
就職氷河期世代対象インターン（職場実習・体験）受入候補事業所リスト
令和5年5月1日現在

No. 事業所名称 所在地 事業の内容 インターン対象者に従事させる業務 受入可能
人数

1 山陽精工株式会社 大月市 製造業 NC機械オペレーター及び付随する業務 2

2 株式会社三木工務所 南アルプス市 建設業 現場管理補佐または現場作業補佐 1

3 株式会社サンテレコム 甲府市 電気工事 現場の見学、工事の概要説明、会社の業務内容の説明など 2

4 株式会社クスリのサンロード
天然温泉ヘルシースパサンロード

甲府市 接客娯楽業 施設内の清掃業務 2

5 医療法人恵信韮崎会
恵信梨北リハビリテーション病院

甲斐市 医療・介護 看護補助・介護職員 4

6 山英建設株式会社 都留市 建設業 建設工事現場における測量等施工管理補助業務 2

7 株式会社ふじでんサービス 笛吹市 建設業 配電線用電柱掘削・建柱業務 2

8 株式会社アイメック 笛吹市 空調保守 空調メンテナンス（機器の清掃、修理、点検） 2

9 有限会社六曜舎
コーナーポケット

韮崎市 製造業 パン製造に係るパン生地の仕込み・成形作業 2

10 株式会社エーコー 昭和町 建設業
外構工事の現場作業、ブロック積み、コンクリート打設、
フェンス設置等 3

11 エルテックサービス株式会社 笛吹市
産業廃棄物中間処
理業

廃棄物処理工場の焼却炉の操作等 2

12 株式会社早野組 甲府市 総合建設業 舗装現場の作業を体感 2

13 山梨第一交通株式会社
（山梨第一交通グループ）

甲府市 タクシー業
会社説明（ビデオ上映含む）
点呼、車両点検、洗車、配車室見学、乗車体験 2

14 玉幡第一交通株式会社
（山梨第一交通グループ）

甲斐市 タクシー業
会社説明（ビデオ上映含む）
点呼、車両点検、洗車、配車室見学、乗車体験 2

15 武田第一交通株式会社
（山梨第一交通グループ）

甲府市 タクシー業
会社説明（ビデオ上映含む）
点呼、車両点検、洗車、配車室見学、乗車体験 5

16 甲州第一交通株式会社
（山梨第一交通グループ）

甲府市 タクシー業
会社説明（ビデオ上映含む）
点呼、車両点検、洗車、配車室見学、乗車体験 2

17 株式会社エスティ設計 甲州市 土木測量・設計 土木設計・測量に関わる補助業務 2

18 プレミアムウォーター株式会社 富士吉田市 製造業 資材の搬入作業、製品水の検査等 6

19 株式会社アスカインデックス
塩山テクニカルセンター

甲州市 卸売業
技術職（機械のメンテナンス、クリーンルーム施工作業、
現場作業の補助）
営業職（中古機器の買取・販売）

2

20 株式会社アスカインデックス
都留テクニカルセンター

都留市 卸売業
技術職（機械のメンテナンス、クリーンルーム施工作業、
現場作業の補助）
営業職（中古機器の買取・販売）

2

21 株式会社吉字屋本店 甲府市
石油製品卸売・小
売

ガソリンスタンド店舗スタッフとして車の誘導、車の窓拭
き、洗車等の業務
車内のクリーニング業務

1

22 株式会社イトウ・アット・ホーム 甲斐市 建設業
住宅の平面図や外構イメージをインスタグラムへ投稿（SNS
活用）、初めての住宅設計を楽しく体験 3

23 第一測量株式会社 富士吉田市 測量業
測量作業、パソコンを使った事務、キャド編集、製本作業
等
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24 旭建工 韮崎市 住宅基礎工事 全般 1

25 社会福祉法人八十八会
特別養護老人ホーム南岳荘

南アルプス市 老人福祉・介護
入居者様とコミュニケーション、レクリエーションの手伝
い、入浴後の整容補助、昼食配膳、食事介助の見学・片付
け等、排泄介助・口腔ケアの見学等

2

26 内田フルーツ農園 甲州市
農業
（観光農園）

ぶどう・桃の農作業、売店業務 2

27 株式会社ＴＢＭ 甲斐市

銅製建具、硝子、
建築金物、エクス
テリアなどの販売、
施工、組立

現場作業員、現場管理、建築系CADにて施工図の作図 3

28 社会福祉法人葛葉学園 大月市 児童養護施設 子どもとの対話、家事全般 1

29 株式会社共栄 笛吹市
一般貨物自動車運
送事業

トラックドライバー、倉庫管理 3

30 有限会社島田交通 上野原市
一般乗用旅客自動
車運送事業

タクシー運転者 1

31 社会福祉法人シーアンドシー福祉会
サテライト万寿の杜

甲府市 要介護高齢者施設 介護業務 2

32 医療法人武川会
介護老人保健施設ひばり苑

昭和町
介護老人保健施設
での介護事業

入所者への介護・看護業務、デイケア利用者への介護業務 1

33 株式会社田中屋
ＥＮＥＯＳ大月インターＳＳ

大月市

燃料油販売、エネオ
ス電機の販売代理店
業務、新／中古車の
販売・整備

接客・販売 2

34 株式会社サイトウ 都留市
金属製品製造業
（マシニング加
工）

生産管理・品質管理・マシニング加工 2

35 丸十山梨製パン株式会社 甲府市 パン製造・小売 パン製造 1

36 社会福祉法人心和会
特別養護老人ホーム春光園

甲府市
老人福祉施設
特別養護老人ホー
ム

介護サービス全般 2

37 株式会社アウラテクノロジー 都留市
ダイヤモンド工具
の製造、治具/専
用機の設計・製作

自動車、電子、半導体分野に係る工具・治具・機械の設計、
製作
・工作機械を使用し部品の製造とCAMによるプログラム

作成業務
・治工具、機械のCADを使用した設計業務
・治工具、機械の組立、調整、電気配線の業務

2

38 フジコン株式会社 山梨営業所 西桂町
電子部品（端子
台）の製造

製造・生産技術（製品生産用の治具設計・製作など） 1

39 株式会社プログレス 都留市 ダイカスト業 営業または鋳造 4

40 有限会社介護サービスゆりの里 都留市 介護サービス業 訪問介護・通所介護・小規模多機能型居宅介護の介護業務 1

41 株式会社ケーエス・トクシュ興業 都留市 総合解体工事 廃材の分別作業、内装解体 1

42 株式会社道志化学工業所 道志村
プラスチック成形
加工

成形業務 1

43 株式会社桑原組 大月市 一般土木建設工事 土木工事における現場作業 1

44 甲斐食産株式会社 笛吹市 食鶏肉加工販売業 鶏舎の清掃、整備等 1

45 有限会社サンローク 富士吉田市 清掃・警備業 清掃・警備 1
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46 株式会社宝督建設 富士吉田市 一般土木 土木作業員 3

47 社会福祉法人
甲府市社会福祉事業団 甲府市 障害福祉サービス 障害者の作業及び生活支援補助 1

48 甲府中央魚市株式会社 甲府市 水産物卸売業 営業 2

49 大進自動車工業有限会社 甲府市
新車・中古車販売
車検、点検、キズ
へこみ直し、保険

フロント業務もしくは現場作業 2

50 地域密着型特別養護老人ホーム
エール二之宮

笛吹市 高齢者福祉施設 高齢者に対する日常支援 2

51 株式会社ナカゴミ建設 南アルプス市 建築全般 大工／現場監督／設計 2

52 フジコンストラクト株式会社 富士河口湖町
一般建築・土木工
事

建築工事現場監督・土木工事現場監督
営業職 1

53 社会医療法人 加納岩
加納岩総合病院

山梨市 医療機関 看護業務 1

54 株式会社三宅建築設計事務所 甲府市

個人住宅・集合住
宅・公共施設・医療
施設・福祉施設など
の意匠設計全般

建築設計および監理業務 1

55 株式会社四葉堂フーズ 笛吹市
モスバーガーフラ
ンチャイズ

販売 1

56 株式会社茂呂製作所 韮崎市 機械修理 機械修理 1

57 医療法人燦生会
介護老人保健施設フルリールむかわ

北杜市 老人介護 介護 1

58 株式会社ハギ・ボー 甲府市
さく井工事、地質・
土質調査、環境事業、
給水設備工事

さく井工事、給水設備工事、営業 2

59 社会福祉法人友伸福祉会
特別養護老人ホーム長寿荘

北杜市 高齢者の介護 介護業務（生活支援） 1

60 株式会社加取（カトリホーム） 富士河口湖町
住宅建築を主にし
た総合建設業

設計・施工エンジニア 1

61 全国合理化建物協会株式会社
アンカケアサービス

富士河口湖町 介護事業
介護（介護職員初任者研修以上の資格がないと直接実習・
体験不可（見学実習）） 1

62 社会福祉法人壽光会 山梨市 介護事業 基礎的な介護業務、レクレーション、コミュニケーション 3

63 有限会社グッドケアー 甲府市 在宅福祉サービス 介護又は営業 2

64 有限会社上田屋商会 富士河口湖町 土木・砕石 土木作業 5

65 株式会社足和田ホテル 富士河口湖町 旅館業 客室清掃・レストランサービス 3

66 株式会社セラヴィリゾート泉郷
ネオオリエンタルリゾート八ヶ岳高原

北杜市 ホテル運営事業 ホテルスタッフ 3

67 株式会社セラヴィリゾート泉郷
清里高原ホテル

北杜市 ホテル運営事業 ホテルスタッフ 3

68 株式会社セラヴィリゾート泉郷
八ヶ岳わんわんパラダイス

北杜市 ホテル運営事業 ホテルスタッフ 3

69 株式会社セラヴィリゾート泉郷
Wan's Resort 山中湖

山中湖村 ホテル運営事業 ホテルスタッフ 3
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70 株式会社サンクス 北杜市
測量、土木設計、
監理

測量 1

71 社会福祉法人甲西厚生会
軽費老人ホームあやめの里

甲斐市
軽費老人ホームA
型
(自立型）

生活全般の支援 4

72 株式会社豊受 上野原工場 上野原市
印刷業、印刷物加
工

事務、刷版／印刷機／打板機／貼機オペレーター補助 3

73 株式会社桑郷 市川三郷町
桑の葉茶、農業、
製造、卸、販売

農作業／商品づくり／出荷事務 2

74 株式会社うぶや 富士河口湖町 旅館業 調理 1

75 山梨住宅工業株式会社 北杜市
ミサワホームの住
宅用パネル・部材
製造

木材のカット・穴あけ等の加工、部材取付 1

76 社会福祉法人清長会敷島荘 甲斐市
老人介護（日常生
活の支援）

お年寄りや利用される方の日常生活全般の支援・介護 2

77 株式会社警備サービス輝 甲府市
交通誘導
雑踏警備

新任教育受講、管制業務 2

78 特定非営利活動法人
地域福祉サポート笛吹

笛吹市 通所介護事業所 通所介護事業所の介護業務 2

79
社会福祉法人しあわせ会
障害者支援施設 白州いずみの家 北杜市

生活介護事業
施設入所支援事業

利用者の日中活動支援及び生活支援補助 1

80 株式会社アトラス測量 富士河口湖町 測量 測量補助 1

81 新旭電子工業山梨株式会社 南アルプス市
プリント配線板製
造

製造設備オペレーター 1

82 株式会社一水工業 富士吉田市 管工事業 配管工、施工管理補助 3

83
医療法人聖仁会
デイサービスたんぽぽ 富士河口湖町

老人福祉施設
通所介護

高齢者介護 2

84 株式会社佐藤農園 山梨市
ジャムの製造・販
売、太陽光

ジャムの製造・販売 2

85 株式会社ノア 富士吉田市 美容業 一般的なサロンワークの補助 2

86
セントケア山梨株式会社
セントケア新西原 富士吉田市

小規模多機能居宅
介護

介護業務全般 1

87
株式会社やさしい手甲府
（県内21カ所） 甲府市他 在宅介護サービス

ヘルパー、介護職
（※資格・経験に応じて専門職の業務も可）

各1

88 穴水株式会社 甲府市

ガソリンスタンド
の運営を主体とし
たトータルカー
サービス

車やバイクの誘導、接客、給油、代金の精算、洗車後の拭
き上げ、店舗内の清掃 1

89 株式会社石和名湯館 糸柳 笛吹市 旅館 接客・料理出し 1
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