
（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

                 だいまるしょうじ（かぶ）

大丸商事（株）

②所在地
〒400-0118

甲斐市竜王1238

大久保　正博

1951（昭和26）年12月28日

2000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 158億2243万円

（２０２０年度） 114億9090万円

（２０２１年度） 113億3306万円

160名

39.5歳

055-260-7755

tooru_muramatsu@daimaru777.com

http://www.daimaru777.com

   学生の皆さん、はじめまして。パチンコ業に少しでも興味を持っていただきありが

とうございます。パチンコ店で働くにあたり、始めはパチンコ・パチスロの知識がな

くても大丈夫です。私も入社時は何も分かりませんでしたが、今は役職にも就いて頑

張っています。パチンコ店には色々なお客様が来店され、お客様の数だけドラマが

待っています。様々なお客様に合わせた多種多様な接客術を磨くことができ、接客の

スペシャリストを目指せるといっても過言ではないと思っています。必要なことは

「感謝の気持ちと笑顔」のみです！お客様もスタッフも笑顔があふれ、建物内も清潔

感に満ちた職場で気持ちよく働いてみませんか？ご一緒できることを楽しみにしてい

ます。

高卒求人番号 パチンコ店ホールスタッフ　19010-12429

パチンコ店・ボウリング場・貸店舗・コインランドリーの経営

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 接客が好きな若者よ集まれ！

   パチンコと言えば、ギャンブル性ばかり強調されがちですが、創業以来、

当社がこだわってきたのは、生活のワンシーンの中で、誰もがふらっと立ち

寄れて楽しめる、生活密着型のアミューズメントスペースです。商業界「商

売十訓」の冒頭にある「損得より先に善悪を考えよう」を企業理念に、ス

タッフ全員で、幅広いお客様に向け、勝ち負けだけでない様々な喜びを提案

できる「アミューズメントネットワークDAIMARU」の構築を目指していま

す。

mailto:tooru_muramatsu@daimaru777.com#
http://www.daimaru777.com/#


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

入社したきっかけは職場見学をした際、社員の皆さんが真摯に取り組んでい

る姿が格好良く感じたのと、塗るという作業が楽しそうに感じたからです。

現在は現場での塗装作業をメインに、カップガンの吹付や高圧洗浄作業等も

行っており、自分達が作業することで建物が色鮮やかに生まれ変わる姿に楽

しさとやりがいを感じています。

仕事中はとにかく怪我をしないことを第一に、綺麗に仕上げることを心掛け

ています。こんな私達と是非一緒に楽しく仕事を頑張っていきましょう！

高卒求人番号 塗装工　19010-123129

塗装工事業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 伝統と技術

創業、明治１８年、１３５年間塗装に関わることで社会に貢献してまいりま

した。ただ、古く伝統のみを重んじることなく新たな取り組みにも挑戦して

おります。商業施設から大型鋼構造物（橋・鉄塔・発電所の水圧鉄管）・高

層マンション・公共施設・一般の個人のお客様の住宅と幅広く建物を手掛け

てきました。その土地に形として残る仕事、誇れる仕事をしてまいりまし

た。これからもしてまいります。そんな会社に新たに若い皆さんの力を貸し

てください。一緒に後世に残る、誇れる仕事をしていきましょう。

万円

20名

43.6歳

055-252-5486

takano@am.wakwak.com

http://www.takanotoso.com

髙野　芳太朗

明治18年　　2月　　10日

1700万円

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

たかのとそうてん

(株)髙野塗装店

②所在地

〒400-0026

山梨県甲府市塩部3-1-24

mailto:takano@am.wakwak.com#
http://www.takanotoso.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

入職時に、新入職員研修があり、安心して実務に取り組むことが出来ました。自己の

成長はもとより、多種多様な事業所がある為、様々な形で自らの力を発揮できます。

職場の皆さんをみると非常に幅広い年代の方が、同じフロアで、元気に活き活きと、

明るく笑顔で仕事に取り組んでいます。そんな姿を見ると、永く働くことが出来る職

場なんだと実感します。

それになんといっても利用者の皆様に「ありがとう」と言っていただく瞬間にこの仕

事のやりがいを感じます。それが自分の評価にも繋がり「やる気」を引き出してくれ

る職場なのだと思います。

高卒求人番号 介護職員 19010-9829

医療・介護

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 日本一やさしい医療と介護の提供を目指す

医療法人として、南アルプス市を中心に、療養型病院を起点とし、サービス付き高齢

者向け住宅、デイサービス（認知症対応型含）、ショートステイ、小規模多機能居宅

介護事業所を運営し、居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所を併せ包括支援サー

ビスの提供を行っています。実は、医療と介護のサービスを包括的に提供できる企業

体は非常に稀で、介護相談から医療を受けることまでわたしたち高原会内で連携を取

りながら、相談をお受けすることが出来る事。

それが、私たちの「日本一やさしい医療と介護の提供を目指す」事なのです。

12億549万円

230名

49歳

055-280-3511

jinji@takahara-hp.or.jp

https://www.takahara-hp.or.jp/

理事長　高原　仁

昭和　30年　11月　1日

-　　万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 11億7906万円

（２０２０年度） 11億9044万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

たかはらかい

医療法人社団　高原会

②所在地

〒400-0422

南アルプス市荊沢255

mailto:jinji@takahara-hp.or.jp#
https://www.takahara-hp.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

介護というと食事や排泄、移乗や入浴の介助で肉体的に大変なイメージがあると思い

ます。確かに体力を使う仕事ではありますが、どの介助をとっても技術が必要で、利

用者様一人一人必要な技術が違います。入社して何年もたった今でも勉強の日々で

す。認知症の方に対しても、声かけの仕方などを毎日工夫しており、いろいろ考えて

仕事をすることが多いですが、そこにとてもやりがいを感じています。利用者様から

「ありがとう」とか「元気があっていいね」と言われると自然と笑顔になれます。レ

クレーションやイベントもたくさんあり楽しみながら働いています。

高卒求人番号 介護スタッフ（ケアホーム花菱） 19010-164129

要介護者の日常生活等自立のための支援・援助をする事業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 若い力で施設を盛り上げよう

当施設では、レクレーションや毎月の誕生会、季節のイベント（桜の花見、

七夕会、納涼会、運動会、文化祭、焼き芋会、りんご狩り、クリスマス会新

年会等）を企画し利用者様を中心に楽しんでもらえるよう職員一丸となって

協力し取り組んでいます。　また、施設内外の研修もあり職員の教育にも力

を入れています。２０代３０代の職員が多く在籍しています、介護長も３０

代前半で若い力が活躍しています。高校卒業後入社し今も活躍している先輩

もたくさんいます。皆さんも私達と一緒に働きませんか！

49600万円

85名

45.6歳（施設介護職員平均年齢は37歳）

055-280-8700

hanabishi@isis.ocn.ne.jp

https://carehome-hanabishi.jp

浅沼 弘一

2001（平成１３）年　8月　17日

12200万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 49300万円

（２０２０年度） 48100万円

（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　ちとせかい

医療法人　千歳会

②所在地

〒400-0402

山梨県南アルプス市田島 1105

mailto:hanabishi@isis.ocn.ne.jp
https://carehome-hanabishi.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

高校の３年間で建築を学び、建築材料への関心が強くなり、建築施工管理職

を目指して本年４月に入社しました。現在は、建材の流通担当部門である配

倉部で、研修の真っ只中にいます。日々、学ぶことが多々あり、一日があっ

という間に過ぎてしまいます。また、４月から会社の支援を受け、二級級建

築士の勉強もしています。もちろん、仕事をしながらの勉強は大変ですが、

建築が大好きなので頑張れます。中央ベニヤ株式会社は、建築を好きな人で

あれば、楽しく仕事ができる会社であると私は思います。

高卒求人番号 建築施工管理職　19010-289529

建築材料販売および建築工事事業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 人の気持ちを動かす仕事

1946年（昭和21年）に製材工場としてスタートしました。それ以来、時代のニーズに合わせる

とともに、さらに一歩先を見据えて新たな事業展開を積極的に行ってきました。現在は、建築資

材販売業として住宅産業への資材販売に加え、施工や内装・リフォーム工事の事業も手掛け、新

しい工法の提案やファイナンシャル面でのサポートも行っています。めまぐるしい変貌を遂げる

時代の中、地域の工務店様などのお客様が、単独で新しい様々な要請のすべてに応じていくのは

難しくなっています。だからこそ、私たちが幅広い業務を提供し、お客様を強力にサポートする

ことが必要だと考えています。そして、お客様とともに地域の発展により多く貢献し、常に社会

に求められる企業を目指し続けます。

                             １７億          ４３万円

２６名

４２．８歳

０５５－２２２－８８２１

info-mail@chuveni.jp

http://www.chuveni.jp

早川　勝

１９４６（昭和２１）年２月

１，０００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） １５億９，０６４万円

（２０２０年度） １６億７，００８万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

           ちゅうおうべにや　

中央ベニヤ株式会社

②所在地

〒400-0858

山梨県甲府市相生１丁目１６－１５

mailto:info-mail@chuveni.jp
http://www.chuveni.jp/


当コーディネートルームは、内装建具を中心に内
装壁紙・外装材、照明など、リビングや寝室のデ
ザインを実際に、見て触って体感できる空間ルー
ムです。

県内高校生のインターンシップでの狭小空間点検
ロボットを使用した床下点検の説明スナップです。
県内２校の就業体験実習生を受入れています。

木材で家の形がほとんど出来上がっていて、学習

している木構造をこの目で見られたので、貴重な経

験ができました。－インターンシップ実習生－

本社社屋は、飯豊橋北詰に位置しており、甲府駅
から徒歩２０分の甲府市の中心にあります。



（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

ちゅうぶしょくひんかぶしきがいしゃ

中部食品株式会社

②所在地

〒400-8566

山梨県甲府市国母6-2-38

代表取締役社長　有野 義人

1923　年　3　月　　日

9525　万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 71億1900　万円

（２０２０年度） 71億9300　万円

（２０２１年度） 73億7700　万円

400名（関連会社含む）

40　歳

055-228-4111

info@mail.chubu.co.jp

https://www.chubu.co.jp/

入社４年目です。食品関係の仕事に興味があり、中部食品に入社しました。現在は物流本

部第３物流部に在籍しており、日配品や鮮魚などを扱っています。具体的には、商品の配

送や仕分けなどを行っており、優しい社員の方々に囲まれながら日々楽しく業務に励んで

います。最近では、後輩もでき、自身が教える立場になりました。格好良い背中が見せら

れるよう、そして何より中部食品の仕事を楽しんでもらえるよう、今後もより一層業務に

励みたいと考えています。中部食品では、社員の興味や能力を発揮できるフィールドが多

数設けられております。

是非、私と一緒に中部食品で働きましょう。皆様の入社を心よりお待ちしております。

高卒求人番号 総合職 19010-33829  ／  一般職 19010-32929

食品卸売業・食品物流業・食品製造業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 食文化を創造する

大正12年、海産物の卸売業として起業しました。当時は有野商店という商号

でしたが、その後現在の中部食品㈱に商号変更し、食品の総合卸売業として

発展してきました。さらに物流部門と製造部門の事業を始めることによっ

て、食品流通に必要な製造・販売・物流の機能を備える事ができました。ま

た関連会社、メーカー、得意先との情報ネットワークを活かすことのできる

企業体質づくりに努めています。今後は現在の機能を十分活かし、より一層

社会に貢献できるよう努力していきます。

mailto:info@mail.chubu.co.jp
https://www.chubu.co.jp/
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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　つくい

株式会社ツクイ

②所在地

〒233-0002

神奈川県横浜市港南区上大岡西1丁目6番1号

代表取締役社長　高畠　毅

2020年　　5月　1日

500万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 863億4900万円

（２０２０年度） 911億9600万円

（２０２１年度） 932億4900万円

21,500名

歳

080-4621-9210

hinako_koga@apps.tsukui.net

https://www.tsukui.net/

入社後は専任の育成担当の先輩社員が付いてくれるので介護の資格が

なくても1から順に教えてくれます。またビジネスマナー・ヒューマ

ンスキルなども座学で学ぶことができ、研修制度も充実してます。

今では体操やレクリエーション等主担当で任せてもらえるようにな

り、毎日があっという間です。お休みもしっかりとれる環境なのでプ

ライベートも大事にしながら働けます。

高卒求人番号 ケアクルー(介護職員)　19010-429929

介護福祉事業（デイサービス・在宅介護サービス・居宅系介護サービス）

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） あなたの地元をあなたの力で元気に

当社は47都道府県に680か所以上の介護福祉施設を展開している企業になり

ます。あなたらしい働き方であなたの目指すキャリアを築いていただける環

境が整っております。

会社も従業員も共に成長していく為是非、あなたの力を貸してください。

福利厚生制度も充実しており、ツクイ独自の福利厚生制度【ツクイ倶楽部】

ではプライベートの宿泊補助・健康診断オプション補助等…福利厚生が充実

しております。

mailto:hinako_koga@apps.tsukui.net
https://www.tsukui.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

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

                           ていえすしー　

株式会社ティ・エス・シー　

②所在地

〒400-0211

南アルプス市上今諏訪850-1

和間　真一

1991年　8月　29日

6,000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 17億8,300万円

（２０２０年度） 15億3,800万円

（２０２１年度） 15億9,100万円

81名

39.3歳

0438－37－0206(採用担当：わま）

wamat@syusei-tsc.com

https://www.fujimulti.jp/

①木材加工に興味があり、会社見学をしてやりがいがあるところだと感じた

②モールデイングのＲ材の加工、梱包・木取り

③最初はただの板だった物が、加工して形になっていくのは楽しさと達成感

がある。成長したところを社長や先輩に褒めてもらえる

④商品のサイズと合うように慎重に加工する。安全に気を付ける。

⑤私はまだ1年間ですが丁寧に仕事を教えてもらい沢山の仕事ができるように

なりました。ぜひうちの会社で一緒に働きませんか？

高卒求人番号 工場内作業 19010-244129

モールデイング(木製華飾材）の製造・販売

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） モノづくり好きな人！集まれ！

モールデイング(木製華飾材）を知っていますか？

高級ホテルやブランドショップ、結婚式場、テーマパークなど豪華な施設を

飾り立てる建築部材のことです。木材を加工して建築部材にしていくのが私

たちの仕事です。木が好きな人、モノづくりが好きな人、木工機械が好きな

人、コツコツ何かをするのが得意な人、ぜひ会社を見学に来てください。

使用している木工機械は、モルダー、ＮC、ランニングソー、バンドソー、自

動かんな機、リップソーなどです。

mailto:wamat@syusei-tsc.com
https://www.fujimulti.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

私はとにかく小さいころから溶接に憧れて将来は一流の溶接職人にな

るのが目標です。入社してまだ間もないですが、自分の中で上達して

いるのがわかり、溶接作業の奥深さを感じます。一番の楽しさはサン

ダーで仕上げたあとの達成感です。これからの作業に向けて安全と効

率を常に心掛けていきたいです。

高卒求人番号
総務・購買・営業事務 19010-138829

機械精密板金加工 19010-139729 ／ 製品・検査 19010-140529

機械精密板金加工業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） おかげさまで３５周年　地域貢献企業

当社はこれまでに培った精密板金加工技術とパイプ・型鋼の３Dレー

ザー加工技術により、板金部品からフレーム等の筐体製作まで幅広く

お客様のニーズに対応しています。この培った技術を有効活用するた

め、工場設備をネットワーク化し、可視化することで無理なく時間短

縮・多品種少量生産を実現しています。その結果、迅速にお客様の

ニーズにお応えすることを可能にしています。

118,788万円

81名

45歳

0556-22-6162

s-nakagomi@ss.ai-link.ne.jp

http://www2.ai-link.ne.jp/tekunikaru/

折居義弘

1987年　　9月　　1日

2300万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年） 105,280万円

（２０２０年） 110,031万円

（２０２１年）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

　　　　かぶしきがいしゃてくにかるすちーる

㈱テクニカルスチール

②所在地

〒400-0422

山梨県南アルプス市荊沢596

mailto:s-nakagomi@ss.ai-link.ne.jp
http://www2.ai-link.ne.jp/tekunikaru/




（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

〒409-3853

山梨県中巨摩郡昭和町築地新居1648-5

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

                          でんようこうぎょう

(株)電溶工業

http://denyojp.com

　　代表取締役　中村　章男

        1967（昭和42）年12月16日

４０００万円

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

１０3名

４４．１歳

　　０５５－２７５－６８１１

m.kondo@denyojp.com

入社後、加工部門に配属されております。はじめは初歩的な工程を任さ

れておりましたが、上司と相談しながら、高度な工程を任せてもらえる

ようになりました。 職場では年度初めに目標面接が実施され、中間面接

と、年度末には育成面接も実施されます。 面接で目標を設定し、育成面

接では、目標に対する達成度について評価もされ、次の目標に向けて自

分を高めることができ、とてもやりがいを感じることができます。

高卒求人番号 技術開発・設計 19010-129629

自動車メーカー向けスポット溶接ロボット（抵抗溶接機）の製造・販売

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ）  CHALLENGING TO THE NEXT!

自動車の生産で使われているスポット溶接ロボット（抵抗溶接機）の製造・

販売をしております。自動車１台あたり、3000～5000ヶ所の溶接点があり

ますが、それらの大半はスポット溶接によるもので、自動車製造には欠かせ

ない技術です。

自動車製造向けスポット溶接機メーカーは国内に４社ありますが、そのうち

当社のシェアは第２位となっております。近年はアジアやアメリカなどへの

海外展開も進めていて、当社製品が世界の自動車生産の現場で活躍中です。

http://denyojp.com/
mailto:m.kondo@denyojp.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

【担当業務】プロパンガスの開栓・閉栓作業、ガス器具販売・設置等

　入社5年目の現在、プロパンガス関係のお客さま対応業務をしています。お客さまに

とっては私が初めて面対する東京ガス山梨の社員になることも多く、自分の印象＝会

社の印象になることを意識し業務にあたっています。初めは何もわからなかったけれ

ど、先輩からの指導や研修等によって湯沸かし器やコンロの設置など、自分１人で出

来ることが増え自信が付きました。こうした自信をもって業務にあたり、お客さまか

ら感謝の言葉を貰えた時にとてもやりがいを感じます。

高卒求人番号 ガス事業（総合職採用）　19010-219729

ガス事業（都市ガス・プロパンガス）・生活ソリューション事業（電気・リフォーム等）

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 山梨創生のトップランナー企業を目指して

「東京ガス山梨」としての創立は2009年ですが、前身となる東京ガス甲府支社以前か

らの歴史を辿ると100年以上、この甲府の地でガス体エネルギーを提供して参りまし

た。現在は都市ガス・プロパンガスの供給だけでなく、電力販売やリフォームなど、

幅広くお客さまの生活基盤を支える事業を実施しております。年間123日の休暇制度

も整っており、有給も非常に取りやすいです。ガスの知識は入社後の研修で学んでい

くので、現段階で必要な資格はございません。共に成長できる方をお待ちしておりま

す。

５４億５，７００万円

１１７名

３７．８歳

０５５－２５３－４６３１（企画総務部　直通電話）

saiyou@tgyn.co.jp 

https://www.tgyn.co.jp/  

代表取締役社長　五領田　周司

２００９年５月

４億２，８００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） ５５億３，２００万円

（２０２０年度） ４８億９，３００万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

　　 とうきょうがすやまなしかぶしきがいしゃ

東京ガス山梨株式会社

②所在地

〒400-0024　

　山梨県甲府市北口3-1-12

mailto:saiyou@tgyn.co.jp
https://www.tgyn.co.jp/#


都市ガスを貯蔵しており、模様も

周囲の景観に馴染むようデザイン

されています。

本社敷地内にあるガスホルダー

プロパンガスのボンベ

お客さま宅のガス使用量から減る

サイクルを予測し、ガスが無くなる

前にボンベ交換を行います。

緊急車両

万が一「ガス臭い」などの連絡が

入った際は、緊急車両が出動し

ます。

救急車やパトカーと同様に、

サイレンを鳴らしながら緊急走行

で駆け付けます。



（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

　学生の時、パソコンの勉強をしていて、パソコンや機械の中身に興味を持った事と

姉が働いていて、雰囲気の良い会社だと聞き、入社いたしました。仕事内容は、プリ

ント基板にハンダや部品を乗せてくれる機械の準備やエラーの解除、機械で実装でき

ない部品を手で乗せるなどの作業をしています。部品の数が多く大変な事もあります

が、完成品が何になるかを想像しながら作業する事は、とても楽しくやりがいを感じ

ております。質問があったり困ったりした時も、周りの先輩方がしっかりと教えてく

れる、温かい雰囲気の職場です。

高卒求人番号 プリント基板の組立検査及びマシンオペレーター 19010-177329

電子機器の受託製造：基板実装・ユニット組み立て・機能検査等

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ）
～　つながる社会に貢献する

　　　　若き１００年企業を目指して　～

　神奈川県川崎市に本社があります東信電気㈱の関連会社です。東信グループは国内

外に広がる7社により、ハードソフト・ソフトウェア・トータルシステム設計・開発か

ら、生産・販売・保守にいたる総合メーカ体制を実現しています。東信システムサー

キットでは、産業用の電子機器類に入る基板の実装・ユニット組み立て・機能検査・

製品出荷まで、確かな技術で品質の高いものづくりをお届けいたします。※東信グ

ループは  ”お客様に！地域に！そして従業員に！「ほれられる会社づくり運動」を展

開しております‼

３億１７００万円

３０名

４３歳

０５５－２６３－１９１１

ya-saiyou@ya.toshin-et.co.jp

https://www.ya.toshin-et.co.jp/tsc/

代表取締役　宮永　明

２００８　(平成２１)　年　４月　８日

３０００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） ２億９２００万円

（２０２０年度） ３億１３００万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

とうしんしすてむさーきっとかぶしきがいしゃ

東信システムサーキット株式会社

②所在地

〒４０６－０８２３

笛吹市八代町永井５８６-1

mailto:ya-saiyou@ya.toshin-et.co.jp
https://www.ya.toshin-et.co.jp/tsc/




（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

   とうしんしすてむぷろだくとかぶしきがいしゃ

東信システムプロダクト株式会社

②所在地

〒406-0823

笛吹市八代町永井586-1

宮永　明

１９７０(昭和４５)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） ４億２，５００万円

（２０２０年度） ４億５，３００万円

（２０２１年度） ４億３，１００万円

６９名

４７．８歳

０５５－２６５－５５０１

ya-saiyou@ya.toshin-et.co.jp

http://www.ya.toshin-et.co.jp/tsp/index.html

　製造系やエンジニア系の仕事を探しているときに、この会社の求人

票を見つけ、見学に行った際の作業内容が良かったので、入社しまし

た。今はケーブルの検査の仕事をしていて、検査する本数が多く大変

ですが、同時にやりがいも感じています。また、業務中は業務に集

中、休憩時間は仲の良い先輩などと趣味の話をして毎日楽しく過ごし

ています。

高卒求人番号 電子装置、機器の組立・検査 19010-221429

電子機器の組立・検査・梱包・リフレッシュ(新品再生)

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） ものづくりが好きな方 お待ちしております！

　弊社は、外部の企業様からの委託を受け、パソコン周辺機器の組

立・決済端末や基盤の検査・それら製品の梱包・パソコン周辺機器の

クリーニング等をしています。また、高品質な生産をするため、毎朝

の朝礼・意識づけ教育等を実施しています。ものづくりに興味のある

方は、ぜひ一度見学にお越しください。

mailto:ya-saiyou@ya.toshin-et.co.jp#
http://www.ya.toshin-et.co.jp/tsp/index.html#




（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

とうようあいてっくかぶしきがいしゃ　やまなしこうじょう

東洋アイテック株式会社　山梨工場

②所在地

〒400-0055

山梨県甲府市大津町1008-5

スタンデックス エレクトロニクス ジャパン株式会社内

川井　正治

1951年　4月　6日

9900万円

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

(以下⑩までは山梨工場)　　　　　　　　　　　　　　37名

36歳

055-241-9300

y-kanri@toyoitec.com

http://toyoitec.com/

私は物づくりに興味があり、入社することにしました。

高校時代、アルバイトなどをしても、長続きせず、色々不安もありました

が、会社の方が温かい目で見てくれて、今では楽しく続けることができてい

ます。私の仕事は主に製品の端子表面（半田膜）の外観検査です。細かい作

業なので大変な時もありますが、検査員認定で自分のスキルを上げ、その手

応えを感じながら頑張って行きたいと思います。

私自身もまだ未熟ですが、一緒に頑張って行きましょう。

高卒求人番号
機械オペレーター(日勤）19010-48329

機械オペレーター(交代勤務）19010-47029

省力化機器・FA機器の設計、製作、組立及びサービス業務

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） チームワークのある明るい職場がモットーです。

昨年創業70周年を迎えた当社は、お客様ニーズに応える各種電子機器の開発、製造、

サービスまでを最新テクノロジー集結の国内4工場と、グループ4社で連携して開発提案

型企業を目指し、歩み続けています。

山梨工場では、各種家電や自動車をはじめ、皆さまの身の回りで多岐に渡り使われてい

る「リードスイッチ」、そのトップメーカーであるスタンデックス エレクトロニクス

ジャパン 株式会社様より、製造の一部を請け負い、その責任と誇りを持ち、活動して

います。

mailto:y-kanri@toyoitec.com
http://toyoitec.com/


【作業風景】

【製品】

【工場】



（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

                 ごうどうがいしゃとぅるーとらすと

合同会社トゥルートラスト

②所在地

〒400－0812

山梨県甲府市和戸町809-1

天野   幸

平成3年      10月      3日

1万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 18536万円

（２０２０年度） 16292万円

（２０２１年度） 17450万円

60名

28歳

055－242－8699 担当者上田   浩大

yzbtmicftc@yahoo.co.jp

https://www.true-trust.com

私は昔から美容師に憧れて美容師になりたいと思う気持ちが強かったんですが学費の負担を考え断念し

ようと思っていたのですが、トゥルートラストでは奨学金制度がある事を聞き半額は会社が負担してく

れて残りを少額ずつ払える仕組みを知って入社を決めました。入社して1年目まぐるしく日々は過ぎまし

たが月一回のオーディションを受ける為営業時間中の講習や勉強会を通じ尊敬できる先輩方に教えても

らい美容学校卒業までにはスタイリストになる夢が叶いそうです。また週休二日を選んでいるので学校

生活と並行してプライベートもしっかり取れる体制に感謝しています。また社内独立制度を利用してお

店を経営している先輩を見ていると私も将来FCオーナーとして共に歩みたいと思います.

高卒求人番号 美容師の補助業務 19010-307929

美容室運営

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） スタッフ満足度   エリア圧倒的NO1！！目指してます！

弊社は働く社員の為、将来の成長に向け、革新と挑戦を続けてまいります。現在は県内にて美容室6店

舗、脱毛サロン2店舗、本年度中に4店舗の美容室と1店舗の脱毛サロンをオープンしてまいります。弊

社のキャッチフレーズにある様にスタッフの満足度を追求しています。従来の美容室の働く時間が長

い、営業後の練習が辛い、休みが少ないなどの労働環境の改善に挑戦しています。働く女性のキャリア

プランも色々と考えています。時短での勤務体制、休みは最大週休3日まで対応可能、また高校卒業と同

時に通信制に通い資格所得も可能、学費は会社が半分負担する奨学金制度があるので家庭への負担は少

なく就学できます。また職種も美容師(スタイリスト、カラーリスト).アイリスト、エステシャン、フロ

ントコンセルジュ、ネイリストと幅広く選択できます。

mailto:yzbtmicftc@yahoo.co.jp#
https://www.true-trust.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　ないとうでんせいまちだせいさくしょ　こうふこうじょう

株式会社内藤電誠町田製作所　甲府工場

②所在地

〒400-0314

山梨県南アルプス市下市之瀬1220-1　　　　

浅賀　博行　　　

１９６５年　　１０月　     　　　　　　

　　　　　　　　　　　１億円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 　　２３億円

（２０２０年度） 　　２０億円

（２０２１年度） 　　２３億円

２１７名

４８．１歳

０５５ー２８４ー５１８１

masaru.yasuda@ndk-grp.jp

https://www.ndk-m.co.jp

ものづくりの仕事に携わりたく、環境が良い職場を選びました。

電子部品等をプリント基板への実装組立を行っています。

ものづくりをする中で、自分が携わった製品が問題なく完成した時、喜びを

感じました。手ほどきを受けながら、知識・技能を習得し成長出来る会社で

す。また、電子機器製品を製造しているので、作業環境も良いです。雰囲気

のいい会社は、仕事をしていても楽しいです。私たちの仕事をより良い方向

に進めていけるよう一緒に頑張っていきましょう。

高卒求人番号 製造　19010-54029

・電子機器の製造（電子機器基板実装組立、装置ユニット組立）

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 「人にあたたかい、はつらつカンパニー」

当社では、マイクロコンピュータ関連機器や、IoT／ICTシステム機器の企

画、開発・設計、試作・量産から保守サービスに至るまでワンストップで

トータルに対応いたします。

甲府工場では、基板実装・組立・検査をはじめ、ＰＣ関連の装置系製品とモ

バイルやブロードバンド機器関連のデバイス製品の生産を手掛け,お客様に常

に高い信頼と満足を提供できる事業展開を推進しています。

mailto:masaru.yasuda@ndk-grp.jp#
https://www.ndk-m.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　ながさかこうぎょう

有限会社　長坂工業

②所在地

〒400-0074

山梨県甲府市千塚1丁目8番39

代表取締役　長坂　圭

1948（昭和23）年　5月31日

300万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 1億7,100万円

（２０２０年度） 7,690万円

（２０２１年度） 9,491万円

8名

38歳

055-279-6484

kei_n@zg7.so-net.ne.jp

入社したきっかけは、職場見学の時「この仕事楽しそう」と思ったからで

す。実際、この仕事をしてみて「これは思ったより難しい仕事だ」と思いま

した。でも、先輩から教えてもらったり、自分で考えながら作業をしていく

うちに、だんだん面白くなり、自分の成長が実感できて自信もついてきまし

た。また、毎日笑いの絶えない職場なので楽しく仕事をしています。大変な

作業もありますが先輩後輩共に協力して作業しています。

高卒求人番号 左官工事業 19010-271529

左官工事業とその関連工事

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 一生感動、豊かな創意

当社は、日本のスーパーゼネコン、清水建設㈱ほか県外大手、地場ゼネコン

の施工協力業者として山梨県の左官工事を担っています。また、近代建築物

から伝統文化財建築物まで対応できる技術を有しています。左官は”感謝され

るものづくり”であり、それにより”やりがい”が出て、それに向かって”努力”

しがいがある職種です。AIやロボットに取って替られる仕事ではないので未

来永劫、無くなる職種ではありません。職人の数が減少しつづける今が貴方

の”人生行路”にプラスになる職業です。

mailto:kei_n@zg7.so-net.ne.jp#


有限会社　長坂工業



（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

一昨年までは先輩監督の補助をしていましたが、１級土木施工監理技士補を取得し、

昨年初めて公共土木工事の現場代理人､主任(監理)技術者として現場を任されました。

今までも日々勉強してきましたが、実際に現場を任された時は不安でいっぱいでし

た。しかし、先輩たちの優しく丁寧な指導､助言のおかげもあり無事に工事を終えるこ

とができました！ひとつの現場を完成させるにはたくさんの苦労がありますが、その

分達成感を得られますし、後世に残る物を造れたという嬉しさや､やりがいを感じるこ

とができます。今後も向上心を持ち続け，皆と協力し合いより良い物が造れるよう頑

張っていきたいと思います。

高卒求人番号 土木工事技士見習 19010-406129

土木建築・不動産業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ）

当社は土木建築の公共･民間工事を中心に営業所を行っています。

公共工事では、笛吹市内を中心に山梨県､笛吹市､国土交通省の発注工事を請け負い、民間工事で

は､住宅新築､住宅外構､造成工事などを行っております。

技術者の仕事は､現場での作業がスムーズにできるよう配慮したり、書類作成などのデスクワー

クもあり決して楽な仕事ではありませんが、後世に残る構造物(道路､河川、建物など)を造れるや

りがいのある仕事です。また現場が完成した時の達成感はひとしおです。忙しい時には残業もあ

りますが、通常は定時に帰宅できるのでプライベートも充実すると思います。男女問わず体を動

かしたり物造りに興味のある方一緒に働きましょう。

万円

22名

51.3歳

055-266-3121

info@naka-eco.biz

http://www.naka-eco.biz

代表取締役　中村　庄吾

昭和35年　　10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

　　　　                    　なかむらこうむてん

株式会社　中村工務店

②所在地

〒406-0853

山梨県笛吹市境川町藤垈880番地1

mailto:info@naka-eco.biz
http://www.naka-eco.biz/




（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

                                        ななほ

株式会社七保

②所在地

〒400-0813

山梨県甲府市向町296

天野　睦夫

1962年　　7月　　24日

4500万円

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

70名

37歳

055-237-7711

asakawa@nanaho.co.jp

https://www.nanaho.co.jp/

私は、山梨県内の工務店様、ビルダー様に対して住宅の建材や水回りを販売

しております。当社では商材を売ることだけではなく、お客様またその先の

エンドユーザー様に対し、住まいに関わる様々なお困りごとを解決するご提

案ができます。その中で、お客様から「ありがとう」や「助かります」など

の感謝のお言葉を頂いた際は、お役に立つことができて本当に良かったとや

りがいを感じます。

高卒求人番号
             木造住宅施工管理 19010-171729 ／ 大工職 19010-172129

             配送スタッフ 19010-174529

木造建築に関わる事業（建材販売、木造建築物の建築など）

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 地球環境と地域振興を目指して

木造建築は、温室効果ガスである二酸化炭素を吸収する木材を使用するため、「第二

の森林」と呼ばれています。わたしたち株式会社七保は、山梨県産材を加工し、県内

で積極的に利用し、木造建築を増やしていくことで、山梨県の「第一の森林」を維持

しながら、「第二の森林」を広げていき、地球温暖化防止の一端を担いつつ、SDGsの

目標達成に貢献していきたいと考えています。また、県産材の地産地消を積極的に進

めていくことで、県内の林業・製材業・住宅産業などの地域産業の持続的な振興に資

する原動力になれたらと考えています。

mailto:asakawa@nanaho.co.jp#
https://www.nanaho.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

にっけん

株式会社日建

②所在地

〒400-0211

山梨県南アルプス市上今諏訪564-1

雨宮　誠

1970（昭和45）年　4 月　30 日

1億円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 33億5,725万円

（２０２０年度） 29億8,919万円

（２０２１年度） 26億2,681万円

75　名

40　歳

055-282-3211

contact@nikkenmfg.co.jp

http://www.nikkenmfg.co.jp

小学生の頃、弊社に来る機会があり、建設機械の説明を聞いたり、触れたりして興味

を持ち、いつか働くならという気持ちになりました。その気持ちが卒業時によみがえ

り、希望し、入社する事が出来ました。現在の仕事は建設機械の修理をする部門に所

属し、新車の架装で配管やホースを取り付け、入社一年目なので日々、経験を積んで

います。自分で取り付けた配管やホースで機械が動いた時はうれしく感じます。しか

し、大きな機械なので怪我には十分注意しています。職場の先輩、仲間も良い雰囲気

を作って働けるので建設機械に興味のある方は一緒に働きましょう。

高卒求人番号 サービス技術職　19010-89329

建設機械の販売、修理、製造

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 挑戦の先に・・・。

山梨県南アルプス市を拠点に日立建機製品を中心とした建設機械をユーザーに提供し

ています。本社工場の組立工場・製缶工場、塗装工場など充実した設備により生産さ

れる製品は国内および海外に輸出されています。山梨市にある再生センタでは、エン

ジン・トランスミッションなどの再生事業を展開しています。1995年から開発に着手

してきた対人地雷除去機は、世界の地雷被害国で地雷除去、農地復興・インフラ整備

等に活躍し、安全な緑の大地が人々の手に戻っています。近年は地雷除去機のノウハ

ウを元に草刈機等の自社製品の開発にも力を入れています。

mailto:contact@nikkenmfg.co.jp
http://www.nikkenmfg.co.jp/


↑　↑　↑　

会社の動画をみることができます



（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

人々の健康に役立つ新しい医療機器を開発したい！そんな思いからこ

の仕事を選びました。研修を経て、一年目からすぐに新製品の機構設

計担当者を任されました。学生時代に学んだ力学や機械加工等の知識

や技術を活かし、先輩社員にご指導いただきながら、日々の業務に励

んでいます。世界中の人々の健康を支える一員として、皆さんと一緒

に働ける日を楽しみにしています。

高卒求人番号 製造　19010-18729　（指定校あり）

医療用電子機器等の開発・製造・販売

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） ユーザー目線で商品開発を

患者さんや医療従事者の皆様、更には世界の人々の健康を支えることを目指

し、革新的な医療電子機器の製品開発・設計から生産、品質管理まで一気通

貫で取り組んでいます。設立から９年、従業員は五十数名と、まだまだ成長

段階の若い会社です。そのため、新入社員は入社研修後すぐに、各製品の開

発プロシェクトに参画し、先輩社員の指導のもと、即戦力として活躍してい

ただきます。私たちと一緒に、皆さんの未知なる可能性を、世界の人々の健

康を支える医療電子機器の開発に役立ててみませんか。

３億８０００万円

４７名

４１歳

０５５－２７４－８８６０

ishikawa-yozo@nipro.co.jp

https://nipro-amtes.co.jp

上田　満隆

２０１３（平成２５）年　１２月　２７日

１億７５００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年） ２億５２００万円

（２０２０年）

（２０２１年）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

にぷろいりょうでんししすてむず

ニプロ医療電子システムズ(株)

②所在地

〒409ｰ3801

山梨県中央市中楯801番

mailto:ishikawa-yozo@nipro.co.jp
https://nipro-amtes.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

地元に貢献したいという思いと、人々の平穏を守り、安心安全を届

け、人として責任感のある仕事をしていきたいと思い入社しました。

現在、機械警備のセキュリティスタッフとして働いています。お客様

からお褒めの言葉をいただいたり、喜んでくださっている姿を目にし

た時は、とてもうれしい気持ちになります。自分の業務がお客様のお

役に立てていることを実感出来た時には大きなやりがいを感じます。

高卒求人番号 機械警備 19010-00088029

警備業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ）
We are for customer success

お客様に真なる成功の喜びを。私たちは、そのために、ある。

昭和４４年８月に山梨県初の警備会社として発足し、遷り変わる時代の中で

最先端の警備システムを積極的に導入し、また多様化するお客様のニーズに

応えるべく邁進してまいりました。『課題の先にある成功へと導く　プロ

フェッショナルとして、めざす未来をともにかなえる。』をパーパス（存在

意義）として、現在６，０００ユーザーと取引、機械警備や施設警備を中心

としたソリューションの提供を行っております。また、５０周年を迎えた事

を機に社内改革にも着手。従業員のさらなる働きやすさを追求します。

万円

１８０名

４５歳

０５５－２４３－３３３１

saiyou@nihonrengoukeibi.co.jp

https://nihonrengoukeibi.co.jp/

保坂　東吾

昭和４４年８月

５，０００万円

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

　　　にほんれんごうけいびかぶしきがいしゃ

日本連合警備株式会社

②所在地

〒　４００－００４５

山梨県甲府市後屋町３６３

mailto:saiyou@nihonrengoukeibi.co.jp
https://nihonrengoukeibi.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所在地

〒400-0073

甲府市湯村3－3－4

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

いりょうほうじんはっこうかい　ゆむらおんせんびょういん

医療法人八香会　湯村温泉病院

http://www.yumura-reha.com/

村田　憲一

昭和５６年２月２３日

１億２０００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年） ２２億６９００万円

（２０２０年） ２２億６８８０万円

（２０２１年） ２３億０７９０万円

３０９名

４１歳

０５５－２５１－６１１１

sakamoto-yhp@hken.jp

　病院の仕事内容がどんなものなのか不安でしたが、一つ一つ説明してもら

い、徐々に覚えることができました。食事やお風呂、トイレのお手伝いが中

心で、やりがいがある仕事だと感じています。

　大変なこともありますが、先輩や看護師さんから教えてもらい、知識がふ

えました。もともと話をすることが好きだったので、患者さんとお話しした

り、患者さんから「ありがとう」「今日いてくれてよかった」と声をかけて

もらえてうれしいこともあります。

高卒求人番号 看護助手 19010-492029

リハビリテーション専門病院

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 笑顔で働きながら、スキルアップ！

　湯村温泉郷にあるリハビリを中心とした回復期、療養病床を持つ病院で

す。患者様が効果的に治療やリハビリが受けられるように、また、日常生活

の中でも患者様自身ができることを増やせるよう、援助していく仕事です。

　資格がなくても大丈夫！！先輩や看護師が研修や現場で丁寧に指導しま

す。介護福祉士の資格取得や看護学校への進学希望も支援しています。現在

も、高校卒業後から働いている先輩や、看護学生さんが、がんばっていま

す。

http://www.yumura-reha.com/
mailto:sakamoto-yhp@hken.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

はやのぐみ

株式会社 早野組

②所在地
〒400-0807

山梨県甲府市東光寺1-4-10

代表取締役社長 早野正泰 

1887年　　

1億8,000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１８年度） 190億8,454万円

（２０１９年度） 224億965万円

（２０２０年度） 163億6,943万円

275名

45.9歳

055-235-1111

saiyo@hayano.co.jp

https://www.hayano.co.jp

建設業は社会の基盤となる構造物を造り上げる職業です。私たち現場監督の仕事は、

建設する構造物を安全でスムーズに造り上げていくことです。そのためには、作業員

とのコミュニケーションをしっかりと取り、協力していくことが必要です。同じ目標

に向かって、多数の人たちと協力し合い構造物を造り上げた時の達成感は計り知れま

せん。時には大変なこともありますが、その分やりがいがあり、とても魅力のある仕

事だと思います。同時に社会の基盤を支えるという重要な役割を果たしていることに

誇りを感じています。是非一緒に、素晴らしい仕事をしましょう。

（2016年入社　舗装本部 工事部）

高卒求人番号

施工管理職（土木・舗装工事の現場監督）19010-388429

施工管理職（建築工事の現場監督）19010-386229

電気設備エンジニア19010-383829

アスファルトプラント操作オペレーター19010-380329

総合建設業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 建設にはドラマがある

当社は創業130年を超える歴史を持つ総合建設会社です。山梨県のリーディン

グカンパニーとして信頼と実績を積み重ね、小規模から大規模まで幅広く官

民問わず工事を請け負っております。提案・計画・設計から施工、その後の

維持管理までトータル管理もできる会社です。環境事業にも力をいれ、お客

様の資産価値を高める提案もしています。特に休暇制度や資格取得支援制

度、クリスマスケーキ等の盛りだくさんの配布など福利厚生も充実。

当社では、山梨県が好きな学生さんの応募をお待ちしております。

mailto:saiyo@hayano.co.jp#
https://www.hayano.co.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

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　    ひかりのさと

社会福祉法人　ひかりの里

②所在地

〒400-0016

甲府市武田１丁目３ー２３

山田　美鈴

１９９５（平成７）年３年１１日

　０万円

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

300名

38歳

０５５－２５５－３６１１

medaka_kitaguchi@yahoo.co.jp

https://www.hikarinosato.com/

私は高校時代に高齢者の介護に興味があり高校卒業と同時に就職しました。最初は経験がなく不

安でしたが、先輩職員が一緒について行ってくれ仕事を覚えることが出来ました。その後資格を

取得させてもらい今は５年目になりますがリ－ダ－職員として介護の職員をまとめる役割を任さ

れています。

やりがいは、利用者が笑顔で生活をして「ありがとう」と言う言葉を頂ける事にやりがいを感じ

ます。笑顔でいてもらうために私たち職員は日々工夫しながら介護を行っています。この仕事は

たくさんのお金も含めた対価をもらえる仕事だと思います。喜び、悲しみ、嬉しさなどなどの気

持ちをたくさんもらえます。人が好きな人には絶対に向いている仕事です。

高卒求人番号 介護職員 19010-29529

児童養護施設・認知症対応共同生活介護・特別養護老人ホーム等

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） お年寄りにも、子どもにも、優しい社会を目指して！

私たちひかりの里はお年寄りから子どもに優しい施設作りを行っています。

全国的にも稀なお年寄りと子どもが同じ建物内で生活をしている施設になり

ます。

高齢者施設、児童養護施設の運営を通して人と人が手を取り合い、小規模で

家庭的な雰囲気のなか生活をしています。

そんな施設で一緒に力を合わせて働いてみませんか？

mailto:medaka_kitaguchi@yahoo.co.jp#
https://www.hikarinosato.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

ゆうげんがいしゃ　ひぐちじこう

　　　　有限会社　樋口自工

②所在地

400-0331

山梨県南アルプス市下今井58

樋口　健三

1967（昭和42）年12月12日

800万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 4億2300万円

（２０２０年度） 3億4700万円

（２０２１年度） 3億7000万円

37名

53歳

055-282-4732

higuchi-jikou@muse.ocn.ne.jp

・最初のうちはやるべきことが分からず、

　先輩の仕事を見ているだけの時間が出てくるかもしれません。

　ですが、それも当然のことと考えています。

　仕事への興味を持って業務をしっかりと観察し、自分自身の成長に役立てて

　ください。

・自分がクレーン車で重量物を揚げた建築物が完成すると、携われたことに

　感動する。

・現場へは1人でいくが、帰社した時に自由にディスカッションすることが楽しい。

高卒求人番号
車の機械整備 19010-196929

クレーンオペレーター見習い 19010-197829

重量物揚重・重量物運搬・自社保有車両の修理及び車検整備

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 『安全・安心・丁寧』

・社会保険・雇用保険・福利厚生も充実しています

・新社屋建設中（年内完成予定）

・未経験でも親切に教えます

・アットホームな雰囲気です

・資格のない方でも働きながら資格を取りに行けます

・早起きが得意な方、車の運転が好きな方、車を整備することが好きな方に

　おすすめです

・20代～幅広い年齢層の方が活躍しています

mailto:higuchi-jikou@muse.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

カーブスで筋トレという運動を通し、お客様の日常を人生を変えることができる喜びに日々出

会っています。インストラクターと聞くと、運動の指導をすることが目的の仕事と思われがちで

すが、カーブス（筋トレ）には、人を元気にする力・人を喜ばせる力・人を幸せにする力・人を

変える力があります。自分のサポートでお客様のカラダが変わり、心が変わり、お客様から「あ

りがとう」「あなたに会えてよかった」「人生が変わった」と嬉しいお言葉をいただくことがで

きます。時には、涙を流しながらカラダが変わったこと、心が変わったことを報告してくださる

お客様もいます。

社内の雰囲気は、８割が１０〜２０代の若い社員が多いので、仕事でもプライベートでも相談し

やすい環境があります。一緒に『想いがカタチになる場所』を創っていきましょう！

高卒求人番号
フィットネスインストラクター 19010-00230029

ボディトレーナー 19010-00373629[カラダファクトリー3店舗いずれか]

３０分の女性専用体操教室カーブス/整体骨盤矯正カラダファクトリー/定額制セルフエステBODY ARCHI（ボディアーキ）

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 想いがカタチになる場所

株式会社フォーチュンは、3事業11店舗を山梨県内で行なっている企業です。

1つ目が、世界最速で成長をしている『女性だけの30分健康体操教室カーブス』を県内7店舗を運営しています。

2つ目に『整体骨盤矯正カラダファクトリー』　を3店舗

３つ目に定額制セルフエステ『BODY ARCHI（ボディアーキ）』を１店舗

今後も山梨県ヘルスケア業界No. 1を目指し、事業・店舗展開を拡大して行く予定です。

どの事業部もお客様から、毎日感謝の気持ちを直接いただけたり、自分の行動でお客様を健康に導き、人生を明るくできるやりが

いのある仕事です。

私達と共に、想いがカタチになる場所を実現しましょう。

万円

45名

29歳

070-4125-3698

recruit@fortune-corp.co.jp

https://fortune-corp.co.jp/

永田淳一

1953年　　12月　

1100万円

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

                                    ふぉーちゅん

株式会社フォーチュン

②所在地

〒400-0031

山梨県甲府市丸の内2-8-3丸和ビル３F

mailto:recruit@fortune-corp.co.jp
https://fortune-corp.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

                     ふじえんじにありんぐ

㈱富士エンジニアリング

②所在地

〒400-0053

甲府市大里町１４８番地２

松山　中成

１９７５（昭和５０）年　５月２２日

１，５００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） ２２，６６５万円

（２０２０年度） ２６，９２１万円

（２０２１年度） ３６、３５３万円

２７名

４７歳

０５５－２４１－３７３１

fuji.somu@fujieng.co.jp

https://www.fujieng.co.jp/

私は「地図に残る仕事」に憧れ当社に就職し、道路設計を中心に業務を

行っています。業務に同じものはなく、常に考える日々ですが、その分

たくさんの知識や経験を積み重ねることができ、自身の成長へとつなが

ります。また、資格取得にも取り組むことで、形に残る実績を得ること

ができます。苦労も多くありますが、その分業務が完了した時や、自分

が設計した構造物が形になった時の喜びはとても大きいです。

高卒求人番号 土木設計技術職 19010-275629

建設コンサルタント・測量業・補償コンサルタント

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 生活環境を「より快適に」創造する仕事

私たち富士エンジニアリングは、地元に密着した総合コンサルタント

として、県、市町村からの委託を受けて、種々の社会資本整備に関す

る資料調査、現地調査を行い、次に計画検討、比較検討を重ねて、地

域の生活環境を「より機能的に、より快適に、より安全に」を創造す

る人材を募集しています。興味のある方はお気軽にお問い合わせくだ

さい。

mailto:fuji.somu@fujieng.co.jp
https://www.fujieng.co.jp/


社屋

橋梁点検風景



（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

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　ふじでん

株式会社　ふじでん

②所在地

〒　400-0862

山梨県甲府市朝気３－２１－２９

代表取締役社長　小林　登

昭和３５年３月１日

１億円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） ２９億７，０００万円

（２０２０年度） ２７億５，０００万円

（２０２１年度） ２９億７，０００万円

１４４名

４８歳

０５５－２３５－２３９５

info@fjd.co.jp

http://www.fjd.co.jp/

 　外で体を動かせる電気関係の仕事に興味を持ちました。ザ・男の仕

事って感じがしてカッコイイですよね。職場見学の時に現場の様子を見

る機会があったのですが、そこで的確に指示を出す班長と迅速に対応す

る班員のチームワークを目の当たりにし、とても感動し「ふじでん」に

入りたいと思いました。念願が叶い晴れて配電工事の仕事に就くことが

でき、現在は地域の暮らしを守る仕事にやりがいを感じています。

高卒求人番号
電気設備工事（配電工事）19010-153929

電気設備工事（内線工事）19010-154829

東京電力配電線設備工事、屋内外電気設備工事、消防設備工事、通信設備工事

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 「感謝と誠実」信頼される企業を目指して

　昭和35年、東京電力㈱さまの架空配電工事を請け負う形で創業した弊社

は、電力の安定供給を下支えする技術サービス集団として、長年にわたり数

多くの配電線を施設・修繕してまいりました。高い技術力とお客さまとの信

頼関係をベースに昭和57年には内線工事部門も創設し、現在に至るまで、ラ

イフラインである電力流通設備を幅広い側面から下支えしています。

　原則として県内採用・県内勤務です。地元山梨に貢献する意識の高い方

に、ぜひ積極的に応募していただきたいと思っています。

mailto:info@fjd.co.jp#
http://www.fjd.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

車や機械に興味があり、車の仕組みなどを学びたく入社しました。

働きながら必要な資格を取得させていただき、車検整備に関わる仕事や一般

修理から電子制御にいたる修理等を日々行っています。バイク・大型車・外

車にいたる幅広い車種の整備ができることにとてもやりがいを感じていま

す。何もわからなくても車や様々な機械の仕組みを学びながら働くことは、

興味のある方にとても良い環境だと思います。

高卒求人番号 自動車整備業　19010-11529

車両整備・車検・車両販売リース・保険・電気工事（建柱）

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 人生が楽しくなるカーライフをご提供します！

車両の車検整備からリース等総合メンテナンスを始め、 建柱工事、現場警備

なども主な業務としており「安心で快適なカーライフの提供」を合い言葉に

社員一同お客様のニーズにお応えしています。

3億3,000万円

23名

46歳

055-261-0211

fsc-2@dream.jp

https://r.goope.jp/fujidenservice

須藤　孝文

1986（昭和61）年10月1日

1,500万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 2億9,000万円

（２０２０年度） 3億1,000万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

ふじでんさーびす

株式会社ふじでんサービス

②所在地

〒406-0045

笛吹市石和町井戸218-2

mailto:fsc-2@dream.jp
https://r.goope.jp/fujidenservice


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

        ふじもとでんぎょうかぶしきがいしゃ

藤本電業株式会社

②所在地

〒406-0021

山梨県笛吹市石和町松本５８９番地

藤本大造

１９６６年　９月　１日

１００００万円（１億円）

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） ５３４,２６５万円

（２０２０年度） ５５４,６１１万円

（２０２１年度） ４７９,０７１万円

会社全体で１３８人、山梨県笛吹市石和町の事業所で１９人

会社全体で４９才、山梨県笛吹市石和町の事業所で３９才

０５５－２６１－１８００

iida@fujimoto-e.com

http://www.fujimoto-e.com/index.html

私が入社してまず感じたのは、スケールの大きさです。自分が携わっている

仕事があるから、電気が使えて、それが誰かのためになっているというとこ

ろに、一番やりがいを感じています。この会社の魅力は、他社ではできない

体験です。特に鉄塔に上って見える景色は絶景です。

私は、入社当初高いところが怖くて、鉄塔に上れず、体力もなく続けていけ

るのか不安でしたが、先輩方のサポートのおかげで続けることができていま

す。

高卒求人番号 建設業 19010-170829

電力設備（送電線）の建設工事管理

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 送電鉄塔は全国に約２４万基、電線は約９万㎞

主に東京電力の電力を伝送する送電線の建設工事を元請け会社として受注し

ます。どのような場所であろうとも、私たちの会社に工事を任せていただけ

るお客さまに対して、安全第一で良好な品質の製品をお届けすることが私ど

もの使命です。まず工事場所での実務や研修を通じて技術を習得していただ

き、将来的には工事を監督する仕事を行います。

事前知識は不要です。入社してから一歩一歩知識と経験を積めば必ず一人前

になれます。

mailto:iida@fujimoto-e.com#
http://www.fujimoto-e.com/index.html


余　白

山梨県笛吹市石和町にある

藤本電業株式会社の事業所

余　白

送電線と富士山

余　白

送電線と富士山



（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

ホテルには毎日たくさんのお客様が来館されます。結婚記念日や誕生日など

特別な目的の方もいれば、静養目的やビジネスでの利用など、様々なお客様

の期待に応えられるホテルをスタッフは目指しています。ですが最初は誰で

も初心者です。出来ることから始めてみましょう。例えばお客様が誕生日

だった時、（バースデーソングを歌ってあげたい）そんな気持ちになること

が、最初の一歩になるのです。

高卒求人番号 接客 19010-543829

宿泊業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 【楽しみ上手は、楽しませ上手】

相手を楽しませるためには、まず自分が楽しんでいなければなりません。自

分が楽しんでいれば、自然と相手を楽しませることができるのです。

やわらかな肌触りの温泉と地元食材を盛り込んだ料理、心地よく寛げる広々

とした客室や、山梨県産のワインを取りそろえた最上階のワインバー、女性

に好評なエステ施設を保有する当館で、是非、私達と一緒に楽しんでみませ

んか？

１８億８０００万円

３６名

３８歳

０５５３－２０－２０００

hkasugai@hotel-kasugai.com

https://www.hotel-kasugai.com/

大石 竜二

１９９４（平成６）年　４月　１０日

５０００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年） ２１億２８１２万円

（２０２０年） １８億６０００万円

（２０２１年）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

   ほてるかすがい　（かぶしきがいしゃ ちよだ）

HOTEL春日居（株式会社 千代田）

②所在地

〒406-0004

山梨県笛吹市春日居町小松855

mailto:hkasugai@hotel-kasugai.com#
https://www.hotel-kasugai.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

ほてるふじ

株式会社   ホテルふじ

②所在地

〒406-0024

笛吹市石和町川中島192

倉林   澄子

１９６７（昭和４２）年

3000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 15億2000万円

（２０２０年度） 8億7000万円

（２０２１年度） 4億5000万円

96名

40歳

055-262-4522

takatoku@hotel-fuji.jp

https://www.hotel-fuji.jp

入社したきっかけは働くことが好きだったのと、人と接する仕事がしたいと思ったからです。働いてい

てお客様との会話が弾んで「笑顔」を向けてもらったり、「ありがとう」「また来るね」「こんなに良

くしてくれたのは初めて」等の言葉を掛けてくれた時には、とても気持ちが晴れやかになります。また

一緒に働く仲間達も、みんな優しく話しやすい人達です。心がけていることは第一に「笑顔」第二に

「声のトーン」第三に「知識」です。自然に体力も知識も増えて仕事にも慣れてきた今は「ここを辞め

るのはもったいないかな…。」って思ってます。楽しい職場ですので是非来てみてほしいです。一緒に

働きましょう。

高卒求人番号 ホテル業務全般 19010-61429 ／　調理見習 19010-60529

ホテル・旅館業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 来たれ！明るく元気で自分にチャレンジしたい人

年末年始・春休み・ゴールデンウィーク・夏休み等は個人のお客様が多く、特に夏休みはプールを利用

されるお客様で賑わっています。年度初め・年度末・10月・11月等は団体のお客様が多く、年間を通し

て色々な客層のお客様にご利用いただいております。“いらっしゃいませ”   “ごゆっくりどうぞ”   “あり

がとうございます”等、お客様に声を掛けることで、お客様にとても喜んでいただけます。チョットした

声掛けの“勇気”とチョットした心を込めた“笑顔”でお客様の「ありがとう」が返ってきます。チョット

した声掛けの“勇気”とチョットした心を込めた“笑顔”で「ありがとう」が返ってくる、“やりがい”がすぐ

に感じられる仕事で、若い社員が主力となって頑張っています。

mailto:takatoku@hotel-fuji.jp#
https://www.hotel-fuji.jp/


建物全景

料理

働く仲間達



（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

私はフロント業務を担当しています。部署の違いや仕事の内容は様々ですが、サービ

ス業の基本はお客様の目線にたち、何が喜ばれるか、何をやってほしいのかを気づく

力が必要ということです。それが上手くマッチできれば、お客様の笑顔と「ありがと

う」の一言があり、それが何よりのやりがいになります。やればやるだけ自身の力に

なります。私たちの職場は、当然のことながら楽しいだけではなく厳しい面もありま

す。しかしそうした積み重ねが日々自信に繋がり、成長を実感できる職場だと思いま

す。私たちの職場で一緒に働いてみませんか。

高卒求人番号 フロント 19010-93229 ／ 接客係 19010-95429

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【慶山グループ 華やぎの章 甲斐路】

2011年4月に【慶山グループ 華やぎの章 甲斐路】として新たに生まれ変わり

ました。石和温泉郷メインストリートのさくら温泉通り沿いに位置し、泉質

の良さと豊富な湯量の広々とした大浴場・露天風呂、日本庭園を臨む足湯が

自慢の温泉旅館です。

万円

33名

53歳

055-262-7373

info@kaiji.co.jp

https://kaiji.co.jp

千須和　昌和

2011年　 　月　　 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

    かぶしきがいしゃまさかず（はなやぎのしょうかいじ）

株式会社 ＭＡＳＡＫＡＺＵ（華やぎの章甲斐路）

②所在地

406-0024

山梨県笛吹市石和町川中島1607-40

mailto:info@kaiji.co.jp
https://kaiji.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

・県内で、スーパーモンキーマークのトラックをよく見かけたので、大きな

会社なんだろうと思いました。そんな会社で働いてみたいと思いました。入

社するまではトラックドライバーの経験はありませんでしたが、マンツーマ

ンによる研修やその後の資格取得支援制度等を利用して免許を取得等した結

果、県外へも行く仕事もできるようになりやりがいを感じています。何事

も、最初からできる人はいません。自立して頑張りぬくことができるよう

チャレンジしてみませんか。

高卒求人番号 倉庫担当社員及びドライバー補助員 19010-222029

一般貨物運送及び倉庫業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 他にない、うちしかないことをやろう！

マルエスフリージングジャンクション（通称ＭＦＪ）は、お客様のあらゆる

ニーズに対応し、また仕事に満足をいただける物流ネットワークとサービス

を提供する企業です。ただ物を運ぶのではなく、お客様の信用と夢を乗せ

て、社員全員が「安全・確実・丁寧」を心がけ日々の業務に取り組んでいま

す。

操業53年、若い力で新しいＭＦＪをともに創りましょう。

27億5000万円

135人

４１歳

055-278-8111

kazoo1015@mfj.biz

http://www.mfj.biz

佐 野　 強

1969（昭和44年）年　　３月　　日

2000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 25億5000万円

（２０２０年度） 26億1000万円

（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）まるえすふりーじんぐじゃんくしょん

㈱マルエスフリージングジャンクション

②所在地

406 -0045

山梨県笛吹市石和町井戸２０

mailto:kazoo1015@mfj.biz
http://www.mfj.biz/




（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

〒400-0337

山梨県南アルプス市寺部2732-1

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

                               みきこうむしょ

(株)三木工務所

http://www.yamanashi-machitsukuri.jp/miki-koumusyo/

三木　仁

１９６６(昭和４１）年３月１０日

２０００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年） １億２１２０万円

（２０２０年） １億６４８０万円

（２０２１年） １億７７００万円

１０名

４９歳

０５５－２８２－４２２９

h_miki@js4.so-net.ne.jp

経営理念に感銘を受け入社しました。その経営理念のもとお客さまに喜

んでもらえるよう提案し頑張っています。入社したての頃は、自分の能

力の無さやその為の苦労や悩みがありましたが、先輩たちに相談するこ

とで解決してきました。会社で色々な資格や免許を取得させてもらい、

今では完成したときの達成感やお客さまの喜んだ姿にやり甲斐を感じて

います。会社の仲間とは良いコミュニケーションを取りながら、成長し

ていけるよう日々努力しています。

高卒求人番号 現場監督 19010-539529

土木工事業(道路,河川,造成,下水道工事)、エクステリア

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） みんなに愛され信頼される人となろう

わが社は、経営理念の「我々は、お客さまの思いを大切に、技術と心を磨

き、みんなが幸せになる会社をめざします」の元、仕事に誇りと喜びを持っ

て取り組んでいます。その為、お客様には誠意を持って接し素直な気持ちで

意見を聞き、技術や人間性を高めるため外部講師によるセミナーや資格取得

のための講習･試験に積極的に参加します。そして、共に育ち成長して、会社

に関わるすべての人の幸せを追求していきます。

http://www.yamanashi-machitsukuri.jp/miki-koumusyo/
mailto:h_miki@js4.so-net.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

後輩へ一言（求める人材像）

・コミュニケーションを取りながら物事を進められる方。

・失敗を恐れず明るく前向きに好奇心をもって物事に取り組む方。

・正しいことを見極め正しくやり続ける努力を惜しまない方。

高卒求人番号 技能職　19010-55329

高圧ガスバルブの製造および販売

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 失敗を恐れぬ若きチャレンジャー

46億5,200万円

160名（甲府工場）

43.1歳

055-285-0111

h-hosaka@miyairi-valve.co.jp

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

みやいりばるぶせいさくしょこうふこうじょう

株式会社宮入バルブ製作所甲府工場

②所在地

〒400-0206

山梨県南アルプス市六科1588

当社は、山梨県誘致工場第一号として甲府

工場を設立。永年の信用が認められ、経済

産業大臣認定事業所など、さまざまな資格

で品質面の高さを評価していただいてお

り、厳格な品質管理を実施し、安全かつ高

品質な製品を市場に提供しています。

http://www.miyairi-valve.co.jp/

取締役工場長　風間　晃

昭和24年4月8日

19億9,309万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 48億6,000万円

（２０２０年度） 47億2,200万円

（２０２１年度）

mailto:h-hosaka@miyairi-valve.co.jp
http://www.miyairi-valve.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

　私は昔から体を動かすのが好きで、仕事でもそれを生かすことができると

共に、やりがいのある仕事がしたいと思い入社しました。入社後は覚えるこ

とがたくさんあり苦労しましたが優しい先輩方に丁寧に教えて頂き、現在入

社５年目になりますが現場を任され監督業務をしています。自分が作った道

路を皆さんが走っているのを見ると、この仕事を選び良かったと心から思い

ます。また、災害発生時には皆さんの役に立つ仕事ができ、とてもやりがい

を感じています。

高卒求人番号
現場作業員 19010-248029 ／ 土木技術職 19010-250829

建築技術職 19010-251729

総合建設業（土木・建築・解体・不動産）

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 確かな未来を追求する

　総合建設業として創業５２年を迎え「土木工事」「建築工事」「解体工事」を主要

事業として公共工事・民間工事を手掛け高い施工能力と技術力により今日まで発展し

てまいりました。現在では多数の重機・車両・設備の保有による生産性の向上を実現

すると共に不動産業・環境リサイクル事業を加え、さらなる発展に向けて事業展開を

しています。また、地域社会の身近な建設会社として台風や雪害等の災害対応やボラ

ンティア活動を積極的に行っています。必要とされる会社・役立つ会社を目指し、地

域社会のニーズに貢献しています。

８億1,000万円

３０名

４５．５歳

055-265-4070

yazakikk@olive.ocn.ne.jp

www.yazakikogyo.co.jp

代表取締役　矢崎　攻

昭和４５年　４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） 8億6,000万円

（２０２０年度） 7億7,000万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

　　　 やざきこうぎょうかぶしきかいしゃ

矢崎興業株式会社

②所在地

〒406-0821

山梨県笛吹市八代町北3360

mailto:yazakikk@olive.ocn.ne.jp#
http://www.yazakikogyo.co.jp/


国道140号濁川・平等川橋下部工事（JV) 黒駒西地区農道5号道路工事

八代ふるさと公園拡張整備工事 農業技術センター北館解体工事

　　石和温泉駅前交番建設工事 笛吹みんなの広場整備工事（JV)



（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

入社のキッカケは高校の企業説明会で話を聞いていいなと思ったのと、元々お年寄りの

方と関わるのが好きだったからです！入社して1年が経過して現在は、訪問介護で3つの

事業所をまわって勉強をさせていただいています！利用者さんの家に訪問し家事や身体

のサービスに入っています。まだまだ覚えることもたくさんありますが先輩方がとても

親身になってご指導してくださいます！私が心掛けていることは「いつでも笑顔！」。

私と話をして笑ってくださったり、感謝の言葉をたくさんいただけることが、やりがい

です！とても楽しいので興味がある方はぜひやさしい手にきてください！

待ってます(^▽^)/

高卒求人番号 総合介護職 19010-241929

在宅介護（訪問介護・通所介護・居宅介護支援他）

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 「人」による「人」へのサービス

㈱やさしい手甲府は、総合的な在宅介護サービス（訪問介護、通所介護）な

どを中心に、山梨県内20事業所、八王子3事業所を運営しており、在宅介護支

援施設においては山梨県内トップであります。現在、家族だけの介護は難し

くなってきており、専門的な知識や技術をもつ介護の専門家の力が必要で

す。弊社はその専門家を育てるシステムやサポートプログラム、資格取得支

援に力をいれることで、皆様が安心して仕事に取り組むことができる環境を

整えております。

３１億円

９８０名

４３歳

０５５－２３６－６２１０

jinji@yasashiite-kofu.co.jp

https://www.yasashiite-kofu.co.jp

代表取締役社長　根津　宏次

１９９９年５月１２日

９，０００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） ２９億円

（２０２０年度） ３０億円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

    かぶしきかいしゃ　  やさしいてこうふ

株式会社　やさしい手甲府

②所在地

〒400-0041

山梨県甲府市上石田1-7-14

mailto:jinji@yasashiite-kofu.co.jp#
https://www.yasashiite-kofu.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

ものづくりという仕事に興味があったため入社しました。工場で製作した製

缶品が現場で組上がり、ひとつの構造物が完成したときの達成感は言葉には

言い表せないほどです。また、自分の工夫次第で質の良い製品を短時間で製

作できるので、製作工程にもやりがいや楽しさを感じています。

資格取得や研修などを通して、自分の成長を自分で確かめながら仕事と向き

合うことができます。

高卒求人番号 装置組立スタッフ 19010-158529

鋼構造物工事業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 鉄で日本のインフラ製造設備を支えています。

環境リサイクルプラントやコンクリート用材料製造設備装置の設計、製作、

据付、保守を一貫して請け負うことでお客様からの信頼を築いてきました。

健康経営優良法人に３年連続で認定していただけるなど、福利厚生を充実さ

せ社内の働き方改革への取り組みも進んでいます。社内SNS等でのコミュニ

ケーションも充実している風通しの良い会社です。社員全員が笑顔で働ける

生き生きとした会社を目指しています。

万円

18名

40歳

055-285-3445

k-marumo@yamajyuu.jp

https://yamajyuu.jp

代表取締役　望月優志

1989（平成1）年　8　月　8　日

1,000万円

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）やまじゅうさんぎょう

株式会社山十産業

②所在地

〒400-0205

山梨県南アルプス市野牛島2345

mailto:k-marumo@yamajyuu.jp
https://yamajyuu.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

・セールスドライバー1人が担当するエリアは業界内でもかなり狭いのが特

徴。そのためエリアのお客様とはすぐに顔なじみになって「〇〇さん」と名

前で呼んでいただける事が多いです。そんなお客様のお役に立ち笑顔で「あ

りがとう」と言われた時に最高のやりがいを感じられます。・将来の為に大

きな会社に入って稼ぎたいと思い入社を決めました。同級生と比べて収入は

高いと思いますし、もらえる手当も手厚いのが嬉しいです。会社が安定して

いるので安心して働けます。

高卒求人番号 セールスドライバー 19010-132529

「宅急便」など各種輸送に関わる事業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 街のみんなからありがとうと言われる仕事

個人や法人のお客様に車両や台車等を使用した集配サービスを行っています。お客様

一人ひとりの声に耳を傾け、マニュアルだけでは決してできない“心配り”とともに荷

物をお届けしているヤマト。全国に広がるネットワークで地域に合ったサービスを提

供し、「ヤマトに任せれば安心」をいう信頼をいただいています。2021年4月、ヤマ

トはグループ各社を統合し、新しい「ヤマト運輸」として生まれ変わりました。けれ

どいつだって想いはひとつ。お客様にとことん向き合い、豊かな社会のために貢献す

ることです。新しい運び方を作ることは、新しいありがとうをつくることです。

万円

1,472名

38.5歳

055-275-3134

y0370031@kuronekoyamato.co.jp

https://www.kuronekoyamato.co.jp

杉澤　良

1919年　　11月　29日

500億円

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

   やまとうんゆ（かぶ）やまなししゅかんしてん

ヤマト運輸（株）山梨主管支店

②所在地

〒409-3854

中巨摩郡昭和町築地新田95

mailto:y0370031@kuronekoyamato.co.jp
https://www.kuronekoyamato.co.jp/


ヤマト運輸山梨主管支店の外観

新しいマークの入ったトラック

新店舗:南アルプス営業所の外観



（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

車やバイクに興味がありイエローハットを選びました。

最初は知識とかわからない事も多かったですが、入社後の研修や先輩

に教えてもらったりして今は一人で接客や簡単な作業もできるように

なりました。

商品知識とか覚える事が多いですが、趣味で役に立つことも多く、友

達に自慢できることも楽しいです。

高卒求人番号 カーライフアドバイザー　19010-20429

自動車用品販売及び取付交換、車検整備等

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 一緒に地域のカーライフを支えませんか？

TVCMでおなじみ自動車用品のイエローハット店舗を山梨県内で８店舗の運営

会社です。７月に新たに新店をOPEN予定で現在発展中です。

地域のドライバーの皆様に安全安心なドライブを楽しんでいただくために各

種商品・サービスの提案を行い、また車検・板金など車の修理・メンテナン

スのご相談、自動車保険も取り扱っています。

山梨県の生活に欠かせない自動車をより楽しく安全にお使いいただく為のお

手伝いがイエローハットのお仕事です。

14億3201万円

81名

33歳

055-262-0611

yhg108400@g.yellowhat.co.jp

https://www.yellowhat.jp/

代表取締役　上田　哲也

2012年　1月18日

900万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 14億323万円

（２０２０年度） 13億6856万円

（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　やまなしいえろーはっと

株式会社　山梨イエローハット

②所在地

〒406-0801

山梨県笛吹市御坂町成田2002番地

mailto:yhg108400@g.yellowhat.co.jp#
https://www.yellowhat.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

ものづくりが好きで入社しました。工業系とは違う学科からの入社で不安も

ありましたが工具の名前や使用方法、各設備・機器の仕組みなど丁寧に教え

て頂きました。自分で施工図を作成し建物が完成した時は、感動と達成感を

得る事が出来ました。私は入社してから会社の援助で１級管工事施工管理技

士・浄化槽設備士などの資格を取得しスキルアップする事も出来ました。私

達の仕事は決して派手ではありせんが重要なライフラインの担い手になって

いると誇りを持っています。

高卒求人番号 管工事 消防設備 19010-536729

管工事・空調設備・消防設備・土木工事

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 努力は必ず報われます。

山梨県や甲府市発注の公共工事を始め、温泉施設や化学工場・病院などの給排水設

備・空調・換気設備、プラント配管工事、消防設備工事を手掛けています。作業現場

は山梨県全域と東京都、神奈川県です。技術者及び現場代理人（現場監督）どちらで

も本人の希望で選択出来ます。近年は飛躍的な技術の進歩で以前のような３K と言わ

れる現場環境からは脱却してきています。また、東日本大震災など災害復旧活動にも

積極的に参加して社会貢献活動にも務めています。東京ドームシティーの年間パス

ポート、ジャイアンツ戦の年間シートなど福利厚生も充実しています。

２億４７００万円

８名

３９歳

０５５－２４１－６０１１

yamakan@athena.ocn.ne.jp

https://yamakan.biz

立澤　久

１９８２年　　４月　　１日

２０００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） １億８５００万円

（２０２０年度） ２億３８００万円

（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　やまなしかんこうぎょう

株式会社　山梨管工業

②所在地

〒４００－０８５５

甲府市中小河原１－９－１７

mailto:yamakan@athena.ocn.ne.jp#
https://yamakan.biz/#




（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

就職を考える際、自分は人と関わることか好きなことから、最初は販

売の仕事をめざしていましたが、山梨建鉄の企業説明会で「自分の設

計したものや、製作したものが地図に残る」という言葉を聞き、「こ

こだ！」と思いました。入社後の研修があり、その後資格を取得して

本格的な仕事に入ります。山梨建鉄は高い技術を持つ会社なので、一

日も早くそうした技術を身につけられるよう頑張ります。

高卒求人番号
鉄骨製品加工【製造部】19010-40929

設計・図面作図【設計部】19010-39029

建築鉄骨の製作・施工

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 友だちや家族に自慢できる仕事

山梨建鉄(株)は1952年に創業して以来、70年にわたり地域を代表するような

建築物を作るプロフェッショナル集団としてこれからも歩み続けて参りまし

た。近年建物はデザイン的に複雑化して製作の難度も上がってきています。

その中で、『難度の高い鉄骨はヤマケン（山梨建鉄）!!』と業界では数多く言

われるようになっており、全国区のクライアントから多数引き合いを頂いて

おります。実際に自分が携わった仕事が形となり街に残ります。やりがいが

あること間違いありません。

16億2200万円

45名

37歳

055-242-8788

yamaken@s-yamaken.co.jp

https://yamaken4093813.jimdofree.com/

伊藤　香織

1952（昭和27）年　7月　1日

2900万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 24億9600万円

（２０２０年度） 18億9600万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

               やまなしけんてつ

山梨建鉄（株）

②所在地

〒409-3813

中央市一町畑882-1

mailto:yamaken@s-yamaken.co.jp
https://yamaken4093813.jimdofree.com/


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

小学生の頃から物つくりが好きだった私は、装置製造の会社に興味を持ち入

社致しました。先輩方から指導教育を受け、早く一人前に仕事が出来るよう

に努力をしています。製造工程は5工程ありますが、全て習得したいと考えて

日々行動するようにしています。休憩時間には冗談を言い合ったり、兄弟の

ように接して貰う事が楽しいひと時です。就活中は不安だらけでしたが、思

い切って入社を決めた事が今は良かったと思っています。

高卒求人番号 精密板金加工と組立 19010-166529

精密板金加工及び組立（コンビニATM、分煙機等）

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ）

当社は、精密板金業をメインに50年間、国内大手企業のモノづくりに一次請

けとして携わっている会社です。

板金加工としてはNCT/バリ取りタップ／ベンダー/溶接,板金組立としては小

部品組立/筐体組立（ATM等）/筐体クリ－ニング等があります。

また,CAD設計/発注/納期管理があり、責任者として全行程を管理するポジ

ションを目指す事も可能であり,キャリアやスキルに応じた働き方が出来ま

す。

65,038万円

50名

41歳

055-274-2311

baba@kohogrp.co.jp

http://www.kohogrp.co.jp

渡辺　健人

2000年　　1月　　24日

7,000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 52,896万円

（２０２０年度） 53,046万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

                   やまなしこうほうかぶしきかいしゃ

　　　山梨高宝株式会社

②所在地

〒409-3801

山梨県中央市中楯770

mailto:baba@kohogrp.co.jp
http://www.kohogrp.co.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

もともとモノづくりに興味があり、この工場を見学させてもらった時に

従業員の方々を見て「かっこよく、楽しそうに仕事をしているな」と感

じ入社を決めました。入社した時は覚えることがたくさんで、仕事って

大変だと感じることが多くありましたが、先輩方は優しく教えてくれ

て、仕事の経験を積むことで徐々に覚え、仕事が楽しいと思えるように

なりました。学生と社会人は大きく違うなと感じましたが、自分が仕事

を楽しくできる場所を見つけることが大切だと思います。

高卒求人番号  成形スタッフ   19010-19129

プラスチック製品製造業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 見えない部分を支える会社！

私たちの会社は、射出成型という方法を用いて、プラスチック製品である汎用継手を

製造するメーカーです。継手とは、パイプとパイプを繋ぎ合わせる繋目に使われる製

品のことで、場内には協力会社の甲府積水産業㈱もあり、製品の製造加工・梱包・出

荷までを一貫して行っている工場になります。

積水化学工業株式会社のグループでもあり「射出継手のマザー工場」と呼ばれる重要

な位置づけでもある工場です。男性が多い職場ですが、年齢層は幅広くアットホーム

な環境です。人々の暮らしに大きく関わる製品を一緒に作っていきましょう！

56億円

152名

42.5歳

055-241-3101

yamanashi-info@sekisui.com

https://www.yamanashi-sekisui.com/index.html

代表取締役社長　原田　浩次

1955（昭和30）年　　5月　　16日

4億8000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 57億円

（２０２０年度） 55億円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

やまなしせきすいかぶしきがいしゃ

山梨積水株式会社

②所在地

〒400-0052

山梨県甲府市上条新居町300番地

mailto:yamanashi-info@sekisui.com#
https://www.yamanashi-sekisui.com/index.html#




（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

私は人と話すのが好きだった事が大きいかもしれませんが、見学に行った

時、売場に来る多くのお客様といきいきと話している先輩社員を見て、仕事

のイメージが大きく変わり、ここでやってみたいと思いました。最初は先輩

の指示の元、市場内のお客様にお届けなどがメインになりますが、それが、

お客様から、顔や名前を覚えていただき、『君に頼む！』と注文をいただけ

るようになると楽しくなりました。最初は何も出来なくていいのです。明る

く楽しい職場で一緒に働きましょう。

高卒求人番号 営業職 19010-90829

水産物卸売業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 海なし県の魚愛！

甲府市卸売市場の開設と同時に、水産卸売業者としてスタートし今年で５０年以上県

民の皆様の食卓を支えている会社です。山梨県は全国屈指のマグロの消費県でその多

くを当社で取扱っております。生鮮品はもちろんですが、冷凍食品は乳製品など多く

の食品を扱っており、消費者の皆様に安全、安心で豊かな食の提供が出来るよう日々

努力をしております。また、新たに山梨県のブランド魚『富士の介』の取扱量も多

く、富士の介を中心に加工製品で商品展開をするなど、「市場」という形の新しい付

加価値の創出を目指しております。

３８億5100万円

３６名

３６歳

０５５-２２８-０１２３

soumu@tyusui.co.jp

https://tyusui.co.jp

代表取締役社長　仙洞田　寿

1971年　11　月　18　日

８，０００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） ４５億3700万円

（２０２０年度） ３６億8500万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

    やまなしちゅうおうすいさんかぶしきがいしゃ

山梨中央水産株式会社

②所在地

〒400-0043

山梨県甲府市国母６-５-１　甲府市地方卸売市場内

mailto:soumu@tyusui.co.jp
https://tyusui.co.jp/


富士の介トラック

先輩営業社員の

朝売り姿

せりの風景



（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

入社したきっかけは昔から車や乗り物が好きということもあって、高校のとき進路で迷った際に今の会

社の求人をみて仕事をしながら資格取得できるところに魅力を感じ入社しようと決めました。今担当し

ている仕事は一般修理、車検整備、法定点検など整備をメインとした仕事をしています。修理に来た車

の故障の原因を探して、その故障を自分で修理をして車が直ったときにすごくやりがいを得る事ができ

ます。トラックの整備では扱う部品や工具が乗用車よりも大きく危険な作業が多いので、怪我や事故を

しないように周りを良く見て、コミュニケーションを取りながら安全第一で作業するように心掛けてい

ます。整備士という仕事はとてもやりがいのある仕事です。職場の先輩達もとても優しく分からないこ

とがあれば分かりやすく教えてくれます。自分のスキルを高めてやりがいを感じたいという方、是非一

緒に僕たちと働きましょう。

高卒求人番号 整備士 19010-209629

大型車ディーラー（トラック・バス）。

新車販売・中古車販売、車検・点検整備・修理、各種保険取扱い。

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 「山梨の未来のため」に貢献

当社が提供するトラック・バスは、「食品」「建築」「医療」「防災」「衛生」「観光」「教

育」その他、さまざまな現場で利用され、皆さんの仕事や生活を支えております。

迅速、安全、確実のサービスを提供し、日野車稼働率の向上とユーザーに満足していただける

サービス体制に努力しています。1台1台の車へこだわりを持ち、情熱と探求心を持つ事が信頼を

勝ち得るものだと確信しております。お客様からの「ありがとう」の声が私達の誇りです。

広い敷地に多種多様な大型車がたくさん並んでいます。

ぜひ会社訪問にて実感してみてください。

会社訪問は随時受け付けていますので、お気軽に御連絡ください。

４２２，１５６万円

85 名

35 歳

055-220-6200

soumu_common@yamanashi-hino.co.jp

https://www.yamanashi-hino.co.jp/

代表取締役社長　飯室允敬

昭和 36 年　9 月　1 日

2000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） ４６１，１８８万円

（２０２０年度） ４５３，５８５万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

           　やまなしひのじどうしゃ（か

山梨日野自動車株式会社

②所在地

〒400-0805

甲府市酒折1-2-10

mailto:soumu_common@yamanashi-hino.co.jp
https://www.yamanashi-hino.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

様々な建物や構造物を下から支える「基礎」部分の工事を請け負う会

社です。「低空頭スライド工法」という業界屈指の機材を揃え、全国

展開を図っています。経験豊富な先輩方から、弊社独自の特許技術の

丁寧な指導を頂き、毎日が勉強です。これからも未来に向かって、海

外に通用する特許工法を考案し、構造物の礎となる基礎を一緒に造り

ませんか。

高卒求人番号 現場作業員 オペレーター見習い 19010-00294729

特殊基礎工事業、解体業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 基礎工事のプロフェッショナルとして培った確かな技術力と信頼

当社は、1977年創業以来、基礎杭工事(場所打杭)を主要事業に据え、建築工

事などの既成杭工事及び建物等の解体工事などを行っています。当社では

「他社にない新工法の開発など特色を持った企業を目指す」という企業理念

により、「低空頭スライド工法」という当社の特許技術において全国展開を

図りながら、信頼と技術で人々の豊かな暮らしを支えています。

２０億円

５９名

４８．４歳

０５５－２３２－４１６５

saiyou@yamamotokiso.com

http://www.yamamotokiso.com/

山本　武一

1977（昭和52）年　6月　1日

２０００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） ２４億円

（２０２０年度） ２０億円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

             やまもときそこうぎょう

山本基礎工業(株)

②所在地

〒400-0861

甲府市城東１－３－８

mailto:saiyou@yamamotokiso.com
http://www.yamamotokiso.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

りゅうおうさんぎょうかぶしきがいしゃ

龍王産業㈱

②所在地

〒　400-0118

山梨県甲斐市竜王2111

相川幹夫

1919年　12月　15日

5400万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 208,297万円

（２０２０年度） 190,190万円

（２０２１年度） 201,539万円

57　名

43.2　歳

055-276-2014

info@ryuou.co.jp

http://ryuou.co.jp/

日頃からモノづくりの仕事に興味を持っており、地域貢献に役立てる

当社のコンクリート2次製品の製造を選択しました。

自身の作った物の出来栄えがすぐわかり、あれが良かった、あれが悪

かったなど考えながらやるのはとてもやりがいを感じます。

高卒求人番号 コンクリート2次製品製造　19010-00036229

各種コンクリート製品製造販売・砂利・砂・玉石採取販売・土木工事請負

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 伝統を守りながら明日にチャレンジ

当社は、大正8年に釜無川流域の砂利採取販売を行う「釜無川砂利㈱」として発足し、

その後、昭和24年に「龍王産業㈱」に改名、砂利会社から総合建築土木資材会社へさら

なる事業内容の充実を行いながら発展してきました。

現在は令和元年に創業１００周年を迎えました。長年培ってきた高い技術と経験で、お

客様のニーズにお応えして、新しい時代に「人と自然が調和する」持続可能な社会を目

指し、次世代に豊かで安心して暮らせる社会を継承していくため、100年の伝統を礎に

社員一同、協働してまいります。

mailto:info@ryuou.co.jp
http://ryuou.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所在地

〒400-0853

甲府市下小河原町262

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

    ろーど

株式会社　ロード

https://www.ro-ad.jp/

樋口　明美

１９７３年３月２２日

1500万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 5億6168万円

（２０２０年度） 5億0892万円

（２０２１年度） 5億1897万円

21名

44歳

０５５－２４１－６１６１

uproad@pluto.plala.or.jp

高卒求人番号 現場作業・現場管理 19010-500829

道路標識・標示、ライン、塗装、公園・遊具関連、サイン・モニュメント、駐車場関連

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ）

事業内容については弊社ウェブサイトをご覧ください。

ご興味をお持ちいただけましたら、お問い合わせください。

https://www.ro-ad.jp/
mailto:uproad@pluto.plala.or.jp



