職業訓練法人 滋賀県調理技能協会 会員名簿

事業所名

代表者名

〒

住所

令和４年４月１日現在

電話番号

(株)ｱﾔﾊﾚ-ｸｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ

中川 典生

520-0801 大津市におの浜３－２－２５

077-524-2321

滋賀県日本調理技能士会

清本 健次

520-0101

077-578-1340

れすとらん風月

小野寺 和徳 520-0036 大津市園城寺町２４６

077-524-0638

橋本 和子

520-0844 大津市国分２－２－３１

077-537-1421

（株）鮮魚卸 山本
(株)かねよ
(有)ｸﾞﾛｳｼﾁｬﾊﾟﾝﾜｰﾄﾞ くし屋敷
綾羽高等学校

山本 学
村田 章太郎
小川 勝義
佐々木 康浩

520-0046
520-0062
520-0043
525-0025

077-524-3330
077-524-2222
077-527-1001
077-563-3435

滋賀一料調理士紹介所

辻田 一美

525-0066 草津市矢橋町１１５－７森田ビル３Ｆ

077-565-4616

(株)江州

勝部 裕史

525-0006 草津市志那中町５１－２

077-568-0277

エクレス

東出

524-0021 守山市吉身１－６－４０

077-583-4525

（株）つたい

梅村 すぎ子 525-0031

ヴィオレット・ステラ
(株)アサノ
ﾄﾗｯﾄﾘｱ ﾃﾞﾗ ﾒｰﾗ
（有）小川亭

上藪 靖英

520-3025 栗東市中沢３－５－１１

077-552-7136

浅野 昌弘

525-0037 草津市西大路町9-18

077-563-7901

小河 文人

529-1851 甲賀市信楽町長野８７６

0748-82-0008

（有）や満平

小坂 堅氏

528-0014 甲賀市水口町鹿深１－３６

0748-62-0082

宴所 やまりゅう

竹若 豪

520-3254 湖南市岩根中央二丁目２０番

0748-72-0137

みよし 赤甫亭

三好 良二

528-0235 甲賀市上山町大野2175

0748-67-0121

(有)鳥善

小林

521-1215 東近江市佐生町１６４－５

0748-42-0238

（株）八日市ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ

岩嶋 益明

527-0046 東近江市妙法寺町６９０

0748-24-0111

日本料理 ますや

安井 久和

529-1521 東近江市蒲生岡本町６００

0748-55-0430

(有)かどや

治武 孝一

527-0231 東近江市山上町１１７４

0748-27-0021

柳家

廣瀨 吉德

527-0135 東近江市横溝町４２４

0749-45-0397

お好み工房ＨＡＮＡ

津田 武志

527-0012 東近江市八日市本町２－１

0748-24-2870

和菜創作 村栄
（株）JOYSEED
創作Diningえん－縁－

村田 孝平

527-0015 東近江市中野町６４８

0748-22-0543

有川 景人

521-1223 東近江市猪子町４４０

0748-42-8558

島田屋

河嶋 裕之

527-0014 東近江市中野町９-８

0748-22-0241

ひさご寿し (株)木馬

川西

豪志 523-0893 近江八幡市桜宮町２１３－３

0748-33-1234

魚友楼

堀川 貞雄

523-0012 近江八幡市武佐町５７７

0748-37-6021

さぶ庄

上田 義信

523-0817 近江八幡市浅小井町４８３

0748-33-2980

ｸﾞﾘｰﾝﾎﾃﾙＹｅｓ近江八幡

川村

523-0894 近江八幡市中村町２１－６

0748-32-8180

町屋じゅらく

北川 忠男

523-0862 近江八幡市仲屋町中３

0748-36-6424

関西ハム（株）

吉田 年男

523-0013 近江八幡市長光寺町７５２－１

0748-37-6070

(株)ハオチーワン

貝塚 洋樹

523-0894

近江八幡市中村町２１－６

0748-34-3700

料理魚石

瀬海 悠一朗 523-0892

近江八幡市出町152-204

090-3703-7249

(株)千成亭

上田 健一郎 522-0041 彦根市平田町８０８

0749-26-2299

彦根ｷｬｯｽﾙﾘｿﾞｰﾄ&ｽﾊﾟ
(株)一圓興産

一圓 泰成

522-0075 彦根市佐和町１－８

0749-21-2001

（株）一休庵

上川 悟史

522-0254 犬上郡甲良町池寺１－５

0749-38-3851

（株）粋屋 やす井

上田 健一郎 522-0082 彦根市安清町１３－２６

0749-22-4670

（有）銀水

樋口 久雄

522-0073 彦根市旭町９－５

0749-22-0919

ル・セルポワヴル

杉本 敏明

522-0002 彦根市松原町３４２８－５

0749-26-0770

（株）伊勢幾

宮川 基司

522-0089 彦根市錦町４－２３

0749-22-0063

(有)うを惣

増居 吉夫

529-1303 愛知郡愛荘町長野８２６－３

0749-42-2245

ドリームフーズ(株)

山本 英柱

522-0021 彦根市幸町７４－１

0749-26-9131

すずや

山中 良治

522-0024 彦根市正法寺町４５０－２

0749-24-4129

章

晃

博

大津市雄琴６－１－３５京懐石・割烹 清元

大津市長等２－４－１８
大津市大谷町２３番１５号
大津市中央２丁目２番９号
草津市西渋川１－１８－１

草津市若竹町5－5草津第一ホテル1Ｆ

077-562-1335

大忠

大菅 忠久

529-1206 愛知郡愛荘町蚊野１４４６

0749-37-2336

中国料理 招禄
(有)永楽屋商店
(串だいにんぐ華楽)
（有）マザーレイク

西村 徹也

522-0083 彦根市河原２－２－６

0749-22-7116

杉野 実希子 529-1331 愛知郡愛荘町愛知川31－2

0749-42-5094

松原 富子

522-0041 彦根市平田町７４４－８

0749-22-9627

石原産業（株）
（有）笑家
花 笑家

石原 成郎

522-0054 彦根市西今町字品井戸５５－１
522-0024 彦根市正法寺町４０５－４６
522-0063 彦根市中央町７－４７

0749-30-0800
0749-24-3939
0749-26-1139

珈琲館 南蛮茶有限会社

松本 有紀

529-1303 愛知郡愛荘町長野377番地の１

0749-42-4762

(有)OASIS

ベル スミ

522-0062 彦根市立花町２－８

0749-21-3516

(有)魚忠

大橋 伸吏

522-0054 彦根市西今町５６３番地

0749-26-1686

ちゃんこ至

村上 至

522-0054

彦根市西今町87-9 NASU21 101号

0749-24-3000

(株)パリヤ

大塚 恵昭

522-8543

彦根市長曽根南町４７２番地の２

0749-22-0146

（株）一休亭

島田 賢

522-0009

彦根市外町６番地

0749-23-7265

(株)ﾌﾀﾊﾞﾔ

白樫 浩二

526-0021 長浜市八幡中山町１１４１－１

0749-63-8821

(株)京岩神前殿

和田 洋典

526-0021 長浜市八幡中山町９５０－１

0749-62-2233

若竹グループ

田島 星一

526-0056 長浜市朝日町１２－１３

0749-65-0204

(有)見付屋

馬場 利幸

529-0141 長浜市五村３５３

0749-73-3351

国民宿舎豊公荘

岸本 一郎

526-0065 長浜市公園町１０－１

0749-62-0144

（有）成駒家

堀部 駒夫

526-0058 長浜市南呉服町５－２５

0749-62-3031

(有)多喜寿し

川瀬 喜博

526-0015 長浜市神照町９６４

0749-62-8893

(株)紅鮎

山本 清蔵

529-0364 長浜市湖北町尾上３１２

0749-79-0315

(株)住文

上羽 輝明

526-0067 長浜市港町４－１７

0749-62-7777

(株)浜湖月

岸本 一郎

526-0065 長浜市公園町４－２５

0749-62-1111

(有)千茂登

三好 武夫

526-0056 長浜市朝日町３－１

0749-62-6060

(株)茂美志屋喜八郎

辻 喜八郎

526-0059 長浜市元浜町７－１５

0749-62-0232

エクシブ琵琶湖

阿部 一志

521-0004 米原市磯1477-2

0749-52-6161

（株）丸善奥村

奥村 善彦

521-0082 米原市能登瀬１０５７－１６

0749-54-0023

おとんぼ（株）

田島 俊明

526-0056 長浜市朝日町４－９

0749-65-0204

（有）魚作楼
(株)サンミュージック
ほっかほっか亭長浜店
(有)わ田作

川合 真矢

529-0141
526-0067
526-0021
526-0043

0749-73-3031
0749-64-0507
0749-65-4800
0749-62-6662

(有)須賀谷温泉

中西 恭子

526-0277 長浜市須賀谷町３６

0749-74-2235

（株）CLUB MAISON

佐野 圭太

526-0037 長浜市高田町６１

0749-53-3089

蔵家

清水 龍蔵

526-0056 長浜市朝日町３－１７

0749-63-4429

三日月

北川 次夫

526-0017 長浜市相撲町５１５

0749-62-2178

鳥新

伊藤 新一郎 526-0058 長浜市南呉服町９－１７

0749-62-0501

みや勇

伊藤 克美

529-0112 長浜市宮部町１５７５

0749-73-2058

つつ味

堤

526-0061 長浜市祇園町２７８－４

0749-65-6778

北近江リゾート

田中 秀和

529-0205 長浜市高月町唐川８９
529-0231 長浜市高月町森本９５

0749-85-8888
0749-85-3344

(有)京極寿司

眞杉 義和

526-0059 長浜市元浜町６－１１

0749-62-3265

（株）ﾐｰﾙｻｰﾋﾞｽたにぐち

谷口 之信

526-0841 長浜市新栄町５５６－７

0749-62-6603

そば八

田嶋 広志

526-0059 長浜市元浜町２２－３２

0749-62-0058

とんかつ和Dining味里

吉川 孝弘

526-0065 長浜市公園町４－１

0749-65-1109

レストラン ヘンリーイン
(株)メリーデイズ
（ローザンベリー多和田）
(有)つるや

中川 大樹

526-0036 長浜市地福寺町１６６

0749-63-8835

大澤 健

521-0081 米原市多和田６０５番地１０

0749-54-2323

西村 秀次

526-0056 長浜市朝日町１５-３１

0749-62-5926

楢木 修一

山内 芳雄
和田

宏

芳治

長浜市五村２３１
長浜市港町２－３２
長浜市八幡中山町５３３
長浜市大戌亥町１２８３

(有)醤油屋喜代治商店
（金沢でかねた寿司）
(株)一湖房
（株）Ｅｎｄｌｅｓｓ
（とんかつかつ源）
(株)湖北ライフスタイル研究所
（ビワコラージュ）
菊華(株)
（飲茶食坊萬華郷）
(株)キャリア・トゥエンティ・ワン
（ドラジェ）
ア・ターブル

江竜 拓児

521-0035 米原市醒井３７０番地

0749-54-0025

野中 治伸

526-0024 長浜市三ツ矢元町11-20

0749-65-1628

松浦 康博

526-0015 長浜市神照町58番

0749-68-6000

月ヶ瀬 義雄 526-0059 長浜市元浜町１３-２９ ＭＨＴ13 第１ビル3Ｆ 0749-57-6280
張 超

526-0059 長浜市元浜町２１－３６

0749-68-3001

山室 弘樹

526-0813 長浜市堀部町４４３

0749-57-1110

髙野 慶太郎 526-0043 長浜市大戌亥町１２７７

0749-64-5400

コーヒー＆ピザタイム こめか

坪居 摩耶

526-0059 長浜市元浜町7-18

0749-62-0132

（有）白浜荘

前川 為夫

520-1223 高島市安曇川町下小川２３００－１

0740-32-0451

丸茂

藤野 貴久

520-1623 高島市今津町住吉２－２－４

0740-22-2109

職業訓練法人 滋賀県調理技能協会 賛助会員名簿

事

業

所

名代 表 者 名

〒

住

令和４年４月１日現在

所電

話

番

㈱わたなべ陶器

渡辺 誠行

526-0054 長浜市大宮町８－３

0749-62-0530

(株)北びわこ水産

藤田 勇人

526-0829 長浜市田村町１２３４

0749-62-1221

湖北水産

山本

526-0046 長浜市高橋町字福町４１５

0749-64-2033

526-0033 長浜市平方町８２６－１２

0749-62-0273

繁

(株)長浜スタジオ
（株）西川食品

西川 恒男

526-0056 長浜市朝日町６－２２

0749-62-3384

米蔵國友

國友 浩貴

529-0367 長浜市湖北町海老江９６

0749-79-0292

滋賀電業（株）

塚村 正晴

526-0025 長浜市分木町６－１５

0749-62-3085

(株)小幡温水

小幡 豊彦

526-0024 長浜市三ツ矢元町２１－１０

0749-63-7707

ハラダ業務店

原田 幸弘

529-0342 長浜市湖北高田町６４１－１

0749-78-1584

（株）ｼﾊﾞﾀﾌﾟﾛｾｽ印刷

柴田 正明

526-0015 長浜市神照町４９９－１

0749-63-6860

(有)オービット

堀 吉城

526-0021 長浜市八幡中山町１０８５番地

0749-65-5107

590-0004 大阪府堺市堺区北清水町3-3-6

072-227-1312

520-3042 栗東市辻５２４－１

077-552-4801

520-3015 栗東市安養寺7-2-22

077-551-2361

101-0064

03-6316-1188

㈱正義刃物製作所
㈱エイワユニフォーム

中村 鉄男

ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱滋賀支社
㈱ﾗｼｮﾅﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ

納土 浩史

東京都千代田区猿楽町2-8-8住友不動産猿楽町ﾋﾞﾙ1F

号

