,滋賀県,大津市,におの浜,４-１－５１

５２０-８５５５ 関西日本電気 (株),滋賀県,大津市,晴嵐,２-９－１

５２０-８６６６ 滋賀刑務所,滋賀県,大津市,大平,１-１番１号

５２０-８５０１ 滋賀県警察本部,滋賀県,大津市,打出浜,１番１０号

５２０-８５５０ 滋賀県市町村職員共済組合,滋賀県,大津市,京町,４-３番２８号

５２０-８５１３ 全国健康保険協会 滋賀支部,滋賀県,大津市,梅林,１-３－１０

５２０-８５５８ 東レ (株) 滋賀事業場,滋賀県,大津市,園山,１-１－１

５２０-８５１５ 日本年金機構 滋賀事務センター,滋賀県,大津市,中央,３－１－８

５２０-８６３９ 日本電気硝子 (株）,滋賀県,大津市,晴嵐,２-７－１

５２０-８５３０ 浜大津都市開発 (株）,滋賀県,大津市,長等,３-１－２０

５２０-０２８７ 滋賀地域センター,滋賀県,大津市,今堅田,２-２１－２６

５２０-０２９２ 東洋紡 (株) 総合研究所,滋賀県,大津市,堅田,２-１－１

５２０-０５８０ 大津赤十字志賀病院,滋賀県,大津市,和邇中,２９８-

５２０-０５８８ ＢＳＣウォータースポーツセンター,滋賀県,大津市,南船路,４－１

５２０-２１９２ 滋賀医科大学,滋賀県,大津市,瀬田月輪町,

５２０-２１９４ 龍谷大学,滋賀県,大津市,瀬田大江町,横谷１－５

５２０-８５８５ びわ湖放送 (株),滋賀県,大津市,鶴の里,１－１６

５２０-８５７７ 滋賀県庁,滋賀県,大津市,京町,４-１－１

５２０-８５８０ (株) 西武百貨店 大津店,滋賀県,大津市,におの浜,２-３－１

５２１-１１９２ ジョイソン・セイフティ・システムズ・ジャパン (株) 彦根製造所,

５２１-１１９２ 滋賀県,彦根市,彦富町,１５４２-

５２２-８５２３ アル・プラザ彦根,滋賀県,彦根市,大東町,２－２８

５２２-８５０３ 近江鉄道 (株),滋賀県,彦根市,古沢町,１８１

５２２-８６６６ (株) 文教スタヂオ,滋賀県,彦根市,佐和町,６－１５

５２２-８５４３ (株) パリヤ,滋賀県,彦根市,長曽根南町,４７２-２

５２２-８５１１ (株) 平和堂,滋賀県,彦根市,西今町,１

５２２-８５８５ ＫＢＳ 滋賀,滋賀県,彦根市,大東町,１－１３

５２２-８５３３ 滋賀県立大学,滋賀県,彦根市,八坂町,２５００

５２２-８５２２ 滋賀大学,滋賀県,彦根市,馬場,１-１－１

５２２-８５４０ 日本年金機構 彦根年金事務所,滋賀県,彦根市,外町,１６９－６

５２２-８５０１ 彦根市役所,滋賀県,彦根市,元町,４－２

５２２-８５３９ 彦根市立病院,滋賀県,彦根市,八坂町,１８８２

５２２-８６５５ 彦根信用金庫,滋賀県,彦根市,中央町,５－９

５２２-０２９７ 日立化成 (株) 彦根事業所,滋賀県,彦根市,川瀬馬場町,８００-

５２２-８５８８ フジテック (株) Ｂｉｇ Ｗｉｎｇ,滋賀県,彦根市,宮田町,５９１－１

５２２-８５０５ フジノ食品 (株),滋賀県,彦根市,東沼波町,１７２－２

５２２-８５２０ 松下電工 (株) 彦根工場,滋賀県,彦根市,岡町,３３

５２２-０２９２ 大日本スクリーン製造 (株) 彦根地区事業所,滋賀県,彦根市,高宮町,４８０-１

５２９-１１９５ 昭和電工 (株） 彦根事業所,滋賀県,彦根市,清崎町,６０

５２６-８５８０ 市立長浜病院,滋賀県,長浜市,大戌亥町,３１３

５２６-８５４５ タカタ (株） 長浜製造所,滋賀県,長浜市,殿町,４－６

５２６-８５０１ 長浜市役所,滋賀県,長浜市,八幡東町,６３２-

５２６-８６８６ 長浜信用金庫,滋賀県,長浜市,元浜町,３番３号（

５２６-８５８５ 長浜赤十字病院,滋賀県,長浜市,宮前町,７－１４

５２６-８６６０ 三菱ケミカル (株) 滋賀事業所,滋賀県,長浜市,三ツ矢町,５番８号（

５２６-８５５８ ヤンマー (株） 小形エンジン事業部,滋賀県,長浜市,三和町,７－３５

５２６-０２９３ (株) セネファ,滋賀県,長浜市,内保町,７７

５２６-０２９２ 長浜市役所 浅井支所,滋賀県,長浜市,内保町, 1-９０

５２９-０２９２ 日本電気硝子 (株) 滋賀高月事業場,滋賀県,長浜市,高月町高月,１９７９

５２９-０４９３ 湖北総合病院,滋賀県,長浜市,木之本町黒田,１２２１

５２９-０４９２ 長浜市役所 木之本支所,滋賀県,長浜市,木之本町木之本,１７５７－２

５２９-０４９８ ハヤミ工産 (株),滋賀県,長浜市,木之本町黒田,３１３－２

５２９-０７９２ 長浜市役所 西浅井支所,滋賀県,長浜市,西浅井町大浦,２５９０

５２１-１３９２ 近江八幡市 安土町総合支所,滋賀県,近江八幡市,安土町小中,１－８

５２１-１３９８ キタイ設計 (株),滋賀県,近江八幡市,安土町上豊浦,１０３０

５２３-８５２３ ヴォーリズ記念病院,滋賀県,近江八幡市,北之庄町,４９２

５２３-８５０１ 近江八幡市役所,滋賀県,近江八幡市,桜宮町,２３６

５２３-８５０２ 近江八幡税務署,滋賀県,近江八幡市,桜宮町,２４３－２

５２３-８５１５ (株) 近江兄弟社,滋賀県,近江八幡市,魚屋町元,２９

５２３-８５５８ (株) たねや 日牟禮ヴィレッジ,滋賀県,近江八幡市,宮内町,３-

５２３-８５３３ (株) たねや（ラ・コリーナ）,滋賀県,近江八幡市,北之庄町,６１５-

５２３-８５５５ (株) 日吉,滋賀県,近江八幡市,北之庄町,９０８

５２３-８５１０ 滋賀職業能力開発短期大学校,滋賀県,近江八幡市,古川町,１４１４

５２３-８６５１ 滋賀中央信用金庫 本店,滋賀県,近江八幡市,桜宮町,１９８

５２３-８５０３ 滋賀八幡病院,滋賀県,近江八幡市,鷹飼町,７４４

５２５-８５１５ (株) 草津近鉄百貨店,滋賀県,草津市,渋川,１-１０６０－２１

５２５-８５５８ 川重冷熱工業 (株),滋賀県,草津市,青地町,１０００

５２５-８５６６ 学校法人 聖パウロ学園 光泉中学・高等学校,滋賀県,草津市,野路町,１７８-

５２５-８５１１ キヤノンマシナリー (株),滋賀県,草津市,南山田町,８５-

５２５-８５８８ 草津市役所,滋賀県,草津市,草津,３-１３－３０

５２５-８５０１ 草津電機 (株),滋賀県,草津市,東草津,２-３－３８

５２５-８５０５ 滋賀県 赤十字血液センター,滋賀県,草津市,南笠町,新池１０２

５２５-８５２５ 滋賀県草津県事務所,滋賀県,草津市,草津,３-１４－７５

５２５-８５８５ 社会医療法人 誠光会 淡海ふれあい病院,滋賀県,草津市,矢橋町,１６２９－５

５２５-８５８５ 社会医療法人 誠光会 草津総合病院,滋賀県,草津市,矢橋町,１６６０

５２５-８５６７ 新世代 (株),滋賀県,草津市,山寺町,４００

５２５-８５２６ ダイキン工業 (株) 滋賀製作所,滋賀県,草津市,岡本町,大谷１０００-２

５２５-８５２２ 東西電工 (株),滋賀県,草津市,馬場町,１２００－２２

５２５-８５２１ 不二電機工業 (株),滋賀県,草津市,野村,３-４－１
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５２５-８５２０ 松下電器産業 (株) エアコン事業部,滋賀県,草津市,野路東,２-３－１－１

５２５-８５０２ 松下電器産業 (株) カーエアコン部,滋賀県,草津市,桜ケ丘,５-１番５号

５２５-８５５５ 松下冷機 (株) 冷蔵庫事業部,滋賀県,草津市,野路東,２-３番１－２号

５２５-８５７７ 立命館大学 びわこくさつキャンパス,滋賀県,草津市,野路東,１-１番１号

５２４-８５０１ グンゼ (株) 守山工場,滋賀県,守山市,森川原町,１６３-

５２４-８５８５ 滋賀県 守山市役所,滋賀県,守山市,吉身,２-５番２２号

５２４-８５２４ 滋賀県立 総合病院,滋賀県,守山市,守山,５-４番３０号

５２４-８５７７ 立命館守山中学校・高等学校,滋賀県,守山市,三宅町,２５０

５２０-３０８１ 積水化学工業 (株) 滋賀栗東工場,滋賀県,栗東市,野尻,７５

５２０-３０８２ 積水ハウス (株) 静岡工場関西物流センター,滋賀県,栗東市,下鈎,６６６

５２０-３０８３ 日清食品 (株) 滋賀工場,滋賀県,栗東市,下鈎,伊関１４０－１

５２０-３０８４ 日本ジョンクレーン,滋賀県,栗東市,上砥山,２２２２

５２０-３０８５ 日本中央競馬会 栗東トレーニングセンター,滋賀県,栗東市,御園,１０２８

５２０-３０８０ 三菱重工工作機械 (株),滋賀県,栗東市,六地蔵,１３０-

５２０-３０８８ 栗東市役所,滋賀県,栗東市,安養寺,１-１３－３３

５２０-３３９３ 甲賀市役所 甲南庁舎,滋賀県,甲賀市,甲南町野田,８１０-

５２０-３４９２ 甲賀市役所 甲賀支所,滋賀県,甲賀市,甲賀町相模,１７３-１

５２０-３４９３ バイエル薬品 (株) 滋賀工場,滋賀県,甲賀市,甲賀町鳥居野,中山谷１２１－１

５２８-８５０１ (株) ホタルクス 滋賀工場,滋賀県,甲賀市,水口町日電,３番１号

５２８-８６６６ 甲賀市役所 水口支所,滋賀県,甲賀市,水口町水口,６０５３-

５２８-８５０２ 甲賀市役所 水口庁舎,滋賀県,甲賀市,水口町水口,６０５３-

５２８-８５１１ 滋賀県甲賀環境・総合事務所,滋賀県,甲賀市,水口町水口,６２００

５２８-８５８５ 積水化学工業 (株) 滋賀水口工場,滋賀県,甲賀市,水口町泉,１２５９

５２８-８５１０ ＨＯＹＡ (株) 水口ラボラトリー,滋賀県,甲賀市,水口町さつきが丘,３７

５２８-８５５５ 水口税務署,滋賀県,甲賀市,水口町水口,3-８７

５２９-１８９２ 甲賀市役所 信楽支所,滋賀県,甲賀市,信楽町長野,１２０３

５２０-２３９４ (株） 長府製作所 滋賀工場,滋賀県,野洲市,野洲,１４７３－１

５２０-２３９２ ソニーモバイルディスプレイ (株),滋賀県,野洲市,市三宅,８００

５２０-２３９３ (株） 村田製作所 野洲事業所,滋賀県,野洲市,大篠原,２２８８

５２０-２３９５ 野洲市役所 本庁舎,滋賀県,野洲市,小篠原, 1-００

５２０-２４９２ 野洲市 市民サービスセンター,滋賀県,野洲市,西河原,２４００-

５２４-０２９２ (株) 鮎家,滋賀県,野洲市,吉川,４１８７-

５２０-３１８２ (株) エム・エス・コミュニケーションズ 大阪物流部 物流センター,

５２０-３１８２ 滋賀県,湖南市,石部口,４-３－１

５２０-３１８９ (株) ゴーシュー,滋賀県,湖南市,石部緑台,２-１－１

５２０-３１８８ 甲賀高分子 (株),滋賀県,湖南市,石部北,１-４－２６

５２０-３１９５ 湖南市役所 西庁舎,滋賀県,湖南市,石部中央,１-１番１号

５２０-３１８５ シーアイ化成 (株) 滋賀事業所,滋賀県,湖南市,丸山,３-３－１

５２０-３１９４ 社会福祉法人 大木会,滋賀県,湖南市,石部が丘,２-１番１号

５２０-３１８０ 日本精工 (株) 石部工場,滋賀県,湖南市,石部が丘,１-１－１

５２０-３２８２ 王子製紙 (株) 滋賀工場,滋賀県,湖南市,朝国,６５

５２０-３２８８ 湖南市役所 東庁舎,滋賀県,湖南市,中央,１-１

５２０-３２８５ 電元社トーア (株) 近江工場,滋賀県,湖南市,小砂町,４-４

５２０-３２８１ ＴＯＴＯ (株) 滋賀工場,滋賀県,湖南市,朝国,１

５２０-３２８９ 日本ポリスター (株),滋賀県,湖南市,夏見,１７８１

５２０-１１８８ (株) ＴＡＤコーポレーション,滋賀県,高島市,野田,１６７８

５２０-１１９２ 高島市役所 高島支所,滋賀県,高島市,勝野,２１５

５２０-１２９２ 高島市役所 安曇川支所,滋賀県,高島市,安曇川町田中,４５５

５２０-１４９５ 朽木ゴルフ倶楽部,滋賀県,高島市,朽木宮前坊,６７－２１２

５２０-１４９２ 高島市役所 朽木支所,滋賀県,高島市,朽木市場,６０４

５２０-１５９２ 高島市役所,滋賀県,高島市,新旭町北畑,５６５

５２０-１６９２ 高島市役所 今津支所,滋賀県,高島市,今津町弘川,２５３

５２０-１８９２ 高島市役所 マキノ支所,滋賀県,高島市,マキノ町沢,１４１０

５２１-１２９５ 日本電気硝子 (株) 能登川事業場,滋賀県,東近江市,今町,９０６-

５２１-１２９２ 東近江市能登川支所,滋賀県,東近江市,,躰光寺２６２-

５２７-８５６７ 医療法人 敬愛会,滋賀県,東近江市,八日市東本町,８番１６号

５２７-８５０８ (株) ティラド 滋賀製作所,滋賀県,東近江市,五智町,２９７-

５２７-８５８８ (株) ノエビア 滋賀事業所,滋賀県,東近江市,岡田町,１１２－１

５２７-８５５８ (株) 村田製作所 八日市事業所,滋賀県,東近江市,東沖野,４-４番１号

５２７-８５８５ 関西電力 (株) 八日市営業所,滋賀県,東近江市,八日市緑町,２４－１５

５２７-８５５５ 京セラ (株) 滋賀八日市工場,滋賀県,東近江市,蛇溝町,長谷野１１６６-の６

５２７-８５４２ 三光合成 (株) 滋賀工場,滋賀県,東近江市,蛇溝町,１５５４

５２７-８５１２ 滋賀県東近江地域振興局 地域健康福祉部,

５２７-８５１２ 滋賀県,東近江市,八日市緑町,８番２２号

５２７-８５７７ シキボウ (株) 八日市工場,滋賀県,東近江市,柴原南町,１５００－５

５２７-８５８０ タキロン (株) 八日市工場,滋賀県,東近江市,東沖野,３-７番７号

５２７-８５６６ 凸版印刷 (株) エレクトロニクス事業本部,滋賀県,東近江市,妙法寺町,１１０１－２０

５２７-８５０５ 独立行政法人 国立病院機構 滋賀病院,滋賀県,東近江市,五智町,２５５

５２７-８５０１ パナソニック (株) ランドリー・クリーナー事業部 八日市工場,

５２７-８５０１ 滋賀県,東近江市,林田町,１５００-

５２７-８５２７ 東近江市役所,滋賀県,東近江市,八日市緑町,１０－５

５２７-８５１１ 東近江地域振興局,滋賀県,東近江市,八日市緑町,７－２３

５２７-８５５４ 東近江労働基準監督署,滋賀県,東近江市,八日市緑町,８－１４

５２７-８５５０ 満田工業 (株),滋賀県,東近江市,沖野,一-１番１１号

５２７-０１９５ 東近江市役所 湖東支所,滋賀県,東近江市,池庄町,５０５-

５２７-８６８７ 湖東信用金庫,滋賀県,東近江市,青葉町,１番１号

５２９-１４９２ 東近江市役所 五個荘支所,滋賀県,東近江市,五個荘小幡町,３１８-

５２９-１４９３ 藤野商事 (株),滋賀県,東近江市,五個荘簗瀬町,１１－３

５２９-１４９５ フジノ食品 (株),滋賀県,東近江市,宮荘町,６１０

５２９-１５９８ 朝日野カントリー倶楽部,滋賀県,東近江市,鈴町,１１２０

５２９-１５９７ (株) 名神八日市カントリー倶楽部,滋賀県,東近江市,石塔町,９８３－１５０

５２９-１５９５ 京セラ (株) 滋賀蒲生工場,滋賀県,東近江市,川合町,１０－１

５２９-１５９２ 東近江市 蒲生支所,滋賀県,東近江市,市子川原町,６７６-

５２１-８６０１ 米原市役所 近江庁舎,滋賀県,米原市,顔戸,４８８－３

５２１-８５０１ 米原市役所 米原庁舎,滋賀県,米原市,下多良,３－３

５２１-８５１１ ヤンマーホールディングス (株),滋賀県,米原市,梅ケ原,２４８１-

５２１-０２９２ 米原市役所 山東庁舎,滋賀県,米原市,長岡,１２０６

５２１-０３９２ 米原市役所 伊吹庁舎,滋賀県,米原市,春照,４９０－１



５２９-１６９２ (株) ダイフク 滋賀事業所,滋賀県,蒲生郡日野町,大字中在寺,１２２５

５２９-１６９８ 日野町役場,滋賀県,蒲生郡日野町,河原,１-１-

５２０-２５９６ 積水樹脂 (株) Ｒ＆Ｄプラザ・滋賀竜王工場竜王製造所,

５２０-２５９６ 滋賀県,蒲生郡竜王町,大字鏡,７３１－１

５２０-２５９５ 積水樹脂 (株) 滋賀竜王工場滋賀製造所,滋賀県,蒲生郡竜王町,大字西川,１３２１

５２０-２５９４ 竜王ゴルフコース,滋賀県,蒲生郡竜王町,大字山中,１３９１

５２０-２５９２ 竜王町役場,滋賀県,蒲生郡竜王町,大字小口,３

５２３-８５０７ トラスコ中山 (株) プラネット滋賀 竜王支店,滋賀県,蒲生郡竜王町,小口,１１４０－３

５２９-１３８０ 愛荘町役場 愛知川庁舎,滋賀県,愛知郡愛荘町,愛知川,７２

５２９-１３８１ 青木産商 (株),滋賀県,愛知郡愛荘町,市,７０１

５２９-１３８６ (株) ユニックス,滋賀県,愛知郡愛荘町,愛知川,８２１－１

５２９-１３８２ キユーピー醸造 (株) 滋賀工場,滋賀県,愛知郡愛荘町,東円堂,土武５３３－３

５２９-１３８３ 栗本コンクリート工業 (株),滋賀県,愛知郡愛荘町,東円堂,９６１

５２９-１３８８ ジョイソン・セイフティ・システムズ・ジャパン (株) 愛知川製造所,滋賀県,愛知郡愛荘町,愛知川,６-５８

５２９-１３９３ 大丸工業 (株) 滋賀支店,滋賀県,愛知郡愛荘町,長野,３８０（愛知川郵便局私書箱第３号）




