
（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

モノ作りが好きでこの会社に入社しました。

他社には無いような、自ら営業、設計、製造の全てを担当することは大変ですが、向

上心を持って取り組むことでどんどん上手になっていきます。また、素材を加工・溶

接し、丁寧に仕上げた製品をお客様に喜んでいただいたときはとても嬉しく「自分で

作った製品が、世の中に出て役に立っている」と、いう実感を感じることができる、

やりがいのある仕事です。

「後輩へ一言」

・一緒にモノづくりしてみませんか？モノを作ることの楽しさを実感できますよ。

高卒求人番号 板金加工 19010-212529

ステンレス、鉄、アルミ　板金加工製造業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ）

弊社は中央市の自然豊かな里山に囲まれた位置にあります。

社内の雰囲気は、先輩後輩の立場はあるものの社員がお互いに声を掛け合いフォローしあう関係性となっていま

す。

製品につきましては、食品工場の担当になった場合、お客様と直接打ち合わせをし自ら設計（作図）・プログラ

ム作成、製作、納品（取付工事）に行って頂くこともあります。

実験動物の飼育機材につきましては、世界的な企業に納品実績もあり最先端の実験に携わっております。

トラックの架装につきましては、頻繁にはありませんが、ステンレス製品のため溶接痕除去やキズが許されない

高度な技術を要する内容となります。

女性の方、大歓迎です。

19047万円

12名

45歳

055-269-2555

info@sus-itech.co.jp

www.sus-itech.co.jp

石原　政臣

1988(S63)年　　1月　　27日

1000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 15277万円

（２０２０年度） 16708万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

                かぶしきがいしゃあいてっく

株式会社アイテック

②所在地

〒400-1512

山梨県中央市関原1236

mailto:info@sus-itech.co.jp
http://www.sus-itech.co.jp/




（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

今、仕事が面白いです。今年入社したばかりですが、印刷機のオペ

レーターを命じられました。知らないことだらけ。難しいことだら

け。だから不安だらけの出発でした。だけど命じられたことが嬉しく

て、やってやろと思う気持ちが強くなってきて、興味みが湧いて、わ

からないことが理解できるようになって、だから今、面白くなってき

ました。

高卒求人番号 製造　19010-31629

印刷パッケージ及び段ボールケースの製造販売

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 創ることが面白い。身につくことが面白い

当社は印刷パッケージ及び段ボールケースを企画から製造販売している会社

です。多くの商品は何らかの包装をされて流通しています。だから、包装も

商品の一部として見られていると思います。中身を保護するため、商品のイ

メージアップのため、中身の商品を説明するため等々、包装の役割は大きい

とおもいませんか。お客様と共に、良い包装を考え、作り続けております。

万円

62名

38.1歳

055-273-1511

eiji-takahashi@ipax.co.jp

https://www.ipax.co.jp

高橋英治

1947年　2月　1日

2000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 万円

（２０２０年度） 万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

アイパックスイケタニ

アイパックスイケタニ株式会社　甲府事業所

②所在地

〒409-3813

山梨県中央市一町畑７５１

mailto:eiji-takahashi@ipax.co.jp
https://www.ipax.co.jp/




（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

あいめっく

株式会社アイメック

②所在地

〒４０６－０８０１

山梨県笛吹市御坂町成田２７３９－２

代表取締役　　石川　　勝秀

1977(昭和52)年　4月　1日

１０１０万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） ２億１１００万円

（２０２０年度） ２億３７２８万円

（２０２１年度） ２億８８３９万円

１２名

４３歳

０５５－２６２－７７１１

imec@olive.ocn.ne.jp

http://www.imec-japan.co.jp/

地元企業に就職したいと思い入社しました。はじめの数年は先輩社員と一緒

に得意先を訪問し、エアコンの点検作業やメーカー研修などを通して空調の

仕組みを学びました。現在はお客様に修理や機器更新のご提案する機会も増

え、お客様とのコミュニケーションを大切にすることを心掛けています。普

通科高校の出身で不安もありましたが、設備保守は始めから知識を持ってい

る学生が少ないので、スタートラインは同じです。学ぶ意欲さえあれば必ず

認められるのでとてもやり甲斐のある仕事だと思います。

高卒求人番号
ビルの設備等の点検・保守、冷暖房切替業務

19010-15629

設備メンテナンス、設計、施工

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） お客様の「困った」を解決し、夢を叶える仕事

　弊社は昭和52年に冷暖房、衛生給排水設備工事を手掛ける有限会社ビル管

理センターとして発足致しました。昭和60年にビル管理にとどまらないエネ

ルギー調和のニーズに応えるべくIndustrial Maintenance Energy

Cordination(工業メンテナンス・エネルギー調和)の頭文字を取り社名を株式

会社アイメックと改めました。現在は工場製造ラインの自動制御システムや

空調設備の設計、施工、保守の分野で高い技術力を武器に実績を重ねており

ます。

mailto:imec@olive.ocn.ne.jp
http://www.imec-japan.co.jp/


社屋外観

空調機点検の

様子

電力測定の

様子



（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

                 あさかわねつしょり

浅川熱処理(株)

②所在地

〒409-3853

中巨摩郡昭和町築地新居１５８４－２

齊藤　基樹

１９６７（昭和４２）年５月１２日

１２００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） １２億７０００万円

（２０２０年度） １１億１０００万円

（２０２１年度） １３億５０００万円

６５名

４１歳

０５５－２７５－５２３１

kumaki@netushori.co.jp

http://www.netushori.co.jp/

地元山梨で堅実な製造業に携わっていきたいと調べていたら、浅川熱処理に

出会いました。入社すると新入社員それぞれに受入れプログラムが用意され

ており、現場では熱処理炉オペレーターについて先輩社員が優しく丁寧に教

えてくださいます。熱処理というのは加熱/冷却の熱操作によって鉄の部品の

性質を変えるという特殊加工になります。決められたルールに沿って確実に

作業することで、世の中のあらゆる鉄部品の強度に貢献することがやりがい

となります。

高卒求人番号 金属熱処理炉オペレーター 19010-13029

金属熱処理加工

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 鋼に命を吹き込む熱処理加工

浅川熱処理は山梨県では数少ない金属熱処理加工専業メーカーです。熱処理

業界の中でも高品質かつ特殊な熱処理技術を保有し、自動車メーカー/建設機

械メーカー/農機具メーカーから多大な信頼をいただき、１９６７年創業よ

り、ボルトやナット等の締結部品をはじめ、エンジンの過給機部分の部品等

の重要保安部品の熱処理加工を受託しております。特にバス・トラックの重

要保安部品であるタイヤのホイールボルト・ナットに関しては、国内販売車

両の約７割を浅川熱処理で熱処理加工しております。

mailto:kumaki@netushori.co.jp
http://www.netushori.co.jp/


社屋の航空写真

新入社員の

座学研修

新入社員の

現場実習



（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

       かぶしきがいしゃ　あしざわぐみどぼく

株式会社　芦沢組土木

②所在地

〒406-0045

山梨県笛吹市石和町井戸111-1

代表取締役　芦澤幸男

昭和52年　7月　1日

2,000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 万円

（２０２０年度） 万円

（２０２１年度） 万円

35名

42.1歳

055-263-5502

ashizawa.doboky@ag.wakwak.com

https://kk-ashizawa.jimdofree.com/

多くの工種がある中、覚えることが多々ありますが、人々の生活が便利にな

るように道路や橋を造ったり、天災から地域を守る建設業にやりがいを感じ

ます。

まだ現場監督の経験は浅いですが、日々、先輩方の指導を受けながら、安全

意識をもって作業しています。

仕事をする時は皆一生懸命に仕事をし、休憩時には他愛もない話をしたり仲

の良い会社だと思います。

高卒求人番号
土木一般普通作業員 19010-45529

土木施工管理 19010-46429

土木一式工事

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ）

昭和52年に創立し、平成3年㈱芦沢組土木として設立。その後、山梨県内ではＡランクへの会社

へと成長し、現在では国・県・市の公共事業を主に受注をしインフラ整備を行っています。

当社は、技術力に優れており、国や県から毎年のように表彰を頂いています。また、資格取得に

関することは全て会社負担で行っているので、スキルアップが出来ます！

若い社員も多く活躍し、しっかりと指導してくれる先輩社員もいます。

自然災害から人を守る技術力をモットーに人々の暮らし、安全を守り、一緒に社会に貢献してい

きましょう！！

mailto:ashizawa.doboky@ag.wakwak.com
https://kk-ashizawa.jimdofree.com/




（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

　　　　　　　あなみず

穴水（株）

②所在地

〒400-0861

甲府市城東１丁目７－２

西川　一徳

１８７２（明治５）年　１月

２，０００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１８年度） ３５億９６００ 万円

（２０１９年度） ３８億８０００ 万円

（２０２０年度） ４８億８６７７ 万円

１２０名

３８歳

０５５－２３５－８５５８

koichi.kubota@anamizu-hd.co.jp

http://www.anamizu-kf.co.jp/

　車が好きだった事と、地域に愛させる会社で働き社会貢献をしたいと思っ

た事がきっかけで入社しました。当社のガソリンスタンドでは、給油と洗車

だけでなく車検・コーティング・自動車整備・レンタカーの貸出しなど幅広

く業務を行っています。「穴水ベストパフォーマンス（ＡＢＰ）」を合言葉

に接客に特に力を入れ、「あってよかった」「またここに来よう」と言って

いただける存在であり続けるために、確かな技術力・きめ細かなサービスを

心がけています。

高卒求人番号
サービスステーション（ガソリンスタンド）スタッフ

19010-187629

主な事業としてガソリンスタンドの経営

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） くらしを繋ぐ　みらいへ繋ぐ

　令和４年、創業１５０年を迎えました。山梨県内に１０店舗のガソリンスタンドを

経営しており、ＥＮＥＯＳ(株)の前身の日本石油(株)が創立した際に国内で最も早い

段階で特約店になりました。

　当社では､石油・ガス製品全般の販売やトータルカーサービスなど幅広く事業を行っ

ています。 車検・自動車整備・保険業務・車両販売及び買取りといった多様化する顧

客ニーズに対応するため「穴水カーライフセンター」を開設。トータルエネルギー

サービスとして「くらしを繋ぐ みらいへ繋ぐ」を実践して参ります。

mailto:koichi.kubota@anamizu-hd.co.jp#
http://www.anamizu-kf.co.jp/#


穴水カーライフセンター

Dr.Drive向町店

洗車風景



（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

私の入社した頃は、建設業はいわゆる３Ｋ（危険・きつい・汚い）と言わ

れ、敬遠される職業でした。でも私には大きな建物の完成に関わりたいとい

う夢があり、いつか資格を取って現場を任せてもらいたいという目標があり

ました。辛いこともありましたが、同僚、先輩の叱咤激励のおかげで資格も

いくつか取得し、現場も任せてもらえるようになり、今はやりがいを感じて

います。人と人とのつながりを大切にするよう心がけています。やる気があ

る方は、私が責任を持って指導します。

高卒求人番号
管工事・空調設備（施工管理）、メンテ保守サービス、土木工事（上下水道）

19010-502129

管工事・空調設備・メンテ保守サービス・土木工事

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 人と自然の環境にやさしい社会を目指す

人々の暮らしに欠かせない水、空調関係設備の施工、管理業務を行っています。

本社は、甲府市荒川です。東京都八王子市に支店を構え、東京都の受注にも対応して

おります。「技術・信用・利益」有能な技術者を育成し、顧客から信頼を得てひいて

は、会社の利益となり、社員の利益となるを社訓としております。未経験の方でも、

興味がある方・やる気がある方にはしっかりとしたフォロー体制を整え、資格に挑戦

できるようにサポートしますので、ぜひ挑戦してください。

万円

　３５名

　４４歳

０５５－２５３－４３６１

info@amemiya-kogyo.co.jp

http://www.amemiya-kogyo.co.jp

代表取締役　　柏　俊樹

昭和 ５１ 年 ５ 月 ２５ 日

２，０００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 万円

（２０２０年度） 万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

　　   あめみやこうぎょうかぶしきがいしゃ

雨宮工業株式会社

②所在地

〒400-0061

山梨県甲府市荒川二丁目１３番１号

mailto:info@amemiya-kogyo.co.jp
http://www.amemiya-kogyo.co.jp/




（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名
       ゆうげんがいしゃ　あるふぁけあ

有限会社　アルファケア

②所在地

〒400-0863

山梨県甲府市南口町2-7

代表取締役　寺田　潤

1983年　8月　2日

300万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 万円

（２０２０年度） 万円

（２０２１年度） 万円

123名

48歳

055-223-7511

minami@alphacare.jp

http://www.alphacare.jp

お年寄りが好きな方、人の役に立つ仕事をしたい方、素直に業務を吸

収できる方と一緒に勤務をしたいです。

高卒求人番号 介護職員[北甲府介護施設]　19010-181129

老人介護福祉事業（短期入所生活介護、通所介護、訪問介護他）

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 介護の訓

アルファケアは子育てサポート企業「くるみん」の認定を受けた山梨県初の福祉施設です。

働くスタッフが家庭と職場を両立できる環境を整え応援しています。

　アルファケアは短期入所（ショートステイ）・通所介護（デイサービス）・サービス付き高齢

者向け住宅（ハレアルファ）・住宅型有料老人ホーム（カーサアルファ）・指定福祉用具貸与・

販売・住宅改修工事・介護タクシー・指定居宅介護支援事業所・訪問介護を甲府市内3か所で

介護保険適応の高齢者ケアを展開しています。

ご利用くださる対象者の方、そしてご家族様のニーズにスタッフみなが常に耳を傾け、

その方々にとって幸せに過ごせるための環境創りを目指していきます。

　これからは「地域のアルファケア」といわれる高齢者ケアの拠点を創り上げていきます。

あなたも一緒にアルファケアで働きませんか？

mailto:minami@alphacare.jp
http://www.alphacare.jp/




（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

入社して3年程ですが、現在の主な仕事内容は現場管理です。作業員さんに指

示をしたり、作業しやすいように丁張をかけたり測量をしています。測量で

自分が求めた高さや位置が一回であった時や計算や測量をして完成に向かっ

て少しづつ出来上がって行く構造物を見ているととてもやりがいを感じま

す。先輩は頼りがいがある人ばかりでわからないことは気軽に聞ける環境が

あります。また独り立ちできるまでは一緒に現場に入り成長を支えてくれま

す。資格取得や講習への参加を若手社員にも会社が積極的に薦めています。

高卒求人番号
土木技術職（施工管理）19010-21029

建築技術職（施工管理）19010-22329 ／ 現場作業員 19010-23629

総合建設業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 先端技術も取り入れ、安全で働きやすい環境を実現

当社は創業以来、地域に根差した土木・建築企業として、自然豊かな環境と人との調

和を常に意識しながら、社会のニーズに応えるため大小さまざまな工事を行ってきま

した。土木の分野では国や県が発注者となる公共工事を、建築の分野では公共施設、

工場、社屋、戸建て住宅などの工事を請け負っています。近年では中部横断自動車道

の施工にも関わるなど、より公共性の高い事業を請け負う機会も増えてきました。当

社は高い技術力をお客様に提供することはもちろん、共に働く仲間が安全に日々の業

務に打ち込むことができるような環境の整備にも力を入れています。

４３億円

85名

43.9歳

055-262-1111

shindo@kk-iizuka.co.jp

https://www.kk-iizuka.co.jp

　飯塚　潤

1953（昭和２８）年　　

5000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 万円

（２０２０年度） 万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

          かぶしきがいしゃ　いいづかこうぎょう

株式会社　飯塚工業

②所在地

〒406-0803

山梨県笛吹市御坂町井之上１５１１

mailto:shindo@kk-iizuka.co.jp
https://www.kk-iizuka.co.jp/




（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

お客様に一番接する部署で働いています。日々ご来館頂く色々なお客様の対応で気苦

労も多くありますが、お客様の「ありがとう」の一言が一番の励みになります。 ま

た、毎晩開催のスタッフによる「慶山太鼓ショー」へも出演しております。初めて

触った太鼓では色々と大変でしたが、デビューした日はかなり緊張しましたが、お客

様に披露でき本当にうれしかったです。職場では明るく頼もしい先輩方と一緒になり

より一層お客様にお喜び頂ける宿となるよう日々努めております。皆さんもぜひ私た

ちと一緒に働いてみませんか？

高卒求人番号 接客係 19010-79429 ／ フロント 19010-80629

旅館業（宿泊、休憩、ブライダル）

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 笛吹市石和温泉郷にある温泉旅館【華やぎの章 慶山】

1959年創業。JR石和温泉駅から徒歩約5分の好立地にあり、自家源泉

かけ流しの広々とした大浴場・露天風呂、毎晩9時より開催の従業員

による「慶山太鼓ショー」が自慢の温泉旅館です。

万円

149名

51歳

055-262-2161

info@keizan.com

https://keizan.com

千須和　昌和

1959年　　月　　日

3,000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 万円

（２０２０年度） 万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

かぶしきがいしゃいさわかんこうほてるけいざん（はなやぎのしょうけいざん）

株式会社石和観光ホテル慶山（華やぎの章慶山）

②所在地

〒406-0031

山梨県笛吹市石和町市部822

mailto:info@keizan.com
https://keizan.com/




（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

②所在地

〒406-0028

笛吹市石和町駅前13-8

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

　　　　　　いさわめいとうかん いとやなぎ

(株)石和名湯館 糸柳

http://www.itoyanagi.co.jp/

内藤　修也

１８９７（明治１２）年８月２３日

１０００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年） １０億７９９０万円

（２０２０年） ８億２６７６万円

（２０２１年） ６億０６４７万円

２００名

４5歳

０５５－２６２－３１５１

sakamoto@itoyanagi.co.jp

昔からホテルや旅館のフロントには強い憧れがあり ました。入社してすぐにバンケッ

ト部に配属になり、悪戦苦闘を繰り返しながら仕事を少しずつ覚えていったことを思

い起こします。今はフロントの仕事をしています。何にやりがいを感じるかと聞かれ

たら、やはりお客様の笑顔を見ることができた時です。だからこそ常にお客様を意識

してチェックイン・チェックアウトなどのあらゆる業務 に励んでいます。まだまだ社

会人として勉強することばかりですが、これからも日々精進していきたいです。

糸柳の従業員として、共に一緒に頑張りましょう！

高卒求人番号 バンケット 19010-308829 ／ サービス 19010-309729

旅館・宿泊業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 　地域に密着した老舗旅館

石和唯一の143年以上の歴史がある老舗温泉旅館でございます。

JR石和温泉駅から徒歩3分と好立地で、心のこもった最高のおもてなしと、

美味しい料理が評判の温泉旅館です。10代から70代まで幅広い年齢層の人た

ちが仲良くチームワークで生き生きと働いています。

社内イベントも沢山あり、年齢に関係なく皆で盛り上がり家庭的で明るく楽

しい職場です。

http://www.itoyanagi.co.jp/
mailto:sakamoto@itoyanagi.co.jp




（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

他部署間での意見交換も活発で、社内は風通しが良く、すぐになじむことが

できます。

休みが多く、1週間以上の長期休暇の取得も可能です。

そのほか、社員食堂があり、250円という安さで美味しい昼食を食べることが

できます。

様々な福利厚生制度が整えられており、ワークライフバランスを保ちなが

ら、働きやすく居心地のよい環境の中で仕事をしています。

高卒求人番号
装置オペレーター（2交替）19010-00203129

装置オペレーター（3交替）19010-00205529

半導体製品の開発、生産及び販売

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 世界一小さなFABを持つ半導体メーカー

私たちが目指すものは「感動まで高められたプロセスの提供」です。最高の

「作品」を提供し、世界中の人々の豊かな未来に貢献します。そして「商

品」ではなく「作品」を提供するために、絶え間ないプロセス（システム）

のレベルアップを目指します。

主力商品であるOEIC、LCDドライバー、地上デジタル復調ICでは、すでに世

界シェア1位を獲得しリーディングカンパニーとなっております。

52億2973万円

245名

46歳

055-241-8611

mid-career@micro-technology.co.jp

https://www.micro-technology.co.jp/ja/corp/?ref=header

取締役社長　島村 直良

2003年　　4月　　1日

2,000,000,000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 52億1780万円

（２０２０年度） 53億5688万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

　イトアマイクロテクノロジーカブシキガイシャ

YITOAマイクロテクノロジー株式会社

②所在地

〒400-0053

山梨県甲府市大里町465

mailto:mid-career@micro-technology.co.jp
https://www.micro-technology.co.jp/ja/corp/?ref=header




（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

若さを生かした発想力のある人材を募集！

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

ようこそ！「イトウ@ホーム」へ！私は、コロナ禍の中、就職活動を経験しました。現在、就職

活動されてる方も大変だと思います。私の担当している仕事は、CADというソフトを使用し、木

造住宅・鉄骨造の図面を作成しております。最初は、難しい操作があり大変でしたが、仕事をこ

なしていくうちに、今では自分に合った仕事だと感じております。若い目線で、アイデア発想力

溢れる皆さんが「ものづくり・家づくり」を通して活躍できる会社です。責任のある仕事ではあ

りますが、その分やりがいや達成感を味わうことが出来ます!住宅や建築・デザインに少しでも興

味のある方、専門知識などない方も活躍しています。一緒に働きませんか？是非お待ちしており

ます！

高卒求人番号
企画系（経営企画・不動産事業・総務・人事・広報・HP制作など）19010-256029

技術部門（設計・施工・商品開発・管理・建築業務）19010-257329

管理系（設計・積算・企画・SNS・システム開発など）19010-258629

イトウ@ホームでは「家族参加型の家づくり」「信頼できる工務店」「地域と社会に貢献する」

の３つの理念を掲げて経営しております。主に、新築・リフォーム・外構を施工しております。

①新築は、プライベートブランド「konomiこのみ」や１００％オーダーメイドエコ住宅のお家

をご提供致します。②リフォームでは、お客様のニーズによる問題解決やお困りごとに敏速に対

応します。③外構では、ガーデニング・カーポート・家庭菜園・エクステリア等お客様一人一人

に合った工事をご提供致します。まだまだコロナウイルスの影響で、就職活動も大変だと思いま

すが、何事にも積極的に頑張って頂ける・若さを活用したアイデアが溢れる人材を募集致しま

す。視座を養うためのウーマンライフプロジェクトを行ってます。お気軽にお問い合わせ下さい

ませ！

工務店・建築設計事務所

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ）

8,900万円

4名

33歳

０５５-２８８-９５２２

ito110athome＠yahoo.co.jp

https://www.ito-athome.jp/(HP)

https://www.instagram.com/itoathome110/(インスタグラム)

伊藤通敏（いとうみちとし）

平成１９年　２　月　１１　日

１００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 9,900万円

（２０２０年度） 7,600万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

     かぶしきがいしゃ　いとう　あっと　ほーむ

株式会社イトウ・アット・ホーム

②所在地

〒４００-0１１７

山梨県甲斐市西八幡２６０１-１





（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

②所在地

〒400-0842

山梨県 甲府市 朝気３－１０－５

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

いまはしせいさくしょ

株式会社イマハシ製作所

https://imahshi.net

松崎 昌俊

１９４６（昭和２１）年　１月　

１０００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） ４億４３００万円

（２０２０年度） ３億７９００万円

（２０２１年度） ４億４６００万円

２４名

４６歳

０５５－２３２－３１４３

matsuzaki@imahashi.net

モノ作りが好きで、製造関係の仕事に就きたく学校からの推薦もあって入社

しました。入社後製造部に配属され、フライス盤やマシニングセンタ等を

使って機械の部品を製作する業務を行っています。素材(材料)に機械加工を施

し、自分の手で仕上げた部品が組み込まれ装置を見ると、とても達成感があ

ります。社内の雰囲気は社員同士の仲が良く、とてもアットホームな職場で

す。入社した頃、仕事に関しての基礎や機械の操作方法を、理解できるまで

何度もやさしく教えて頂き安心して働けました。

高卒求人番号 部品加工、機械組立 19010-148129

研削・研磨・切断装置設計、製造、販売

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 熱望！一緒に飛躍するフレッシュな力

山梨県の地場産業である宝石加工用機械の自社設計、生産から始った事業は宝石加工

で培った脆性材料の切断・研磨技術を基に様々なお客様の要望に応えつつ、現在は宝

飾業界に留まらず半導体、電気・電子、医療分野向け機械を製造、販売する企業に発

展して参りました。山梨県の中心である甲府市に本社工場を構え装置設計から製造・

販売まで一気通貫の事業を展開する数少ない企業です。また令和元年より(株)コガネ

イのグループ企業となり経営面でも安心・堅実な企業に生まれ変わり更なる発展を目

指し始めた企業です。

https://imahshi.net/
mailto:matsuzaki@imahashi.net


本社外観

装置製品（ダイヤモンド工具研削盤）



（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名
株式会社エーコー

②所在地

〒４０９－３８６７

中巨摩郡昭和町清水新居１５１５－２　アルコビル３階

平賀　雅仁

１９９４（平成６）年　１２月　２７日

３００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） ２億８２００万円

（２０２０年度） ３億２５００万円

（２０２１年度） ３億６０００万円

１２名

３９．７歳

055-227-6663

obata@e-co-ex.co.jp

http://www.e-co-ex.co.jp/

・お客様からの「 ありがとう」が 、一番の達成感です。

・お客様の想いを形にできるところにやりがいを感じます。

・できる作業が増えるごとに、成長を感じ仕事が楽しいと思えます。

高卒求人番号
現場作業員 （山梨）19010-194329

現場作業員（神奈川）19010-193029

土木工事、建築工事

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ）

平成６年にエクステリア総合販売・施工業として設立し、個人住宅の外構工事を施工してきまし

た。また、現在は大手ハウスメーカーの協力企業として住宅の基礎工事や外構工事を請負、事業

を拡大しています。

経験豊富な先輩や熟練した技術を持つ職人と仕事を共にすることで、着実に施工技術力・現場管

理能力を身に付けることができます。

実務経験を積みながら、現場作業に必要な資格を取得し、将来的には現場代理人や主任技術者に

なることを目指して、国家資格を受験することもできます。（資格取得助成制度あり。）

mailto:obata@e-co-ex.co.jp#
http://www.e-co-ex.co.jp/#




（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

■入社して良かったと思うこと

・職場の風通しが良い、先輩社員と仲が良い、何でも言い合える職場環境

・有給休暇が取得しやすい

■やりがい

・情報化社会を裏で支えているというところにやりがいを感じている

・私たちの生活に欠かせない身の回りの製品の開発・生産に携われる

■後輩に一言

・ぜひ私たちと一緒に、山梨の地から、世界中の人々の生活を豊かにするものづくり

　に挑戦しませんか！

高卒求人番号 製造検査 19010-00302529

ICTシステム機器の開発、製造、販売、設置、保守およびシステムソリューション

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ）
ICT基盤＝プラットフォームを通して

「新たな社会」を創造し、世界に貢献します！

当社は、NECの社会ソリューション事業を支える「ものづくり」の会社です。

ダントツの商品力とQCD（クオリティー、コスト、デリバリー）を追求し、ICT基盤

＝プラットフォームを支える多様な製品を生み出しています。

甲府事業所では、スーパーコンピュータをはじめ、各種ソリューションビジネスを支

えるサーバー製品、金融流通業向け背引用端末など幅広いコンピュータ機器のものづ

くり（開発および生産）を担当し、世界中のお客様に提供しています。

3,175億円

7,010名（うち甲府事業所464名）

47.3歳

055-243-4120

saiyo_yamanashi@mlsig.jp.nec.com

https://www.necplatforms.co.jp

田熊 範孝    

1918年　2月　8日

103億3,100万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 3,502億円

（２０２０年度） 3,447億円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

えぬいーしーぷらっとふぉーむずかぶしきがいしゃ　こうふじぎょうしょ

NECプラットフォームズ株式会社　甲府事業所

②所在地

〒400-0055

山梨県甲府市大津町1088-3

mailto:saiyo_yamanashi@mlsig.jp.nec.com
https://www.necplatforms.co.jp/




（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

かぶしきがいしゃえねおすういんぐ　かんとうだいにしてん

株式会社ＥＮＥＯＳウイング関東第２支店

山梨エリア

②所在地

〒406-0862

山梨県甲府市朝気3-22-10

大石　和宏

1951年　11月　17日

10,000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 32,800,000万円

（２０２０年度） 30,850,000万円

（２０２１年度） 25,250,000万円

5,054名

35歳

045-478-4761

業務課長　水野浩道　　　h-mizuno@eneos-wing.co.jp

https://www.eneos-wing.co.jp/

接客に興味があって入社しました。

車に興味がなくても研修が沢山あるので知識が身に付きます。

接客を中心にコーティングやタイヤの組み替えなど作業も沢山できて

楽しいです。学歴や性別は関係なく活躍できるので、とても働きやす

いです。福利厚生も充実していて、一人暮らしに興味のある方は

特にオススメです！＜月1万3,000円（家賃水道光熱費込）＞

高卒求人番号
トータルカーライフアドバイザー（接客・販売整備係）

19010-27129

石油製品や自動車用品の販売・自動車の整備・

KeePerコーティング・車検・リペア事業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） お車のなんでも屋さん

エネゴリくんでおなじみのENEOSグループです。

ガソリンスタンドというと、給油をするイメージがありますが、

弊社は給油だけではございません。

接客・販売を中心に、コーティング・洗車・整備などの作業ができます。

男女関係なく活躍中！

毎年全国で１５０名以上の高卒社員を採用しております。

mailto:h-mizuno@eneos-wing.co.jp#
mailto:h-mizuno@eneos-wing.co.jp#
mailto:h-mizuno@eneos-wing.co.jp#
mailto:h-mizuno@eneos-wing.co.jp#
https://www.eneos-wing.co.jp/#




（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

仲間と協調して仕事に取り組むことが大事だと思います。

何もわからなくて当たり前です。先輩が親切に指導しますので大丈夫

です。まずは見学にきてください。

高卒求人番号 作業員 19010-74829 ／ 営業 19010-75729 ／ 総務 19010-76129

産業廃棄物の処理及びリサイクル

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 「地球に良い（いい）こと」を「e(いい)から始める」

あらゆる企業や建設現場等からでる多種多様な廃棄物を無害化・減容化する設備を保

有し廃棄物の処理及びリサイクルを行っております。山梨県の廃棄物処理業界のリー

ディングカンパニーとしての自覚と誇りをもって業界の見本となるような企業を目指

しております。

●ISO14001環境マネジメントシステム認証取得　●健康経営優良法人2022（日本健

康会議/経済産業省）　●地域未来牽引企業（METI/経済産業省）　●優良産廃処理業

者認定（環境省/山梨県）　●安全性優良事業所Gマーク（山梨県トラック協会）

14億1000万円

48名

48歳

0553-47-3611

http://www.ertec-g.co.jp/

代表取締役　中村𠮷邦

1991年　4月

2,200万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 14億1000万円

（２０２０年度） 13億2500万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

　　　えるてっくさーびすかぶしきかいしゃ

エルテックサービス株式会社

②所在地

〒405-0074

山梨県笛吹市一宮町国分1014番地１

http://www.ertec-g.co.jp/




（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

私は防災の事を詳しく知らずこの会社に入社しました。最初は分からない事

も多く戸惑う毎日でしたが優しい先輩方や豊富な知識を持つ上司の下で学び

防災の仕事に取組んでいます。普段自分達の周りに必ずあるのに意識しない

と気づかない防災設備ですが万が一の時多くの人を守ることが出来るそんな

仕事に今はやりがいと誇りを感じています。入社を希望されるあなたへおな

じ現場で人の命を守る仕事を一緒の出来ることを心待ちにしております。

高卒求人番号
消防設備の設置及び保守 19010-00131229

消防設備工事作業員 19010-00134029

消防設備点検及び工事

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 誠意と熱意ー大沢防災の（信条）モットーです

私たち株式会社大沢防災は昭和６０年創業以来、地元甲斐市の発展と共に３

０余年歩んでまいりました。そして公官庁・病院・会社・店舗などの建築物

の消防設備はじめ防災に関わるさまざまな建築物の点検や工事を行った実績

がある会社です。どんな小さな仕事も誠実・丁寧を大切にしお客様に少しで

も防災を通し安心して頂けるよう社員一同が取り組みお客様満足度を高めて

おります。いつ被害にあうかもしれない災害から尊い生命財産を守る。防災

設備設計・施工点検・避難用品など総合的に扱う専門会社大沢防災です。

万円

１０名

４５歳

０５５１－２８－４１０７

KK-osawa@osawa-bousai.co.jp

http://osawa-bousai.co.jp

大沢宏州

１９８５年　４月１９日

１０００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 万円

（２０２０年度） 万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

            かぶしきかいしゃおおさわぼうさい

株式会社大沢防災

②所在地

〒400-0104

山梨県甲斐市龍地２５２６

mailto:KK-osawa@osawa-bousai.co.jp
http://osawa-bousai.co.jp/




（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

　車に興味があり、オートバックスにピットマンとして入社しました。全く

の未経験で仕事を始めましたが、先輩社員が親切丁寧に仕事を教えてくれる

ので、助かっています。仕事は、オイル・タイヤ交換からスタートしました

が、現在はドライブレコーダーの取り付けなど、できることも少しづつ増え

てきました。お客様から「ありがとう」の言葉を頂くこともあり、そんな時

は非常にやり甲斐を感じます。

高卒求人番号 ピットサービス担当（自動車の整備など）19010-99929

カー用品販売、カー用品取付、車検・整備、車買取・販売

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 援助・協力・思いやりの職場を目指します！

　当社は、山梨県内でカー用品のオートバックスを5店舗運営している会社になりま

す。創業から23年間安定的に成長しています。ピットにて、オイル・タイヤ交換、ナ

ビゲーション取付、車の整備などを担当して頂くピットマンを募集しています。全く

の未経験者から国家3級、2級整備士、自動車検査員の合格者を多数輩出しています。

「経験や知識がないから不安」という方もご安心下さい。入社後は先輩社員が丁寧に

指導致します。着実にキャリアを積めステップアップが出来ます。技術を身につけた

い方、何となくでもいいので車に興味のある方、ふるってご応募下さい。

万円

81名

35.8歳

055-225-2160

osaki@ab-yamanashi.com

https://www.autobacs.com/shop/search/list?pre_url=%2Fstore%3F&pref=19

大崎和彦

2000年（平成12年）年　8月　1日

1億円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 万円

（２０２０年度） 万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

　　かぶしきかいしゃおーとばっくすやまなし

株式会社オートバックス山梨

②所在地

〒400-0043

甲府市国母8丁目14-53

mailto:osaki@ab-yamanashi.com
https://www.autobacs.com/shop/search/list?pre_url=%2Fstore%3F&pref=19


NO IMAGE

NO IMAGE



（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

         おぎの

株式会社　オギノ

②所在地

400-0047

山梨県甲府市徳行1-2-18

荻野　寛二

1841（天保12）年

5000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 万円

（２０２０年度） 万円

（２０２１年度） 万円

2268（8時間換算）名

39.1歳

055-227-7111

saiyou@ogino.co.jp

http://www.ogino.co.jp

【畜産担当者からのメッセージ】お客様のくらしや地域に貢献したいと

いう思いがあり、ライフラインとして欠かすことのできない身近な存在

であるオギノへの入社を決めました。現在お肉を扱う畜産部門を担当し

ています。商品の知識を身に付け、発注業務や売場作りを学び、自分で

計画した商品が売れる楽しさを経験することが出来ています。明るく元

気で体力のある人、考えたり工夫したりするのが好きな人が多く活躍し

ています。皆様にお会いできることを楽しみしています！

高卒求人番号 店舗運営スタッフ 19010-58829

総合小売業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） お客様のふだんの暮らしを豊かに

山梨県を中心に45店舗を展開する総合小売業です。社是に「店はお客様のた

めにある」「お客様に正直な商売」を掲げ、商品の提供を通じて人々の幸せ

や地域に貢献出来る仕事です。食・住・衣を通じて変化するお客様の日常生

活を絶え間なく支え、創造し、豊かにしていく為、ニーズに合った商品をお

届けしています。当社では全ての基本となる「店舗運営スタッフ」を全員が

経験します。地域のことや商品の知識を身に付けた後、部門チーフ・店長・

バイヤー・本部スタッフなど様々な職種へキャリアアップしていきます。

mailto:saiyou@ogino.co.jp
http://www.ogino.co.jp/#




（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

ハローワークの求人票がきっかけで入社しました。現場では、足場の

組立・解体をしています。自然環境に大きく左右される厳しい仕事で

すが、完成した足場を眺めた時に大きな達成感を感じます。入社２年

目の今は早く仕事を覚え、様々な現場に対応できるよう勉強中です。

後輩の皆さん、とても厳しく大変な現場の仕事ですが、その分達成感

と充実感のある仕事です。是非見学に来てみて下さい。

高卒求人番号 鳶作業員 19010-00112929

建設業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 足場工事のプロ集団

社会インフラとなるサービスの創出を成し遂げるため、荻野工業では5つのこ

だわり「安全・スピード・品質・技術・環境」を掲げています。最高の足場

をご提供できるよう日々仲間たちと精進し、刺激し合い、皆様から期待され

る企業を目指しています。

万円

9　名

34　歳

0551-45-9684

office@ogino-kogyo.com

https://www.ogino-kogyo.com/

代表取締役　荻野　充

2010年（平成22年）　　10月　　1日

100　万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 万円

（２０２０年度） 万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

          おぎのこうぎょう　かぶしきがいしゃ

荻野工業　株式会社

②所在地

〒　400-0106

山梨県甲斐市岩森2238-1

mailto:office@ogino-kogyo.com
https://www.ogino-kogyo.com/




（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

・美容師は人に直接喜んで頂けるとても素敵なお仕事で自分自身もお客様も

幸せになれるやりがいのある職業です。シャンプーやヘッドスパに入る時は

お客様に必ず喜んでいただけるように、1人1人の症状や気分に寄り添って施

術をしています　・スタッフやお客様との楽しい時間や技術だけでなく、人

への想いが溢れている環境がPaPaDoo です　・自分の”なりたい”を強く想い

続ければいつか必ず形になります。それをパパドゥスタッフは1人1人サポー

トします！

高卒求人番号 ヘア・アシスタント（美容師アシスタント） 19010-490529

美容院

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 人への想いが溢れている環境

山梨県・長野県を中心にエリアに密着したサロン作りをしています。

実力テスト制により自己の力を発揮していただける環境があります。

入社3年目で技術者となる教育マニュアルあり。（美容学校入学、通

信になります。）通勤が難しい方は入寮制度あり。女性管理職8割以

上、産休取得実績あり。

http://www.papadoo.co.jp/

伊藤　孝志

1996年　1　月　8　日

2000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 万円

（２０２０年度） 万円

（２０２１年度） 万円

49名

28歳

055-221-8877

hiroshi@papadoo.co.jp

②所在地

400-0064

山梨県甲府市下飯田2－13－20

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

                               おふぃすぱぱどぅ

株式会社オフィス・パパドゥ

http://www.papadoo.co.jp/
mailto:hiroshi@papadoo.co.jp




（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

かげつ

(有)かげつ

②所在地

〒406-0024

笛吹市石和町川中島385

横森　薫里

1964年　　月　　日

500万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 万円

（２０２０年度） 万円

（２０２１年度） 万円

2名

52歳

055-262-4526

info@isawa-kagetsu.com

https://www.isawa-kagetsu.com

接客が良かったと笑顔でお帰りになるお客様、庭やお風呂を気に入ら

れリピータとなる方、様々な年齢・出身の方々がいらっしゃいます。

お客様が日常から離れ、安らぎと癒しを得られるようおもてなし精神

を持って接客しております。一緒にお客様の思い出作りをお手伝いし

ませんか。

高卒求人番号
フロントスタッフ　19010-00144629

ルームスタッフ　19010-00145929

宿泊業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ）

全国から集めた銘石、巨石で造り上げた壮観な日本庭園を有する当館は、

「プロが選んだ日本のホテル・旅館１００選」で４０年連続入賞をしており

ます。　山梨県内はもとより日本全国、また海外よりお客様がお越しになり

ます。　旅館ならではのおもてなし精神を大事にし、お客様に安らぎと癒し

を心を込めて提供いたします。

mailto:info@isawa-kagetsu.com
https://www.isawa-kagetsu.com/




（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

かすがいりぞーとかぶしきがいしゃ　かすがいごるふくらぶ

春日居リゾート株式会社(春日居ゴルフ倶楽部)

②所在地

〒406-0014

山梨県笛吹市春日居町国府759番地2

代表取締役　金子　秀樹

1992年　　10月　　10日

9500万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 4億3616万円

（２０２０年度） 3億7482万円

（２０２１年度） 4億5770万円

60名

53歳

0553-26-5200

info@kasugai-gc.jp

http://www.kasugai-golf.jp/

ゴルフ場未経験で不安はありましたが先輩たちに教えていただいて覚えるこ

とが出来ました。

コース管理課に入り私が肥料を撒いたり、芝の刈り込みをして仕上げたコー

スをお客様がプレーして喜んでいただいているのを見て、聞いて、

とてもやりがいを感じています。

入社後にゴルフを始めましたがものすごくゴルフにハマっています。

高卒求人番号

コースアドバイザー 19010-00261129 ／ フロント事務 19010-00264429

コース管理 19010-00263529 ／  マスター室 19010-00371029

レストランホールスタッフ・厨房スタッフ 19010-00262229

ゴルフ場

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） シャトレーゼグループで共に成長する若者を募集中!！

国内、海外合わせて19コースあるシャトレーゼグループのゴルフ場の1つであります

春日居ゴルフ俱楽部です。

ゴルフ場運営全般からホテル経営など手掛けています。

接客部のサービス力、コースメンテナンスでは最新の機械導入、レストランの魅力あ

る料理など中心にお客様の満足度を高める為、常に挑戦し続けています。

有給や産休育児休暇の取得推進、ゴルフ場やホテル利用の従業員福利厚生も充実して

おります。

mailto:info@kasugai-gc.jp
http://www.kasugai-golf.jp/


NO IMAGE

NO IMAGE



（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

世界で活躍するキトーの一員として、成長できる環境で仕事をしたいと思い入社を決

めました。

最初は会社に馴染めるか不安でしたが、実際入社してみると優しい人ばかりで、雰囲

気の良さを感じています。

また、キトーの製品は非常に重たいものを持ち上げる性質上、人の命にも関わる重要

な役割を果たしています。品質・安全に対する責任感を持ちながら、社会に貢献して

いるという実感・やりがいを、この仕事を通じて日々感じています。

高卒求人番号 機械加工、製品組立（生産職）　19010-333729

ホイスト、クレーンの開発・製造・販売

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 君が手がけた製品が様々な場面で活躍する

当社は、重い物を持ち上げ、移動し、固定するための、ホイスト・クレーン、といっ

たマテリアルハンドリング機器のリーディングメーカーです。日常生活の中で目にす

る機会は少ないと思いますが、建設現場や工場の生産ライン、コンサート会場の音響

機器の吊り上げなど多彩なシーンで使用され、国内ではトップシェア、海外売上比率

は75％を誇ります！また、生産現場での勤務経験を生かして生産設備の設計や営業と

して活躍している先輩も在籍しています。生産現場にとどまらないキャリアの幅広さ

もキトーの魅力の一つです！

625億600万円

687名

43歳

03-5908-0155

kito-saiyo@kito.com

https://www.kito.co.jp/

鬼頭芳雄

1932年　11月

39億7600万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 587億2200万円

（２０２０年度） 518億500万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

かぶしきがいしゃきとー

株式会社キトー

②所在地

〒409-3853

山梨県中巨摩郡昭和町築地新居2000

mailto:kito-saiyo@kito.com
https://www.kito.co.jp/




（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

病院勤務 介護職員（高卒）

入職時は業務を覚えられずにめげてしまうこともありました。しかし、周りの先輩方

に相談する中で、温かい言葉や的確な指導者のアドバイスをいただき、一つ一つの業

務に対して前を向いて明るく取り組むことができるようになりました。患者さんとの

コミュニケーションを大切にし、業務に取り組んでいます。

働きながら介護福祉士資格も取得することが出来ました。みなさんもチャレンジして

みませんか？

高卒求人番号 介護職員 19010-42729

甲州リハビリテーション病院、デイサービスセンターきぼう

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 「施設から地域へ」「24時間・365日のお世話を・・」

「心をこめ、保健・医療・福祉で、地域に貢献」をモットーとする甲州リハビリテーショング

ループの中で、甲州リハビリテーション病院では、回復期リハビリテーション病棟、一般病棟

（障害者病棟）を有しており、多職種で退院後の生き生きとした生活の実現に向けて実践的なリ

ハビリを行っています。また、6つの地域密着型通所介護事業所を運営し、地域包括ケアシステ

ムを推進し、地域作りを支援していきます。

病院の介護職員は、患者さんに必要な様々なサポートや、療養環境の整備などを行います。ま

た、余暇活動を通じて患者さん同士の輪を深めたり、手足を動かすリハビリになるレク活動をし

ています。皆さんも私たちと一緒に働きませんか？

万円

590名

40.8歳

055-262-3121

jinji@krg.ne.jp

https://www.krg.ne.jp/rehabili/

理事長　中島 育昌

1965年11月23日

万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年） 万円

（２０２０年） 万円

（２０２１年）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

いりょうほうじん　ぎんもんかい　こうしゅうりはびりてーしょんびょういん

医療法人 銀門会　甲州リハビリテーション病院

②所在地

〒406-0032

山梨県笛吹市石和町四日市場2031

mailto:jinji@krg.ne.jp
https://www.krg.ne.jp/rehabili/




（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

高校を卒業し甲州ケア・ホームに入職した当初は、初めてのことばかりで仕事を覚えることが大

変でした。入職して数ヶ月を過ぎると利用者様の一日の生活の流れやケアの方法が少しづつわか

るようになり、できる仕事も増えてきました。任される仕事にも慣れはじめ、合間の時間に利用

者さんと会話をすることもできるようになりました。自分の名前を覚えてくれたり、利用者様か

ら頼まれごとをされたりすることも増えるようになり、介護の仕事にやりがいを感じることも多

くなりました。介護福祉士の資格がないためこれから多くの勉強が必要ですが、勉強をした分利

用者様へのケアに自信が付き、利用者様に関わる時間が増えることを楽しみにしています。介護

福祉士の資格も頑張って取得したいと思います。

高卒求人番号 介護職員 19010-41829

介護老人保健施設、デイサービス、訪問介護等の事業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 利用者に寄り添ったケアを一緒にしませんか？

当施設は、『医療法人　銀門会　甲州リハビリテーション病院』に併設されている在宅支援センター 甲州ケ

ア・ホームです。私たちの法人は、病院・介護老人保健施設・通所リハビリ・通所介護・訪問介護・訪問看護・

定期巡回･随時対応型訪問介護看護ステーション・訪問リハビリテーション・居宅介護支援事業所など様々な事

業を運営しております。医療現場はもちろん、介護保険サービス分野でも様々なタイプの介護現場で働く事が出

来ます！

介護を必要とされる方に、医師や看護師による健康観察や、介護職員による日常生活のお世話、リハビリスタッ

フにより訓練を行います。ご希望に沿った多様な余暇活動などで在宅復帰を目指し、笑顔があふれる生活を送れ

るようにお手伝いいたします。

あなたの働き甲斐を私たちの職場で見つけませんか？

https://www.krg.ne.jp/care/

理事長　中島 育昌

1988年５月

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年） 万円

（２０２０年） 万円

（２０２１年） 万円

590名

40.8歳

055-263-0242

jinji@krg.ne.jp

②所在地

〒406-0032

山梨県笛吹市石和町四日市場2031

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

いりょうほうじん ぎんもんかい　ざいたくしえんせんたーこうしゅうけあ・ほーむ

医療法人 銀門会　在宅支援センター甲州ケア・ホーム

https://www.krg.ne.jp/care/
mailto:jinji@krg.ne.jp




（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

私は、技術部で製品の設計、開発を担当しています。

大学では別の分野を専攻していましたがものづくりに興味があり、飛び込みました。

最初は不安だらけでしたが上司、先輩のフォローで今では担当製品や開発案件もいく

つか任されるようになりました。

当社は常に同じ製品を製造しているのではなく、客先や現場のニーズに合わせた特注

製品を製造しています。

勉強してきたのが他分野でも関係ありません。大事なのは何事にも挑戦する熱い気持

ちです。

高卒求人番号 　板金 19010-00210129 ／ 組立作業 19010-00211229

建築資材向け製造業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） クリフは空気制御のスペシャリストです 

当社は空調・防災機器メーカーです。オフィスビルやショッピングモール、工場等不

特定多数の人々が出入りする大型建築物の空気の流れを制御する製品を開発から設

計・製造・販売・メンテナンスまで一貫して提供しています。

　例えば超高層ビルの窓は開きませんがその中で何千人もの人々が快適いられる理由

が空気調和を行っているからです。天井裏等人目に触れないような場所に設置されて

いるので、一般の方が目にする機会はあまりありませんが、縁の下の力持ちのような

存在で活躍しているメーカーです。

２１億９２１２万円

８０名

３８歳

０５５－２６６－４９９９

k.wada@klif.co.jp

https://www.klif.co.jp/

藤本　大輔

１９６７（昭和４２）年　２　月　１８　日

３２００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） ２３億８２２万円

（２０２０年度） １７億５５２２万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

    くりふかぶしきがいしゃ　やまなしこうじょう

クリフ株式会社　山梨工場

②所在地

〒　406-0846

山梨県笛吹市境川三椚909

mailto:k.wada@klif.co.jp
https://www.klif.co.jp/




（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

2

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

              ケイシンヴィレッタコウフ

恵信ヴィレッタ甲府

②所在地

〒400-0064

甲府市下飯田2-2-30

理事長　古屋　千秋

平成18年3月31日

123.433万円（法人全体）

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 46.132万円

（２０２０年度） 47.360万円

（２０２１年度） 48.010万円

52名

37.9歳

055-220-1755

villetta-kofu-jimu@road.ocn.ne.jp

http://www.keishin-group.net/

お年寄りが好きな人集まれ！

・家にも祖母がいて、体の調子が悪い時に介護をしてきました。介護する事が好きなので、この

仕事が自分に合っていると思いました。施設が綺麗で採用担当の説明がとても良い印象があり、

勤めたいと思いました。

・入居者の日常生活全般のお世話です。

・自分が接することで、入居者様がありがとうと笑顔で言ってくれること。入居者様一人一人

の”生きる思い”を大切にしています。

・とにかく一緒にやってみよう。

高卒求人番号 介護 19010-231329

介護付有料老人ホーム及びショートステイの運営

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） もう一つの我が家の家族になろう！

2006年3月に甲府市西部　下飯田に介護付有料ホーム70床、ショートステイ20床の施設が誕生

し、地域の方々にも支えられながら今日に至っています。”生きる喜び・生きる意欲”が育まれる

ように質の高い介護、看護体制を整え、ご入居者様・ご家族様が安心して暮らして行けるよう取

り組んでいます。自宅と施設という垣根を限りなく無くし、ご入居者様がご自宅で暮らしていた

ようにもう一つの家として生活していただきたいという思いを込めています。介護職員では資格

取得が欠かせません。キャリアアップのための研修・資金貸与援助等ありますので積極的に利用

し資格取得していきましょう。

mailto:villetta-kofu-jimu@road.ocn.ne.jp
http://www.keishin-group.net/
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（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

高校を卒業し希望する就職ができなかった私はアルバイトの感覚で入社

しました。入社後は工事現場で交通誘導員として現場に入ると仕事の面白

さにはまり国家資格である交通誘導員検定資格も会社負担で取得し現在は

係長として、隊員の日々の配置や社員教育と管理職の道を歩みはじめまし

た。この会社は親族経営ではないので私たち社員も将来経営者として会社を

担っていくチャンスがあります。「失敗を恐れずベストと思ったことはやっ

てみよう」そんな雰囲気の「輝」が好きです。

高卒求人番号 警備管理部職員　19010-00057929

警備業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 人のやらないことをやってみよう！

平成30年に創業した新しい会社でお陰様で創業5期に入りました。皆さんは警備の仕事

にどんなイメージをお持ちでしょうか。給与も安く外の仕事で夏は暑く冬は寒い

不人気な業種のイメージが強いと思います。実は工事現場で安全に作業する為に警備員

を置くことは定められている大切な仕事です。会社の平均年齢は高いですが10代２０代

の入社も徐々に増え「仕方なく入社」から「この仕事が好き」に多くのスタッフが変

わってきています。今年からYouTube「かがやきちゃんねる」を始めます。多くのス

タッフが参加しますので会社の雰囲気をご覧ください。

万円

150名

50歳

055-231-5560

wada@kagayaki-keibi.co.jp

http://kagayaki-keibi.co.jp/

林　修二

2018年　6月21日

400万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 万円

（２０２０年度） 万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

けいびさーびすかがやき

（株）警備サービス輝

②所在地

〒400-0047

山梨県甲府市徳行2丁目16-28

mailto:wada@kagayaki-keibi.co.jp
http://kagayaki-keibi.co.jp/




（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

私は介護の仕事をこころざし、当院に入職しました。

当院を選ぶ決め手となったのは、介護施設とは違い常駐している医師・看護師が多く医療提供体

制が整っているため、何かあれば頼ることもでき安心して介護の仕事に専念できると思ったから

です。

プリセプター制度では仕事面はもちろんのこと、それ以外の面でも先輩介護士から多くを学ぶこ

とができ人間としても成長できました。

介護福祉士の資格取得の際には、勉強方法や試験のアドバイスなど親身になって支えてもらい、

無事に合格できました。

患者様の笑顔が、私の働く原動力となっています。

高卒求人番号 介護士 19010-276929

医療療養病床／介護医療院

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 『職員は大切な財産』

1983年11月開院以来、甲府市の老人病院として先駆的な位置を確立しつつ、時代に合わせ今日

まで変革を遂げてきました。当法人にとって「職員」は欠くことのできない大切な財産です。

職員が健康で安心して働ける「働きやすい職場環境作り」に取り組み、有給休暇の取得推進や各

部署で休みを取りやすい環境作りに注力しています。また、職員のスキルアップを応援する取り

組みとして、院内外の勉強会や各種研修会への参加支援、それに伴う勤務変更など、協力できる

体制作りも行っています。職場が自己実現の場となり、個人の成長が法人の質の向上につながる

ものと考えています。より良い看護、介護が提供できる環境作りに取り組んでいます。

165,256万円

216名

46歳

055-233-6411

joto@joto-group.com

https://www.joto-group.com/joto/

理事長　大塚昌樹

1983年11月12日

4,595万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 153,051万円

（２０２０年度） 160,803万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

  いりょうほうじん けいゆうかい じょうとうびょういん

医療法人 慶友会 城東病院

②所在地

〒400-0861

山梨県甲府市城東４－１３－１５

mailto:joto@joto-group.com
https://www.joto-group.com/joto/


NO IMAGE

NO IMAGE



（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

　　　　  　かぶしきがいしゃこいけ

株式会社コイケ

②所在地

〒409-3861

山梨県中巨摩郡昭和町紙漉阿原1360（国母工業団地内）

田中　洋一郎

１９４６（昭和2１）年１１年１日

３億１０００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） １０５億１８００万円

（２０２０年度） １１５億７５００万円

（２０２１年度） １４２億１３００万円

295名

34.7歳

０５５－２６８－２６２６

recruit2626@koike-corp.co.jp

https://www.koike-corp.co.jp

　日頃使用しているスマートフォンに使われる重要な素材を製造していると

ころに魅力を感じ就職しました。現在は、作業工程全体の問題点の改善や歩

留りの管理を担当しています。若い社員が多く、困った時は先輩方や仲間が

どんな話も親切に聞いてくれます。仕事以外では、サークル活動のフットサ

ルを通して、スポーツを楽しんでいます。学生時代に教わったことのない知

識を日々勉強でき、刺激と楽しさがあります。どんなことにも一生懸命取り

組み、経験したことが今後必ず活きてくると考え仕事に取り組んでいます。

高卒求人番号 製造スタッフ 19010-192429

スマートフォンなどの電子部品に使用されるSAWウエーハの製造

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） チャレンジ精神旺盛な仲間を期待しています

　当社は1946年、無線機などに使われていた水晶振動子の製造を目的に創業しました。現在は

スマートフォンなどに使われる、飛び交う電波の中から必要な周波数帯を選択するデバイスの材

料基板である「SAWウエーハ」の製造を主力事業としています。ウエーハ製造の全工程を同一敷

地内で手掛ける世界最大のメーカーであり、お客様からの要請に柔軟に対応することができるこ

とから、世界のデバイスメーカーから絶大な信頼をいただいています。今般、世界市場のニッチ

分野で勝ち抜いている企業や、サプライチェーン上の重要性を増している等の事業を有する優良

企業として「経済産業省認定 グローバルニッチトップ企業100選」に選定されました。

mailto:recruit2626@koike-corp.co.jp#
https://www.koike-corp.co.jp/#


会社外観

LT_ウエーハ



（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

②所在地

〒400-0194

山梨県甲斐市竜地３０４９

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

かぶしきがいしゃ　こう・さい

株式会社光・彩

https://www.kohsai-qq.co.jp/

深沢 栄治

1955年　　10月　　1日

602百万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 万円

（２０２０年度） 万円

（２０２１年度） 万円

120名

33.9歳

0551-28-4181

ktobe@kohsai-qq.co.jp

後輩へメッセージ

誰かの幸せに携われること、一生に一度の記念ジュエリーの作成に関わるこ

とができるのは唯一無二のやりがいだと思います。

限られた短い就職活動の期間で、やりたいことや自分に合った仕事を見つけ

ることは難しく、特に自分の経験したことのない職業にチャレンジすること

は勇気がいると思います。しかし、どんな仕事もやってみなければわかりま

せん。新しい世界へ飛び込む勇気を持って前に進んでほしいです。

高卒求人番号 製造担当者　19010-00133429

鍛造ジュエリー及びジュエリーパーツの製造・販売

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 次の答えをだしていく

光・彩はジュエリーの総合メーカーです。ジュエリーパーツ事業は国内シェア約50％

を有する日本トップクラスの事業で、年間では約4,000アイテム以上、延べ数百万点

のゴールド・プラチナ製パーツを生産しています。ジュエリー事業では、特殊加工技

術を組み合わせ「光・彩にしかできないブライダルジュエリー製品」を製造していま

す。鍛造リングの「硬度」「強度」は世界最高レベルです。光・彩の製品に対する支

持は海外にも広がり、現在14カ国のジュエリー企業・ブランドで起用されています。

技術型ジュエリー企業として「メイドイン日本」を発信してまいります。

https://www.kohsai-qq.co.jp/
mailto:ktobe@kohsai-qq.co.jp




（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

　企業就職説明会で当社ブースを訪ねたことがきっかけです。人々の身近な安全をサ

ポートする業務であることを知り、"誰かの役に立てる”と思い、採用面接を受けまし

た。まだまだ未熟ですが、ベテランの先輩方の指導を受けながら、交通誘導などの業

務に当たっており、工事関係者や通行人の方から労いの声を掛けられると元気が湧い

てきます。新型コロナウィルスが、依然として多くの産業や職場に悪影響を及ぼすな

か、働く場があることに感謝し、“誰かの役に立っている”ことを誇りに感じられるよ

う、今後も頑張りたいと思います。

高卒求人番号 警備業　19010-215329

警備業（施設警備、雑踏警備、交通誘導警備、巡回警備等）

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） あらゆるシーンで提供する「上質な警備」

　当社では平成３年の創業時より「人は石垣、人は城なり」の経営方針の下

警備業務の根幹である「信頼」、「責任」、「誠実」を社訓に掲げ、５名の

警備員指導教育責任者と多数の検定資格者を中心に、警備員の資質向上に努

めています。また、「働き方改革」に向けた休暇制度の充実を図る一方、熱

中症防止のための「空調服」を県下でいち早く導入するなど、勤務環境の改

善にも積極的にとり組み、社員が安心して働ける福利厚生の充実を図ってい

ます。

https://www.kofu-keibi.com

名取　秀子

１９９１（平成３年）年２年１２日

　１０００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年） ６億３６９６万円

（２０２０年） ５億８７３０万円

（２０２１年） ６億５０２４万円

１７０名 

５９歳（うち、正社員の平均年齢４１歳）

０５５－２２７－０４１１

kofukeibi@poem.ocn.ne.jp

②所在地

〒400-0064

甲府市下飯田１－４－１１

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）原稿

①企業名

                  こうふけいびほしょう　　　

甲府警備保障(株)

https://www.kofu-keibi.com/
mailto:kofukeibi@poem.ocn.ne.jp




（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

②所在地

〒400-0831

甲府市上町７５３－１

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

こうふじょうなんびょういん

　　　甲府城南病院

http://www.kofujonan.or.jp

露口　直彦

１９８０（昭和５５）年　９月３０日

０万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年） ４０億７１００万円

（２０２０年） ３８億９８００万円

（２０２１年） ３９億７４００万円

４１４名

４０．９歳

０５５－２４１－５８１１

sakura_a@kofujonan.or.jp

　「何か人の為になることがしたい。」そう思っていた私は介護の仕事

に興味を持ちこの病院に就職しました。現在は療養病棟に入院されてい

る患者様の日常生活の介助を主に担当しています。先輩看護師や介護ス

タッフをお互い助け合いながら仕事をすることで心強く安心して働くこ

とができています。また、病院で会う全ての方にあいさつをすることを

心掛けています。将来、国家資格である介護福祉士を取得することを目

標に日々頑張っています。

高卒求人番号 ケアワーカー　19010-00186329

各種医療サービスの提供

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 熱意・信頼・可能性の追求

　昭和５５年９月に開設された、心臓の病気と脳の病気を治す

専門病院です。病気発症直後の治療から社会復帰を目指すリハ

ビリテーション、長期療養、在宅に至るまで包括的に医療サー

ビスを提供しています。

http://www.kofujonan.or.jp/
mailto:sakura_a@kofujonan.or.jp




（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

※失敗を恐れず何事にもチャレンジする仕事に前向きなあなたを尊重

　します

※未経験の方も安心して働けるように指導いたします

甲府精鋲株式会社の一員として一緒に働いてみませんか

高卒求人番号 工作機械工　19010-68129

ねじ・部品の製造販売　/　ねじ供給機の製造販売

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 小さくても、世界の中で生きてゆける会社をめざす。

1972年の創業以来一貫して圧造技術の練磨に邁進してきました。「小さくても、世界

の中で生きてゆける会社をめざす。」という経営理念の基、海外進出にも積極的に挑戦

しており、自動車産業、電機電子産業など、多岐にわたる分野の現地調達化のニーズに

応えております。時代は変わろうとも、圧造技術の本質が変化することはありません。

堅実に圧造技術を磨くことがお客様の満足に繋がり、ひいては会社の発展に繋がると信

じています。これから10年後にもお客様から必要とされる、そのような会社を目指して

頑張っていきます

6億1300万円

42名

47.7歳

055-275-5333

info@kohbyo.co.jp

https://www.kohbyo.co.jp

代表取締役社長　山本　史明

1972年　 3月　　日

4300万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 5億8600万円

（２０２０年度） 5億6800万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

　　　　　こうふせいびょうかぶしきがいしゃ

甲府精鋲株式会社

②所在地

〒409-3853

山梨県中巨摩郡昭和町築地新居1641-3

mailto:info@kohbyo.co.jp
https://www.kohbyo.co.jp/




（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

もともと現場を飛び周るような仕事をしたいと考えており、本社ではその仕

事が可能と思い入社しました。

所属している部署は、施設内の設備点検やメンテナンス等を行っています。

人見知りが激しかったが、気さくに話しかけてくれる先輩方が多く、部署問

わずフレンドリーな人たちが多い職場です。同好会での趣味を共有できる点

も楽しみの一つです。

高卒求人番号 環境技術部　19010-136629

ビルメンテナンス業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 若き力を発揮しよう！

昭和４０年１０月に甲府市を中心とする山梨県下でのビル総合管理会社とし

て発足しました。半世紀にわたる現在まで、パイオニアとして業界を牽引

し、また「なくてはならない存在へ」を経営理念に掲げ、お客様に必要とさ

れる企業を目指し、社員一丸となって取り組んでいます。また、社員が健や

かに働けるよう健康経営にも力をいれています。一人一人が楽しく働けるよ

う社員同志の繋がりを大切に考え、各種同好会の設立も目指しています。

206,266万円

610名

62歳

055-252-0555

keiri@kofu-bldg.co.jp

http://kofu-bldg.co.jp/

代表取締役社長　坂本哲啓

１９６５（昭和４０）年１０月１５日

2000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 204,382万円

（２０２０年度） 210,477万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

こうふびるさーびすかぶしきがいしゃ

甲府ビルサービス株式会社

②所在地

〒400-0062

山梨県甲府市池田１－５－９

mailto:keiri@kofu-bldg.co.jp
http://kofu-bldg.co.jp/




（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

　一つの物を作り上げるまでには辛いことも多い。しかし、それを乗

り越えて完成させた時の素晴らしい達成感を一緒に味わってみよう。

そして自分自身の作品を地上に残していこう。

高卒求人番号 建設業（建築職・土木職）19010-53429

総合建設業(建築、土木)

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 人と暮らしを守っていきたい。

　弊社は、少数精鋭でますますやる気が満ち溢れている企業です。公共工事

はもちろん、民間工事にも力を入れて売上高も順調に伸びています。やる気

さえあれば業務に欠かせない資格を取得してもらい、仕事に活かせる環境が

整っています。創業以来、大切にしてきた精神は「誠実」そして「信頼」で

す。この志さえ持っていれば企業としてさらに次のステージへランクアップ

できると確信しています。ぜひ一緒に気持ち良い汗を流しましょう。お待ち

しています。

http://www.kowaconst.com

金井 一憲

1960(昭和35)年　　4月　　1日

4000万円

⑥売上高（直近３か年）

（２０１９年） 13億8663万円

（２０２０年） 25億  372万円

（２０２１年） 20億  925万円

21名

47歳

055-237-1188

info@kowaconst.com

②所在地

〒400-0802

甲府市横根町472-1

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

                      こうわけんせつ

宏和建設㈱

http://www.kowaconst.com/
mailto:info@kowaconst.com


社内

外観



（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

                   こくさいけんせつ　

国際建設(株)

②所在地

〒400-0026

甲府市塩部４－１５－５

佐々木 幸一

１９４７（昭和２２）年１０年２１日

　８０００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年） ４０億６８９４万円

（２０２０年） ４２億３７７３万円

（２０２１年） ４０億７５８７万円

５３名

４８歳

０５５－２５１－２１１１

webmaster@kokusai-co.com

http://www.kokusai-co.com/

学校で建設関係のことを学んだことから、少しでもその知識を活かして

地元で社会貢献したいと思い、この会社を希望しました。

はじめは、わからないことばかりで戸惑いましたが、先輩や上司の方々

が丁寧な指導をしてくれ、一歩一歩着実に成長し自己を高められている

ことを実感しています。一つの工事が完成すると、感動と同時にやりが

いや達成感も感じられる仕事だと思います。一緒にがんばりましょう！

高卒求人番号 土木技術者 19010-106729 ／ 建築技術者 19010-107129

総合建設業（土木工事・建築工事・管更生工事等）

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 若い世代が活躍中、地元に寄り添う建設会社

当社は、昭和２２年１０月創業し、甲府市を基盤に、甲信・首都圏エリアで

活動する総合建設業です。道路、事務所、商工業施設などの産業基盤整備。

上下水道、住宅、病院などの生活基盤整備。河川砂防、治山などの国土保全

整備。時代とともに多様化するお客様のニーズにお応えできるように、受注

からお引渡し、アフターフォローまで、品質方針「安全に・より良く・より

早く」のもと取り組んでいます。

mailto:webmaster@kokusai-co.com
http://www.kokusai-co.com/#


社屋

   WATER GLASS VILLA



（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

高校生の時に、インターンシップで寿ノ家で介護の体験をしました。その時

に、職員のみなさんがとても明るく親切に対応してくれました。介護の体験

の時に利用者さんから「ありがとう」と何度もいってもらい、やりがいのあ

る仕事だと思って入職しました。無資格でしたが、いまは国家資格（介護福

祉士）を取得して、後輩の指導もしています。介護の仕事は大変ですが、誰

かのために働いて、喜んでもらえるとても素晴らしい仕事だと思います。未

経験でも心配はありません。一緒に介護の仕事をやりましょう。

高卒求人番号 介護業務　19010-104929

介護保険事業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 心をこめて　ひとりひとりを　大切に

社会福祉法人　寿ノ家は「心をこめて　ひとりひとりを　大切に」を法人の理念とし

ています。「ひとりひとり」というのは、寿ノ家を利用して下さる高齢者や、その家

族、寿ノ家を支え、応援して下さる地域の人たち、そして働く職員ひとりひとりのこ

とをいいます。その中で介護の専門職として日々知識と技術の研鑽に努めています。

資格がなくても、入職後に国家資格の取得をサポートする制度があり、日々努力した

ことを評価する人事考課制度等で、キャリアアップを目指すことができます。将来性

のあるとても魅力的な職場です。

９１，４６１万円

１７6名

48.7歳

０５５-２６３-１２３２

kotobuki@krg.ne.jp

http://www.krg.ne.jp/kotobuki/

理事長　中島　育昌

１９７７年　４月　１日

万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） ９１，７２３万円

（２０２０年度） ９１，４９８万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

しゃかいふくしほうじん　ことぶきのいえ

社会福祉法人　寿ノ家

②所在地

〒４０６－００３２

山梨県笛吹市石和町四日市場２０３１

mailto:kotobuki@krg.ne.jp
http://www.krg.ne.jp/kotobuki/


NO IMAGE

NO IMAGE



（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

　　 　こばやしけんせつかぶしきがいしゃ

小林建設株式会社

②所在地

〒400-0226               

南アルプス市有野2724

代表取締役　　小林　正紀（こばやし　まさのり）

1951年　10月　25日

4000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） ５億2551万円

（２０２０年度） ５億6589万円

（２０２１年度） 4億809万円

27名

46歳

055-285-0051

kobayashi-info@viola.ocn.ne.jp

http://kobayashi-ken.com/

高校を卒業して仕事が始り責任の重さを痛感しました。また、学生気分を卒業して気

持ちを切り替えて仕事に取り組む事が大切だとも感じました。高校卒業後の就職につ

いては、大学生とは違い学生生活を長く満喫することはできないけれど、時代背景を

考えるといち早く社会に出られた事は良いと思います。小林建設に入社して思うこと

は、現場での仕事は大変な事もあるけれど、仕事を覚えて構造物が出来上がってい

き、携わった仕事が地域の防災、減災に役立ち形として残っていくと思うとやりがい

を感じます。また、自然の壮観さと厳しさを肌で感じ取れます。

高卒求人番号 技術者、技能者、オペレーター 19010-86529

公共土木工事

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 土木工事は社会基盤を造る誇りある仕事です。

弊社は昭和２６年に設立した歴史ある会社です。現在、公共土木工事を主体

に賃貸経営、トマト栽培の農園経営と多角化にも取り組んでおります。公共

工事は、道路、橋梁、下水道等の社会インフラ関連。土木工事は、治山、砂

防、堰堤等の減災、防災関連など手掛ける内容は多岐に亘っており、社会基

盤を担い、より良い構造物を後世に残す大変やりがいのある仕事です。ま

た、ドローン、ICT等の新技術の導入や、次世代を担う若手技術者の教育、育

成にも積極的に注力しております。

mailto:kobayashi-info@viola.ocn.ne.jp
http://kobayashi-ken.com/


R2広河原上流護岸災害復旧工事

古屋敷橋床版完成

御勅使公園



（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

商業系の仕事に興味があり、企業見学をした際、職場の雰囲気がとてもよかったから

です。入社後は、請求事務を主に担当し、集配の方々から毎日上がってくる納品伝票

のチェックや、PC入力、お客様からの電話対応、月次締め請求書発行などを主に行っ

ています。集配の方とのコミュニケーションを取る事でお客様の情報など教えて頂

き、注意点を見つけ、クレームを発生させないよう心がけています。面倒見のよい先

輩方が多いので、安心しています。

高卒求人番号 請求事務 19010-274329

各ホテル類・温浴施設類・老人ホームなどのリネンサプライ業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） ”お客様のニーズにお応えするクリーニング総合企業”

創業70周年を迎えました当社は、昭和25年に小林洗染商会として創業、昭和40年に

リネンサプライ部を設立し、昭和44年（有)小林リースに組織変更を行い、昭和50年

に(株)小林リースに商号変更し、平成16年にリネンサプライ部門を独立し(有)小林リ

ネンサービスと組織改革を行い、高いクリーニング技術と最新設備、産業用クリーニ

ング・ホームクリーニングに至るまでのクリーニング総合企業です。「常に清潔」を

モットーに、清潔に洗いあがったシーツ・浴衣・タオル類をより早く安定してお届け

し、お客様のあらゆるニーズにお応えしております。

170,000万円

30名

38歳

055-262-6611

sou@kobayashi-lease.co.jp

https://kobayashi-lease.jimdofree.com

小林　行夫

1950（昭和25）年　12　月　　日

1,000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 181,000万円

（２０２０年度） 160,000万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

                                  こばやしりーす

（株）小林リース

②所在地

〒406-0022

山梨県笛吹市石和町山崎182番地

mailto:sou@kobayashi-lease.co.jp
https://kobayashi-lease.jimdofree.com/




（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

                        こばやしりねんさーびす

（有）小林リネンサービス

②所在地

〒406-0022

山梨県笛吹市石和町山崎136番地

小林　行夫

2003年　10　月　1　日

500万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 90,000万円

（２０２０年度） 90,000万円

（２０２１年度） 90,000万円

93名

40歳

055-262-6611

sou@kobayashi-lease.co.jp

https://kobayashi-lease.jimdofree.com

機械整備に興味があり、工場見学に来た際、工場内の大型機械を見て、整備をしたい

と思い入社しました。入社後は、熟練された先輩に丁寧な指導の下、少しずつ知識を

吸収しています。各機械は各々個性があり、メンテナンス作業もそれぞれ違うため、

楽しく、非常にやりがいを感じます。機械の発する音の変化や動きを毎日の中で観察

し、壊れる前に修繕する事、機械を止めないことを心がけています。とても面倒見の

よい先輩方が多いので、安心しています。

高卒求人番号 工場内作業 19010-297529　機械整備 19010-296229

各ホテル類・温浴施設類・老人ホームなどのリネンサプライ業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 体を動かすことが好きなあなた”一緒に頑張ろう！”

創業70周年を迎えました当社は昭和25年に小林洗染商会として創業昭和40年にリネ

ンサプライ部を設立し昭和44年（有)小林リースに組織変更を行い昭和50年に(株)小

林リースに商号変更し、平成16年にリネンサプライ部門を独立し(有)小林リネンサー

ビスと組織改革を行い、高いクリーニング技術と最新設備・産業用クリーニング・

ホームクリーニングに至るまでのクリーニング総合企業です「常に清潔」をモットー

に清潔に洗いあがったシーツ・浴衣・タオル類をより早く安定してお届けしお客様の

あらゆるニーズにお応えしております《機械整備員と工場作業員の募集》

mailto:sou@kobayashi-lease.co.jp#
https://kobayashi-lease.jimdofree.com/#




（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

            かぶしきがいしゃ　    さどや

株式会社　佐渡屋

②所在地

〒４０９ー３８０３

中央市若宮４６ー６

神谷　勇蔵

昭和２８年　３　月　　日

1,000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） １５億５０００万円

（２０２０年度） １５億７０００万円

（２０２１年度） １６億８０００万円

２３名

３３歳

０５５ー２７４ー３０３２

kubota@sadoya.com

http://www.sadoya.com

産業事情説明会で話を聞き、実際に職場に見学に行きました。

仕事は今は、主に作業の受付、お客様の質問への対応などで、作業よ

り接客がメインです。

お客様にわかりやすく説明し、安心して利用出来るようにを心掛けて

対応すると感謝の言葉をいただけるので、それがやりがいに繋がって

います。

高卒求人番号
                 店頭販売スタッフ 19010-216629

                 フロント事務及び店頭スタッフ 19010-217929

ENEOS株式会社代理店・自動車整備、車検・自動車買取販売

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） お客様の安全安心なカーライフはお任せ下さい

燃料を給油、オイル交換やタイヤ交換等の日常のメンテナンスだけで

なく車検修理はもちろん、自動車保険も扱っております。

お客様が大切に乗られたお車の買取や、新車中古車の販売もおこなっ

ております。

山梨県での生活には絶対不可欠な自動車については佐渡屋ですべて完

結です。

mailto:kubota@sadoya.com
http://www.sadoya.com/




（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

（入社した理由）「パン作りがしたい」「パンが好き」「安定した、身

近な会社で働きたい」という理由が多いです。

（担当している仕事）パン生地を作る「仕込」やその後の工程「成型」

「焼成」「包装」等、適性を見たうえでそれぞれのポジションで活躍し

ています。

（後輩へ一言）パン作りを通して、社会とつながる会社です。美味しい

パンを一緒に作りましょう！

高卒求人番号 生産職 19010-168029 ／ 工務職 19010-167429

パン、和洋菓子、米飯、調理パン等の製造

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 安全・安心なパンをお届けします

山崎製パン株式会社のグループ会社として、安全・安心な商品を毎日、お客

様のもとにお届けすることを社会的な使命としています。生産品目はヤマザ

キの食パンや菓子パン、和菓子、調理パン、お弁当等、多岐に渡りますが、

一つひとつ丁寧に美味しく作ることをモットーにしています。入社後はパン

作りはもちろん、原料や発酵の仕組みなど、いろいろな仕事に取り組み、新

製品開発にも力を発揮してもらう場合もあります。安定した経営基盤で、社

会情勢にも影響を受けにくい安定した食品メーカーです。

538,028万円

382名

34.1歳（社員）

055-241-4155

soumu@sunkimuraya.jp

http://www.sunkimuraya.jp

石﨑　義尚

昭和61年10月31日

10,000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 619,807万円

（２０２０年度） 589,001万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

             かぶしきがいしゃさんきむらや

株式会社サンキムラヤ

②所在地

〒400-0054

甲府市西下条町1065-1

mailto:soumu@sunkimuraya.jp#
http://www.sunkimuraya.jp/#


外観

仕込み

ダブルソフト



（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

昔からものを作ることが好きで、将来は製造業に携わりたいと考えて

いました。製造業といっても様々ですが、会社によっては作業工程ご

とに仕事が割り当てられて、商品製造の一部を担当することが多いよ

うです。弊社は、パーツの切り出しから、ロー付け、石留、磨きなど

の工程を全て任せてもらえるのが嬉しいです。お客様の手に直接届く

商品を作ることは、大変やりがいがあります。

高卒求人番号 製造技術者 19010-63329

貴金属製造・卸業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） クリエイティブな職人募集

社内デザイナーやクライアントから立案される新たな商品を日々生み出して

おります。CADやプレスマシーンを使用して商品を製造しておりますが、細

かな作業工程も多く、繊細さが要求されるとともに、材料の金属を曲げた

り、引っ張ったり、丸めたりと、ものづくりにおける職人技が光る職場と

なっております。伝統的な技法に時代のニーズに合った新しい価値観を取り

入れていくため、ものづくりが好きなクリエイティブな職人を募集していま

す。

72,000万円

43名

39歳

055-235-7766

sansho@sns1970.jp

http://www.j-sansho.jp

米山　和宏

1968年　　4月　　1日

2,500万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 86,900万円

（２０２０年度） 71,000万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

               かぶしきがいしゃ　さんしょう

株式会社　山勝

②所在地

〒400-0861

甲府市城東3丁目16-28

mailto:sansho@sns1970.jp
http://www.j-sansho.jp/




（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

企業ガイドブックやまなし2023（高卒版）

①企業名
                             さんてれこむ

㈱サンテレコム

②所在地
〒400-0032

山梨県甲府市中央2丁目13-2

代表取締役　　清水　久

1988年 2月 17日

3,300万円

⑥売上高（直近３か年）

（２０１９年） 3億5,900万円

（２０２０年） 4億5,600万円

（２０２１年） 1億9,000万円

8名

43歳

055-221-1144

okuno@suntele.jp

https://www.suntele.jp

［電気通信工事］

通信設備・弱電に将来性を感じたし、興味もあったので入社しました。苦労した現場が無事に

完成した時、施工完了後に機器等が正常に機能した時、新しい知識・技術を身に着けた時や資

格などを取得できた時は充実感があります。常に新しい知識・技術を身に着け、お客様の要望

に応えられるよう努力しています。

「自分が努力して身に着けた知識・技術は、

 　　将来必ず役に立つ。一緒にステップアップを目指そう」

［システム］

前職はソフトウェア開発でした。ネットワークの技術を深く学びたくなり、地元の山梨でネッ

トワーク構築の求人を探していたところサンテレコムに出会いました。今は、民間企業や公共

機関のネットワーク・サーバの設計・構築・保守を担当しています。技術の進歩が激しい業界

で常に最先端な仕事ができることは楽しいし、自分が設計・構築したネットワーク上で重要な

システムが稼働し、企業インフラを支えていると思えることにやりがいを感じます。新しい技

術を導入する際には、メーカーの貸出機や中古のネットワーク機器を使って実際に動かし、検

証してみることを心掛けています。

「技術の進歩が速く、常に勉強が必要な業界です。

　　新しい分野に挑戦する気持ちを保ち続けて下さい」

高卒求人番号 電気通信工・電気工　19010-314629

         電気通信工事、システム（設計・構築・保守）、電気工事

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 電気通信工事を通じて社会に貢献する

株式会社サンテレコムは、電気通信設備・ネットワークシステム・PBX・ビジネスホン・防災

無線・CATVなどの設計・施工・保守、また各種ハードウェア・ソフトウェアの導入など、総合

的なサービスを提供しています。

情報通信技術の発展はコミュニケーションのあり方を変え、 企業はネットワーク技術の有効利

用により大きく進化します。私たちは常に情報収集に努め、積極的に新しい技術を導入してい

ます。

社員教育を重視し、各種研修・講習への参加を推奨することで、計画的な資格取得を支援して

います。

mailto:okuno@suntele.jp#
https://www.suntele.jp/#


NO IMAGE

NO IMAGE



（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

人と関わることが幼い頃から好きだった私は、宿泊業で働いてみたい

と思うようになりました。フロントでの仕事は年間で何万人というお

客様とお話をします。クレームを頂くこともございますが、お帰りの

際に『ありがとう』と言って頂けると、もっともっと素敵な旅館にし

ようと思えます。様々なチャレンジができる環境は私のスキルアップ

にも繋がりとても魅力的な会社です。

高卒求人番号 フロント・レストランスタッフ 19010-00162829

旅館業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 夢・目標を現実に！！

当ホテルはコロナ禍という逆境の際、どのようにすればより多くのお客様にお越し頂き、またお

喜びいただけるかをスタッフ全員で考え行動しました。その結果、コロナ前より部屋稼働率は

アップし楽天トラベルで『ゴールドアワード』を受賞することができ、今では毎日多くのお客様

にご来館いただいております。

上層部のメンバーが決めたことを業務遂行するのではなく、一人一人が自ら考え行動すること。

それが当ホテルのスタイルです。早くリーダーになりたい・早く支配人になりたいという目標を

お持ちの方は是非当ホテルへ入社してください！！年齢や学歴は関係ありません。４月にお会い

できることを楽しみにしております。

万円

65名

30歳

055-262-4155

info@hotel-sekitei.co.jp

http://www.hotel-sekitei.co.jp/

                                                          小山　明夫

1964年　　6月　　22日

2800万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 万円

（２０２０年度） 万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

    かぶしきがいしゃさんわ　   ほてるせきてい

株式会社三和　ホテル石庭

②所在地

〒406-0036

                                      山梨県石和町窪中島587  

mailto:info@hotel-sekitei.co.jp
http://www.hotel-sekitei.co.jp/




（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

人と関わることが好きであったこと、日々の当たり前の生活を支える「駅」

の仕事に興味を持ったことから入社しました。みどりの窓口と呼ばれる出札

業務を担当し、お客さまの気持ちに寄り添うことを心がけながら日々お客さ

まに接しています。お客さまからの「ありがとう」という言葉は、とてもや

りがいを感じます。先輩社員、後輩社員と協力しながらより良い駅づくりに

取り組めることも魅力のひとつです。

高卒求人番号 JR東日本の駅業務　13070-222529

JR東日本の首都圏を中心とした駅業務の受託運営等

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） With Station  　~人をつなぐ　未来につなぐ~

JR東日本の首都圏の駅を中心に駅業務の運営を行っております。当社の財産

は「人材」です。主役である社員一人ひとりが活躍し、成長していくことが

会社の発展を創っていきます。また、企業理念に掲げる「お客さまに優しい

駅」、「安全で安心してご利用いただける駅」、「地域の皆さまに愛される

駅」の「3つの駅づくり」を実現するため、日々、業務品質向上に努めていま

す。駅でのお客さまサービスに興味のある方、JR東日本ステーションサービ

スで働きませんか？

157億3459万円

3,538名

４５歳

03-6684-1223

jinji@je-ss.co.jp

https://www.je-ss.co.jp

北村　壽秀

2013（平成25年）年　４月　１日

5,000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 147億8575万円

（２０２０年度） 162億7491万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

じぇーあーるひがしにほんすてーしょんさーびす

株式会社JR東日本ステーションサービス

②所在地

〒１５１－００５１

東京都渋谷区千駄ヶ谷5-23-13南新宿JEBL6階

mailto:jinji@je-ss.co.jp
https://www.je-ss.co.jp/




（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

日頃から物を作ることに興味をもっていました。私は製造業に興味をも

つようになり、小惑星「はやぶさ」のような最先端プロジェクトに関わ

る潤工社に興味を持ち入社いたしました。入社後は医療装置用ケーブル

を製造する現場に配属されました。現在のような状況では医療分野に貢

献しているという実感を感じることができ、モチベーションも上がりや

りがいのある日々を過ごしています。また、工場は免震構造となるた

め、安全に働ける場所と感じています。

高卒求人番号 現業職POS　19010-310529 ／ 現業職CRS 19010-311429

ふっ素ポリマーを中心としたハイパフォーマンスポリマーの

精密成型加工による高機能デバイスの製造、販売

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 比類ない価値を、すべての社会へ

小惑星「はやぶさ」、当時の世界最速スーパーコンピューター「京」等、多くの「世界一」を目指すプ

ロジェクトに当社の製品が採用されています。また、企業・スタッフ双方にとって最も合理的な働き方

を探求し続けており、業界随一の休日数の設定やフルフレックス勤務制度の導入等を速やかに進めて成

果と働きやすさの両立を目指しています。潤工社には経営層から新入社員まで区別なく、全員が「～さ

ん」で呼び合う文化が根付いています。そこにはフラットな組織で上下関係もなく、誰もが自由に意見

を言える、自発的に仕事に取り組める環境があります。また、常に新しい技術・製品の開発をおこなっ

ているため、様々なことにチャレンジすることができます。本人の努力次第では、新しい技術、新しい

製品の先駆者になることができるのも大きな魅力です。

１６６億１８２０万円

４７５名

４２歳

０５５－２６６－５４００

ysasajima@junkosha.com

https://www.junkosha.com/jp

十河　衛

１９５４（昭和２９）年４年２６日

万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年） １３１億５２４６万円

（２０２０年） １３１億２３６３万円

（２０２１年）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

                             じゅんこうしゃ

(株)潤工社

②所在地

〒406-0842

笛吹市境川町石橋８８１－１

mailto:ysasajima@junkosha.com
https://www.junkosha.com/jp


マイクロ波・ミリ波

同軸ケーブルアセンブリ

０シリーズ 精密計測用位相安定タイプ

山梨オペレーションズセンター



（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

自分たちが運んだ資材が家具や建具など住宅や店舗などの中で形となり、そ

こで生活する人、利用する人たちが毎日目にして、手に触れる物として存在

するようになることに仕事のやりがいを感じています。今では材料販売のみ

ならず、公表施設や店舗の家具やドア製品の製造を受注し、図面の打ち合わ

せや取付施工まで一連の仕事に携わっており、最終的に現場に完成した製品

を納める時にはより高いやりがいと、誇りをもって仕事をしています。

高卒求人番号 インテリア建材のルート配送及び打合せ業務 19010-487929

住宅用建築資材販売及び家具・建具の企画、設計、施工

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 思いがかたちになる仕事

私たちは、山梨県内及び長野、東京、埼玉、群馬などに、什器・造作家具・

建具等に関わる建築資材の販売及び特注家具・建具工事業を行っておりま

す。南アルプス市甲西家具工業団地内にて自社工場も構え、オーダーメイド

対応にて家具・建具等の製作をしております。皆様にご満足いただけるデザ

イン性・機能性に優れた家具を提供し、快適で心豊かな暮らしをお手伝いし

ています。

8億5500万円

14名

42歳

055-226-6556

shingen@nns.ne.jp

https://www.shingen-co.com

矢部　兵衛

1968（昭和43）年６月８日

3000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 9億800万円

（２０２０年度） 8億2300万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

                       か）しんげん

㈱シンゲン

②所在地

400-0047

甲府市徳行２丁目８番1号

mailto:shingen@nns.ne.jp#
https://www.shingen-co.com/#


裁判所

テニスクラブ



（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

　私は技術者という立場で、発注者との打合せや書類作成、測量、資材・人

材の手配、予算・安全管理など工事全般の施工管理に携わっています。時に

は苦悩や困難にもぶつかりますが、それを乗り越えた時の達成感や感動は何

物にも代え難いものです。土木工事で造るものは、ひとつとして同じものが

ないので工事のたびに、土木の世界の幅広さを感じますし、この業界は一種

独特なものはありますが、学歴や経験に関係なく、やりがいのある仕事を、

優しく頼れる先輩達と一緒に頑張りましょう！

高卒求人番号 現場技術者　19010-143329

総合建設業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 災害に負けない強靭な河川・道路整備

昭和４４年に設立し、半世紀に渡り公共工事（河川・砂防・道路・橋梁）を中心に幅広

く手掛けてきました。昨年の台風１９号や先日の令和２年７月豪雨など、私たちを取り

巻く環境は年々変化しており、河川の氾濫等により甚大な災害が多発しています。これ

からは環境の変化に対応できるインフラ整備が必要になります。長年の経験と技術力で

河川・道路等のインフラ整備を行い、社会のお役に立てる会社を目指しています。

令和元年７月　関東地方整備局　局長表彰受賞

令和２年７月　関東地方整備局　工事成績優秀企業に認定されました。

５憶９３００万円

１4名

４２歳

０５５－２７６－４５２１

info@shinkoh-cc.co.jp

http://shinkoh-d.com

小沢　和也

昭和４４年９月１７日

２０００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年） ６憶８７００万円

（２０２０年） ６憶３５００万円

（２０２１年）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

しんこうどぼく

（株）新光土木

②所在地

〒400-0118

山梨県甲斐市竜王2476-1

mailto:info@shinkoh-cc.co.jp
http://shinkoh-d.com/




（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

しゃかいふくしほうじん　せいちょうかい　ちよだそう

社会福祉法人 清長会　千代田荘

②所在地

〒400-0082

山梨県甲府市下帯那町３２１５－１　

理事長　清水初美      

１９８０年（昭和５５）年　４月　１日      

万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 万円

（２０２０年度） 万円

（２０２１年度） 万円

５５名

４０歳

０５５－２５１－８４５０

sck-chiyoda@mx6.nns.ne.jp

http://chiyodasou.net/

　障害者施設の見学や実習をした中で、自分の想いを言葉では伝えられない利用者の

方々に接し、表情や仕草など様々な角度からその方が発信している想いを受け止める

ことの大切さに触れ、入職しました。

　現在は、支援員としてご利用者が毎日楽しく笑顔で過ごせるよう生活全般のサポー

トをしています。笑顔で返事をしてくれたり「ありがとう」と声をかけてもらったり

する時は、やりがいを感じます。残業もほとんどないのでプライベートな時間を大切

にできます！！

高卒求人番号 生活支援員 19010-279129

障害福祉サービス

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 笑顔の理由がここにある！

昭和５５年４月１日に知的障害者更生施設を開設し、以来社会福祉の理念に基づきご

利用者各々の適正に応じた生活全般における支援活動を実践してまいりました。

　『すべてはご本人の思いと願いから・・・お一人おひとりの笑顔のために』を基本

理念に、たとえどんなに重い障害をもっていても自分らしく豊かな人生を送ることが

できるように、今を楽しみ、そしてこれからも笑顔で毎日を過ごすことができるよう

に、その実現のお手伝いをさせていただくということを使命として、職員一同心を込

めて真摯に日々支援に取り組んでいます。

mailto:sck-chiyoda@mx6.nns.ne.jp
http://chiyodasou.net/




（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

セントケアで活躍しているのは、特別な力や才能を持った人たちではありません。人に優しかっ

たり、聴き上手だったり、とにかく元気いっぱいだったり。そんな方が今日も誰かのために自分

らしく働いています。

～先輩から皆さんへのメッセージ～

・「あなたに会えてよかった」そう言ってもらえる仕事です！（2019年入社）

・お客様からの「ありがとう」という言葉は、何ものにも代えがたい喜びです。『人が好きな

方』『人を笑顔にしたい方』ぜひセントケアで一緒に働きましょう！（2020年入社）

・人生の大先輩に対する礼儀と敬意を大切に、一緒に学んでいきましょう！（2021年入社）

高卒求人番号
介護職（訪問介護） 19010-184429

介護職（小規模多機能） 19010-185029

総合福祉事業（訪問介護・居宅介護支援・小規模多機能型居宅介護）

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 介護で未来をちょっと明るく照らし続ける！

東証プレミアム企業である、セントケア・ホールディング株式会社のグルー

プです。全国各地で『福祉社会の創造』の理念の下、地域に密着した総合在

宅福祉サービスを行っています。訪問介護、居宅介護支援、小規模多機能居

宅介護を通し地域とつながり、住み慣れた地域でお客様が安心して生活が送

れるようサポート。お一人お一人の生きがいを大切にし、個別のニーズに合

わせた介護サービスを心がけ提供しています。

2億7千万円

８１名

４３歳

０５５－２２２－１０２０

ryuta.wakaume@saint-care.com

https://www.saint-care.com

代表取締役社長　小松崎　隆太

２００７（平成19年）年　４月　１日

３０００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 2億5千万円

（２０２０年度） 2億6千万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

        せんとけあやまなしかぶしきがいしゃ

セントケア山梨株式会社

②所在地

〒４００ー０８５１

甲府市住吉二丁目4番8号

mailto:ryuta.wakaume@saint-care.com#
https://www.saint-care.com/#



