
（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２年生の時にインターンに参加し、建設業に興味を持ちました。

入社後は先輩の指導の下、安全管理や写真管理を担当してきました。

現場で正確な指示を出したり、図面や設計図書を理解することに苦労

していますが、災害復旧工事や道路改良工事など、多くの人に必要と

されるインフラ整備に関わることで地域貢献ができていることへの喜

びを実感しています。（平成３１年入社　技術職員　２１歳）

高卒求人番号 土木工事現場監督19070-67629　／　営業事務19070-68929

土木工事業（道路、堰堤、トンネル、橋梁などの工事）

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 次の１００年を共に築こう！！

大正元年の創業以来１１０余年、「優良工事の推進」「工期の厳守」「経済

効果の向上」を社是に掲げ、地域のインフラを支えてまいりました。時代に

合った施工を推進し、国際規格ＩＳＯの認証のもと「品質管理・環境管理・

労働安全衛生」に準拠した施工やＩＣＴの活用にも力を入れております。

また、最近では「やまなし健康経営優良企業」の認定を受け、従業員の健康

づくりの実践に取り組んでおります。

９２，５３９万円

２５名

４８歳

０５５５－２３－７１１１

akiyama-1@afp.co.jp

http://www.afp.co.jp/akiyama/

山口 力三

１９１２（明治４５）年　　１月　　日

３，０４０万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） ９３，０１５万円

（２０２０年度） １１５，８５１万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

あきやまどけんかぶしきがいしゃ

秋山土建株式会社

②所在地

〒403-0008

富士吉田市下吉田東一丁目２４番３号

mailto:akiyama-1@afp.co.jp
http://www.afp.co.jp/akiyama/


一般県道富士吉田西桂線道路改良工事

【施工中】マウンテンバイクコース設置事業設計・施工一括発注業務

富士山登山道整備



（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

「熱・水・空気」

私たちが生活する上でどれも欠かすことができない重要なライフラインです。特に最

近は防災意識も高まり地域社会に貢献できるやりがいのある仕事だと実感していま

す。

現場では大変な事もありますが、自分の関わった物件が完成した時の達成感は良い成

功体験になり自分自身も成長できます。

社内講習会や資格取得支援、従業員が心身ともに健康に働ける会社を目指して取り組

んでいるので安心して働ける職場です。

高卒求人番号
現場監督・現場監督補助・配管工・CADオペレーター

19070-62229

建設業(管工事業)

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） Growing　Together！！

弊社は、公共事業から民間事業、大規模、小規模工事問わず

空調設備、給排水衛生設備、消火設備等の総合設備業の会社です。

富士吉田市に本社を構え、河口湖ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ・甲府営業所・西東京営業所・沼

津営業所を拠点にお客様の要求である信頼性の高い「品質」を提供していま

す。

これからも「熱・水・空気」を扱う技術集団として時代の変化とお客様の多

様なニーズに応えられるよう社員一丸となって取り組んでいきます。

24億6800万円

85名

45歳

0555-22-0395

issui@isi.co.jp

http://www.isi.co.jp/

宮下　貴之

1984(昭和59)年　10月　3日

5500万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 34億6400万円

（２０２０年度） 31億4400万円

（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っすいこうぎょう

株式会社一水工業

②所在地

〒403-0004

山梨県富士吉田市下吉田7-25-22

mailto:issui@isi.co.jp
http://www.isi.co.jp/


　 　　

本社 河口湖ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ



（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

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

　　　　　カブシキガイシャ　ウブヤ

株式会社うぶや

②所在地

〒401-0303

山梨県南都留郡富士河口湖町浅川10

外川一哉

1948年　6　月　1　日

1000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 12億6千万円

（２０２０年度） 万円

（２０２１年度） 万円

96名

36.4歳

0555-72-1145

dot0628@ubuya.co.jp

https://www.ubuya.co.jp/

自分は人と接する事が好きで、客室の仕事を選びました。うぶやでは

「人生を祝う」をコンセプトにお客様にお祝いを通してお客様に喜んで頂く

事、そして楽しくお泊りして頂くよう取り組んでおります。

うぶやではお笑いタレントによる教育研修で笑育を実施致します。

コミニケーション能力の向上とマナーの強化を目指し今後のプライベートや

同僚・先輩とに役に立つと思います。社会人としての能力向上を目指しま

す。

高卒求人番号 客室係19070-11229　調理師見習い19070-10129

旅館業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 「人生を祝う」

お客様の節目のお祝いを弊社スタッフがお祝いのお手伝いをさせて頂いてお

ります。

お誕生日・結婚記念日・還暦・古希・卒業・入学など人生の節目の時にうぶ

やでお祝いをさせて頂いております。

旅館からの眺めは富士山と河口湖を望む絶景の宿、四季折々の富士山の雪化

粧や春は富士と桜、秋は紅葉の富士山と山々などビューポイントでも有名で

す。

mailto:dot0628@ubuya.co.jp
https://www.ubuya.co.jp/


NO IMAGE

NO IMAGE



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

高卒求人番号 介護員 19070-77829

高齢者介護事業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 生きる歓び

鳴沢村、富士河口湖町で特別養護老人ホーム富士山荘、地域密着型特別養護老人ホー

ム富士山荘ふるさと、同富士山荘まほろば、デイサービスセンター、ショートステ

イ、居宅介護支援事業所を展開しています。法人理念「生きる歓び」を、高齢者の皆

さん、そのご家族、地域の皆さん、そして職員が感じられるような事業運営を目指し

ています。今年度はまほろばの20代の介護職員・桒原里奈（山梨県立大学卒　社会福

祉士・介護福祉士）が、県の介護アンバサダーに就任させて頂きました。彼女をはじ

め、大学や高校を出たばかりの職員が、日々悩みつつ、1歩1歩成長しています。

万円

９７名

４０．１歳

０５５５－８５－２８７８

ofujisan@comlink.ne.jp

http://www.eiju.or.jp/

鷹野　吉章

１９７９年６月２２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）

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えいじゅかい

社会福祉法人　永寿会

②所在地

〒４０１－０３２０

山梨県南都留郡鳴沢村５０６１

mailto:ofujisan@comlink.ne.jp
http://www.eiju.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

最初は知識がなく、色々な商品の販売の仕方もわかりませんでした。

しかし、たくさんの研修や先輩方からの指導で、

知識をどんどん身につける事ができました。

お客様に商品を買ってもらった時は本当にやりがいを感じます！

車に関わる仕事をしたい人や接客・販売に興味がある人、

お気軽に職場見学にお越しください。

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）　19070-7029

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。

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/

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）

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　せるふふじよしだ

株式会社ＥＮＥＯＳウイング　セルフ富士吉田ＳＳ

②所在地

〒403-0016

山梨県富士吉田市松山2-6-14

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

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

　　　　かぶしきがいしゃおおいけほてる

㈱大池ホテル

②所在地

401-0301

山梨県南都留郡富士河口湖町船津6713－103

渡辺孝子

1974年　　月　　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） 万円

40名

31歳

0555-72-2563

batukare1033@gmail.com

https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/2946/

昨年度入社、19歳女性スタッフからのメッセージ

入社したきっかけ→ホテルの雰囲気がとても良かったこと。会社見学に行った際のスタッフの方々がとても明る

く、働きやすい環境だと感じました。

担当している仕事→オールラウンド（レストラン、フロント）

どんなところにやりがい、楽しさを感じるか→お客様から『ありがとう』などの感謝のお言葉をいただいた時に

やりがいを感じ、楽しさを実感します。

どんなことに心がけているか→どのようにすればお客様に満足していただけるか、おもてなしの心を大切に、周

りをよく見て自分が出来ることを進んでできるように心掛けています。

後輩へ一言→宿泊業はとてもやりがいを感じることが出来る仕事だと思います。皆さんよかったら会社見学に来

てみてください。

高卒求人番号 接客係 19070-58629

宿泊業・旅館

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 山梨の魅力を伝える宿

山梨に来てくださった方々に、山梨の魅力を伝えたい！山梨が大好きな人たちが働い

ています。温泉旅館で働く人は年齢層が高いイメージがありませんか？？大池ホテル

は20代～30代のスタッフが中心に活躍している旅館です。入社してあなたを指導する

先輩が1歳～3歳年上、つまり部活動みたいなイメージで日々の業務を共にこなし成長

していくことができます。学生から社会人になる第一歩、とても大切なタイミングに

あなたはいます。是非大池ホテルに会社見学に来てみてください。きっと好きになり

ます。

mailto:batukare1033@gmail.com
https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/2946/




（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

NC加工に興味を持ち、また、この分野の将来性を感じたことと、会社に最新の機械が

設備されていることから入社しました。現在機械を使っての精密加工とその為のNCプ

ログラムの作成に従事しています。自分で加工した製品や部品が世界の産業分野で活

躍している事にやりがいがあります。モノを作ること自体楽しさがあります。また、

それが生活の糧になることは他の仕事にまさるものです。楽しみながら技術の向上に

努めています。モノ造りは楽しいですよ。

高卒求人番号 技術　19070-53229

半導体製造装置部品、通信機器部品、電気機械部品の加工

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） NC機械による加工に挑戦しよう

高度成長期、オイルショック、ドルショックと様々な経済変動を経験し、創業以来５

０年を経過、今なお堅実な歩みを進めています。IT,デジタル化を取り入れ、マシニン

グセンター、NC旋盤等の最先端の工作機械を導入、さらに、精密加工を支える精密測

定機器を導入してさらなる飛躍をめざしています。

万円

６名

４６歳

0555-84-2080

oshinokogyo@eco.ocn.ne.jp

大野光弘

１９７２年（昭和47）年５月２９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

おしのこうぎょうかぶしきがいしゃ

忍野工業株式会社

②所在地

401-0511

山梨県南都留郡忍野村忍草1304-2

mailto:oshinokogyo@eco.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

親から地元の企業ということで知ったのがきっかけです。そのあと学校の先

生の紹介もありKATOHグループの会社説明会に参加しました。そこで説明し

ていただいた社員の方の印象がよく、また工場見学時に自分もこういった仕

事がしたいと思ったから入社しました。入社後もわからないことがあれば先

輩から優しく教えてくれるので心配ありません。また同期入社も多いので仲

間と一緒に頑張れる環境もよかったと思います。賞与の業績も山梨県内では

上の方だと思います。

高卒求人番号 機械オペレータ（交替）19070-71529　検査職19070-70229

半導体、電子部品、医療機器の設計・開発・受託製造

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 話題の半導体/5Ｇの業界　

●取引先40社以上あり

　　ジャンル経営（半導体、スマホ、自動車、医療、ソフトウェア等）

●国内生産で生き残る経営力

　（売上、加工費が6半期連続で過去最高更新）

●平均年齢が38.5歳→理想的な年齢構成

　（新卒採用は常に実施しKATOHグループ全体で今年４月入社４2名）

●山梨県内で落ち着いて働く環境（地元貢献、郷土愛）

●新棟建屋を建築中

万円

1170名（グループ全体）

38.5歳

0555-22-6161

recruit@katoh.kdg.co.jp

http://www.kdg.co.jp/katoh/

加藤　修央

1963年　　5月　　1日

51000万円

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

かぶしきがいしゃかとうでんきせいさくしょ

株式会社加藤電器製作所

②所在地

〒403-0032

山梨県富士吉田市上吉田東9-10-12

mailto:recruit@katoh.kdg.co.jp
http://www.kdg.co.jp/katoh/




（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

　山梨で頑張りたい、山梨の方を応援したいとの思いで地域密着を大切にしている

当社に入社いたしました。現在、建設現場監督として多くの現場を担当。引き渡し

の日の客さまの喜ぶ姿は格別です。「良い家ですね。ありがとう。いつでもおいで

よ」と声かけられると、自分の成長も実感できます。お客さまには‟一生に一度”の

大きな買い物です。ご家族が生活している姿、子供さまが成長していく姿をイメー

ジして、プロとしての経験と感性を活かし、丁寧に仕上げています。風通しの良い

恵まれた職場です。みんな優しく良い会社だと思いますので、一緒に頑張りましょ

う。

高卒求人番号 建設工事現場監督　19070-31329 （指定校あり）

個人住宅・アパート：ビル・店舗などの建設・販売、公共事業の土木・建設およ

び不動産業、福祉事業など

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 一緒に山梨を盛り上げよう！

　山梨に根ざして地域密着で５7年、カトリホームは”もっと安く、もっと高品質

に”をテーマに、良い商品を安く提供する為に、技術革新、創意工夫を重ねている

会社です。総合建設業として、一般住宅を主にアパートや学校、公共工事、土木

工事などを手掛け、アパマンショップで、不動産業、高齢者住宅事業、老人ホー

ムなど経営しています。大企業では味わえない、企業と自分が共に成長すること

が実感できるような会社です。暖かく親しみのある環境で、一緒に働いて一緒に

成長していけたらいいなと思っています。

https://www.katorihomes.com/

白壁　竜次

1965（昭和40）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） 16億6,600万円

（2020年） 13億6,000万円

（2021年） 20億9,300万円

32名

42歳

0120-966-265

sasuga@katorihomes.co.jp

②所在地

〒401-0301

山梨県南都留郡富士河口湖町船津7518 

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

　　　　　かとり　　　　　　

㈱加取　(カトリホーム）

https://www.katorihomes.com/
mailto:sasuga@katorihomes.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

地元高校の建築科を卒業後、富士吉田市に昔よりある中で川上建設

(株)を就職先に選びました。

現在は建築工事の施工、現場監督としての業務をしています。

お客様からの要望を形にし、また精度の高い建物を心掛け地域をはじ

め、ご利用いただく方々により良い建物を作っていきたいと思ってい

ます。

高卒求人番号 建築現場監督見習 19070-47429

土木・建設工事の施工並びに設計及び管理

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 長年の信用と実績

川上建設株式会社は、昭和26年の設立されました。以来今日まで私たちは、

「誠実と真心でお客様に喜んでいただく」をモットーに地域のために努力を続

けて参りました。

時代は混沌とし,世界は驚くほどの速さで変化を続けています。しかし、私た

ちのモットーは時代が変わっても不変のものです。

一歩一歩確かでより良いものを提供する、そして、喜びを分かち合う、そんな

会社を目指し、日々取り組んでいきます。

２３億００００万円

２０名

５５歳

０５５５－２２－２１１４

kwaco@green.co.jp

http://www.kawaco.jp/

　川上　悦郎

1951（昭和26)年　10月22日

2000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） ２３億００００万円

（２０２０年度） １６億００００万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

                かわかみけんせつ

川上建設（株）

②所在地

〒403－0007

山梨県富士吉田市中曽根1－4－23

mailto:kwaco@green.co.jp
http://www.kawaco.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

かぶしきがいしゃかわぐちこだいいちほてる　かぜのてらすくくな

株式会社 河口湖第一ホテル　　風のテラス　KUKUNA

②所在地

401-0303

山梨県南都留郡 富士河口湖町 浅川70　

宮下　明壽

1953年（昭和28年）

１０００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） １３億円

（２０２０年度） 円

（２０２１年度） 円

９０名（外注スタッフを含む）

２８歳

0555-83-3333　

info@kukuna.jp

http://kukuna.jp

　何でも相談できる、話しやすく優しい先輩社員ばかりです!

楽しみながら仕事を覚えられるよう、私たちがサポートしますので安

心してください！

まずはお気軽に館内見学に来てみてください！

高卒求人番号 KUKUNAゲストサービス 19070-140829

リゾートホテル・宿泊業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 仕事を通して人生が豊かになる経験をしよう！

　富士山と河口湖を一望できる素晴らしい立地条件のリゾートホテルです。2006年に

全館リニューアルし、2017年「展望館　天空のテラス」の全客室をさらにリニューア

ル。その後も日々変化するお客様のニーズにこたえ、進化し続ける企業です。日本国内

はもとより、世界各地から多くのお客様が宿泊されています。世界遺産の富士山を目の

前にしたリゾート感覚と開放感あふれた職場で、おもてなしの心を持った若いスタッフ

達が中心となり明るく元気に活躍しています。笑顔が素敵な方はぜひお会いしたいで

す。

mailto:info@kukuna.jp
http://kukuna.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

ものづくりが好きだった私は高校生の時に電気分野を学習していて、生活に

電気は必ず必要だと感じました。そこで私は今後も普及し続ける電子機器の

製造会社に入社しました。仕事は基板に部品を実装するマシンオペレーター

をしており、基板が形となっていく姿にやりがいを感じます。仕事は情報の

共有が大切なため、積極的にコミュニケーションをとることを心掛けていま

す。

高卒求人番号 製造　19070-90329（指定校あり）

電子計測器、電源装置の製造

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 創発企業  KIKUSUI

菊水電子工業株式会社　富士勝山事業所は、マザー工場として最新設備によ

り電子計測器と電源装置を生産しています。菊水製品は、電気電子機器・装

置の研究開発等生産が行われるあらゆる場所で活躍しています。

8,163百万円

390名（うち事業所165名）

40.3歳

0555－83－2121

j-oda@kikusui.co.jp

https://www.kikusui.co.jp

代表取締役社長　小林　一夫

1951年8月8日

22億125万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 8,917百万円

（２０２０年度） 9,072百万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

きくすいでんしこうぎょうかぶしきがいしゃ　ふじかつやまじぎょうしょ

菊水電子工業株式会社　富士勝山事業所

②所在地

〒401-0310

山梨県南都留郡富士河口湖町勝山2805

mailto:j-oda@kikusui.co.jp
https://www.kikusui.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

          きやのんあねるばかぶしきがいしゃ

キヤノンアネルバ株式会社

②所在地

〒401-0397

山梨県南都留郡鳴沢村８５３２－２８

代表取締役社長　中島卓実

１９６７年　１０月　２１日

１８億円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） ２９５億円

（２０２０年度） ２４３億円

（２０２１年度） ３０６億円

１,０７２名

４７歳

０５５５－２０－５５５５

anelva-saiyou@mail.canon

https://anelva.canon

在学中に色々な企業の求人票を見ているうちに、携帯電話をはじめとする身

近な製品に使われている真空部品に興味を持ったのが入社のきっかけです。

現在は配線関係の業務を担当しています。電気は便利で身近なものですが、

一歩間違えると死に至るような大変な事故につながってしまいます。そんな

難しい業務だからこそ完成した時は達成感を味わえますし、やりがいがあ

り、とても楽しいです。みんなで協力してすすめる業務のため、コミュニ

ケーションをとても大切にしています。

高卒求人番号 技能職 19070-110529

真空薄膜製造装置、真空ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ製品の開発・製造・販売・保守ｻｰﾋﾞｽ

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 真空技術で未来を拓く

皆さんが手にしているスマートフォン、パソコン、ゲーム機、また自動車などに使わ

れている半導体や電子部品を作るための製造装置を５０年以上にわたり作り続けてい

ます。真空技術をベースとして先端技術を駆使した技術の塊のようなハイレベルな装

置をお客様にお届けしています。社員に対しても様々な制度を整えて働きがい、自己

成長を助成するとともに充実したワークライフバランスを大切にしています。キヤノ

ンアネルバは超高真空技術を用いた高付加価値製品を提供することで、社会の発展に

貢献してまいります。

mailto:anelva-saiyou@mail.canon
https://anelva.canon/#


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

②所在地

〒403-0016

山梨県富士吉田市松山１６１３

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きんじゅかい　とくべつようごろうじんほーむふようそう

社会福祉法人欣寿会　特別養護老人ホーム芙蓉荘

http://www.snhfuyoso.com

理事長　堀内欣一郎

平成５（１９９３）年７月９日

該当なし万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年） ６億５８００万円

（２０２０年） ６億６０００万円

（２０２１年） ６億８２００万円

１５０名

45歳

０５５５－２２－５５２４

info@snhfuyoso.com

高校3年時の夏休みに職場体験で、地域内の3か所の福祉施設を見学しまし

たが、その時、欣寿会で働いている職員さんや利用者様が一番楽しそうに

見えたからです。欣寿会で働いている職員を見ていて、自分自身も人と話

しをするのが好きですし、楽しんで仕事が出来なければ良い介護にならな

いと思いますので、ここの法人が一番自分の考えに合っているなと思い決

めました。

高卒求人番号 特別養護老人ホーム介護員　19070-00065029

高齢者介護（入浴・食事・排泄の介護やﾚｸﾚｰｼｮﾝ等つうじた生きがい及び自立支援）

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 高齢者の感謝と職員の笑顔で明るい職場

　富士北麓地域で福祉施設から在宅サービスまで幅広い介護（予防）メ

ニューをそろえて高齢者及びそのご家族の多種多様な希望に沿った質の高い

サービスを実現しています。職場内部や関係団体主催の外部において、職員

にはいろいろな研修機会を設けて質の向上ができるよう支援していきます。

職員の質の向上ややりがい→利用者の喜びや満足→事業の発展→職員への還

元を目指し日々奮闘しています。

http://www.snhfuyoso.com/
mailto:info@snhfuyoso.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？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・後輩へ一言　など

高卒求人番号 接客係 19070-5529

⑬企業ＰＲ

■全室より富士の山を望めるロケーションに位置します。■富士の雄大な自然と季節を身近に

感じながら働くことができます。気さくでアットホームな雰囲気のため、良い意味で硬さがな

く、リラックスしながら働くことができます。■個室の寮があるので、プライベートを維持す

ることができます。家具やインターネット環境も整っているので、すぐに新生活をスタートす

ることができます。単身寮は、当館から自転車で数分の場所にあり、徒歩圏内にコンビニもあ

ります。■旅館・ホテルでの勤務経験がない方も安心です。※丁寧な研修と先輩スタッフのサ

ポートがあります。■スタッフそれぞれが自分の持ち味を発揮し、自分らしい接客をできる環

境を整えていますので、お客様の気持ちに寄り添いながら自分の接客をしたいと思っている方

にお勧めの仕事です。※また、出勤時間を午後からだけに限定しているので、自分のプライ

ベートをしっかりと確保しながら仕事に努めることができる環境となっています。■試用期

間：２ヶ月(条件変更なし)

私は、富士山のそばでお客さまの心に残るような接客がしたいと思い、

ここに就職しました。お客様から素敵な言葉をいただいたときは

本当に嬉しいしやりがいを感じる仕事だなと思います。

自信をもって面接できるように頑張って下さい。

観光旅館業

（キャッチフレーズ） 自分らしい接客を。雄大な富士と共に。

万円

44名

43歳

0555-76-8888

info@kogetu.com

https://www.kogetu.com

小佐野　国博

1955年12月28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）

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　こげつかん　しゅうほうかく　こげつ

有限会社　湖月館　(秀峰閣 湖月)

②所在地

401-0304

山梨県南都留郡富士河口湖町河口2312

mailto:info@kogetu.com
https://www.kogetu.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　こうぎょう

株式会社　コバヤシ工業

②所在地

〒　401-0302

南都留郡富士河口湖町小立1777-1

代表取締役　　小林　佳一朗

1964（昭和39）年7月22日

2,000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 14億600万円

（２０２０年度） 15億6,000万円

（２０２１年度） 12億700万円

30名

45歳

0555-72-1168

recruit@koba-yashi.co.jp

https://www.koba-yashi.co.jp

もともと建築が好きで、地元で別の会社に勤務していました。そこでは補助

的な仕事が多く、もっと大きな仕事がしたいと考えていました。そんな折、

コバヤシ工業に縁があり入社しました。最初は先輩社員と帯同で仕事をして

きましたが、しばらくして一つの現場を一人で任されるようになりました。

戸惑いもありましたが、わからないことは先輩や上司に聞きながら何とか建

物を完成することができました。この時の嬉しさは今でも忘れません。皆さ

ん、私たちと一緒に仕事をしてみませんか。

高卒求人番号 建築工事現場の管理・監督　19070-19729

総合建設業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 一緒に未来への懸け橋を創造しよう！

富士北麓地域を中心に建築・土木工事を地方公共団体や民間から直接請け負い、工事全

体の取りまとめを行っています。長年にわたり培われた技術力と信頼で、富士の麓に広

がる空間を創造してきました。

皆さんの夢は何ですか？

私たちは「お客さまの想いをカタチにする仕事」に誇りを持ち続けています。私たちが

創造していくのは未来への懸け橋です。コバヤシ工業には皆さんが叶えたい夢に挑戦で

きるフィールドが広がっています。

mailto:recruit@koba-yashi.co.jp#
https://www.koba-yashi.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

しちずんでんしたいめるかぶしきがいしゃ

シチズン電子タイメル株式会社

②所在地

〒403-0018

山梨県富士吉田市向原1-27-8

代表取締役社長　渡邊　昭

1977年　　12月　　21日

4,000万円

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

276名

43歳

0555-23-4351

miyashitamic@citizen.co.jp

https://ce.citizen.co.jp/cet

やはり一番のやりがいは、自分が携わった製品が至る所で使用されている事

です。

その製品を使う事で人々の暮らしが豊かになり、社会に貢献できていると実

感できます。

教育訓練も充実しており、人間としても成長する事が出来るので、皆さんに

も経験してもらいたいです。

まずは職場見学でも良いので、来てみてください！

高卒求人番号 電子デバイス製造（LED・スイッチ）19070-42829

電子部品製造業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 製造を通して社会貢献しましょう！

シチズングループの会社となります。

LEDやスイッチを製造しており、世界中の至る所で我々が製造した製品が使用

されています。

皆さんが一度は見た事があるもの、または皆さん持っている身近なものにも

弊社の製品が使用されています。

製造を通して社会貢献できる会社となります。

mailto:miyashitamic@citizen.co.jp#
https://ce.citizen.co.jp/cet#


富士吉田市

本社

笛吹市

境川工場



（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

・幅広い技術を保有していることに魅力を感じました。

・一貫した”ものづくり”が行えます。

・技術の向上や資格取得のバックアップ制度が整っており、スキルアップで

きると感じました。

・所定外労働時間もそれほど多くなく、ワークライフバランスを考慮した働

き方ができると思います。

高卒求人番号 精密部品製造　19070-120029

各種時計類及びその部品の製造

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 世界一優良なる時計製造工場実現！

CITIZENは創業から100年の歴史を持つ時計メーカーです。その製造部門を担うの

が、私たちシチズン時計マニュファクチャリングです。当社は、腕時計の部品から完

成品までを一貫生産しています。シチズン製腕時計のムーブメント（駆動装置）に使

用されるほぼすべての部品を、国内自社工場にて生産しています。また、これらの部

品加工で使用する金型・治工具も原則として社内で生産し、超精密な部品加工の根幹

を支えています。部品加工に必要なメッキ、熱処理などの表面処理に関しても自社対

応を基本としています。

万円

2,037名（うち河口湖工場173名）

39.3歳

０５５５－２１－２０６０

cwmj-kawaguchiko-saiyou@citizen.co.jp

https://cwmj.citizen.co.jp/

代表取締役社長　白井　伸司

2013(平成25)年7月1日

10,000万円

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

しちずんとけいまにゅふぁくちゃりんぐかぶしきがいしゃ　かわぐちこふじこうじょう

シチズン時計マニュファクチャリング(株) 河口湖富士工場

②所在地

〒403-0005

山梨県富士吉田市上吉田4453

mailto:cwmj-kawaguchiko-saiyou@citizen.co.jp
https://cwmj.citizen.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

しちずんふぁいんでばいす

シチズンファインデバイス株式会社

②所在地

〒401-0395

山梨県南都留郡富士河口湖町船津6663-2

篠原　浩

1959年　　7月　　28日

17億5312万5000円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 210億5900万円

（２０２０年度） 211億4100万円

（２０２１年度） 247億1700万円

929名

44.2歳

0555-23-1235

cfd_jinji_saiyo@ml.citizen.co.jp

https://cfd.citizen.co.jp/

＜入社のきっかけ＞

　技術力と会社の持っている活気や雰囲気に惹かれたため

＜担当職種＞自動車部品の製造現場のサブリーダー

＜後輩へ一言＞

　チームワークを活かして仕事をするので、人との関わりを大切に

し、コミュニケーション能力を養いましょう。

機械系高校出身より

高卒求人番号 製造スタッフ　19070-54529

自動車部品、水晶デバイス等小型部品の製造

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） わが社の最大の財産は”人”である

　当社は腕時計で有名なシチズン時計のグループ会社です。時計部品を作るの必要な

「小型」「精密」といったキーワードを武器に、現在ではその技術を生かし時計部品だ

けではなく皆様の日常に使われている様々なモノの中で使われる小さい部品を作ってい

ます。もしかしたら、皆さんが普段使っている自動車やスマートフォンなどに当社が

使っている部品が使われているかもしれません。仕事を通してシチズンファインデバイ

スは、人を育て、価値ある製品を提供し、豊かな未来に貢献していくことをスローガン

として掲げ、今以上に豊かな経験を持つ人で溢れた、活き活きとした会社を目指しま

す。

mailto:cfd_jinji_saiyo@ml.citizen.co.jp
https://cfd.citizen.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

【2022年4月入社　フロント女性スタッフ】

主な仕事は、フロントでお客様のチェックイン、チェックアウト対応の他、

電話での予約受付をしております。

働いていてやりがいを感じることはいろいろなお客様と出会い、様々な会話

をする機会が多く楽しく勤務しております。

私はゴルフをしたことがございませんが、ゴルフ経験がない方でも楽しく勤

務できる職場です。

高卒求人番号
フロント・レストランサービス　19070-56029

キャディ　19070-57329　コース管理課　19070-55429

ゴルフ場

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） お客様満足度No.1のゴルフ場を目指します！

　当社はマルイトグループの一員として全国に8ヵ所のゴルフ場を運営しています。同

グループであるホテルモントレの経営を通じて培ったノウハウをもとに「お客様満足

度No.1のゴルフ場を目指します。」のビジョンを実現するため、日々努力を続けてい

ます。お客様が来場されてからゴルフ場を後にするまでのすべてのシーン、すべての

時間において満足していただくことを目指してまいります。

　社名にある「隨縁」とは縁に従うこと、縁に従って物事が生ずるという意味です。

当社が掲げるビジョン実現の努力を通じお客様との縁を大切にしていきたいと考えて

おります。

万円

84名

48.3歳

0555-85-3611

h.furukawa@hotelmonterey.co.jp

https://zuien.net/narusawa

代表取締役社長　　古井　明徳

2003年　　9月　　8日

10,000万円

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

　　　　かぶしきがいしゃずいえんりぞーと

株式会社隨縁リゾート

②所在地

〒401-0320

山梨県南都留郡鳴沢村5224

mailto:h.furukawa@hotelmonterey.co.jp#
https://zuien.net/narusawa


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

②所在地

〒400-0301

　山梨県南都留郡富士河口湖町船津1775

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

             イリョウホウジン　セイジンカイ

医療法人　聖仁会

https://seijinkai-saiyo.com/

理事長　鷲見浩平

1999年　　8月　　30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） 万円

　105　名

  　48   歳

0555-73-3511

k.yano@seijinkai-group.jp

福祉の専門学校在籍中、人伝手に「聖仁会はいいよ」との一言で自ら電話を

し、採用が決まり介護職として働く事になりました。入社後は先輩方がわか

りやすく指導して下さり、出来ることが増え、成長出来たことを実感してい

ます。一人ひとりと向き合い一緒に楽しむことが出来る職場です。私自身、

利用者さんがよりよい社会生活を送れるよう日々努力しています。聖仁会は

育児休業や休暇制度などの福利厚生が充実していますので女性の方でも安心

して働ける環境です。皆さんとお会い出来る日を楽しみにしています。

高卒求人番号 介護職　19070-91629

医療・介護

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） あなたの「未来」がきっと見つかる

聖仁会グループ ８つの働きがい

１有給休暇率100％を推奨！　　　２産休・育休完備！

３融通の利く勤務シフト！　　　　４充実の研修制度！

５定年後の継続雇用！　　　　　　６正社員登用制度の充実！

７やる気を活かす評価制度！　　　８処遇改善加算の取得！

https://seijinkai-saiyo.com/
mailto:k.yano@seijinkai-group.jp


うらら

たんぽぽ

たんぽぽ



（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2年目女性

高校の授業で勉強や測量実習をやってきて、自分自身に測量の知識が少し身についた

ので、もっと測量の知識を高めて行きたいと思い、入社させていただきました。現場

に行って、器械やドローンやＧＳＮＮなどを使い平面や断面を測ってきたり、必要な

写真を撮ってきたりします。社員の皆さんはとても優しく会社の雰囲気が良く働きや

すい環境だと思います。女性の方も活躍できる職場であり、魅力のある職場だと思い

ます。上司や先輩方に分からないことをきくと、優しく丁寧に教えてくれます。今は

まだ経験が浅いですが、早く先輩方に追いつき、信頼される丁寧な仕事が出来たら良

いと思っています。

高卒求人番号 技術職 19070-61129 ／ 事務 19070-60729

測量業務・土木設計業務・補償業務・開発申請業務・GIS構築業務

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 測量は、明日と今を測る　はじまりの仕事

地域の皆様に支えられ、創業47周年を迎えることができました。

近年ICT技術の進歩や、測量に関する法律の改正により、単純に「はかる」作

業だけでは対応できない業務が増えてきました。

弊社では、時代に求められる測量成果の品質向上のために、技術研修、新技

術導入に積極的に取り組んでいます。入社してから測量に触れる社員も多く

在籍しています。測量のことを知らなかった方にも、社員全員で応援いたし

ます。

25,000万円

29名

38歳

0555-22-2633

info@daiichi-sokuryou.co.jp

http://www.daiichi-sokuryou.co.jp

藤本秀昭

昭和50年5月19日

2,000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 20,000万円

（２０２０年度） 24,000万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

だいいちそくりょうかぶしきがいしゃ

第一測量株式会社

②所在地

〒403-0007

山梨県富士吉田市中曽根3-2-24

mailto:info@daiichi-sokuryou.co.jp#
http://www.daiichi-sokuryou.co.jp/


社屋外観

ドローン測量



（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

私は小さい頃からもの作りが好きだったので、製造業であるこの会社

に入社しました。色々なチームの仕事をしているのでわからない事だ

らけですが、色々な仕事を経験出来てとても感謝しています。新しい

仕事は、わからない事が多いのですが、先輩が優しく丁寧に教えてく

れるのでとても助かります。資格等も積極的に受験出来るアットホー

ムな会社なので入社して良かったです。

高卒求人番号
制御盤・配電盤の手作業による組み立て・検査作業

19070-101229

電気機械器具製造

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 富士の麓で一緒に「モノ」作りしませんか

創業以来、国内電気機器メーカーの生産委託先として、メガソーラー向けパワーコン

ディショナや無停電電源装置等の電力変換装置、モータードライブ装置等の各種制御

盤、通信用電源ユニット製品の組立及び配線作業の一貫生産を手掛けてきました。

家族的な温かさや居心地の良さを継承しつつ、競争力や変動対応力を兼ね備えて、優し

さと厳しさを持った不易流行の会社を目指しております。製造受託サービスによりお客

様から高い評価を頂きモノ作りのベストパートナーとしてお客様と共に歩んでおりま

す。

71,719万円

112名

47.3歳

0555-72-6000

recruit@taiyodenki.co.jp

http://www.taiyodenki.co.jp

代表取締役社長　羽田　茂

1972(昭和47年)年11月10日

2,500万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 97,877万円

（２０２０年度） 67,080万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

たいようでんきかぶしきがいしゃ

太陽電機株式会社

②所在地

〒401-0302

山梨県南都留郡富士河口湖町小立4555

mailto:recruit@taiyodenki.co.jp
http://www.taiyodenki.co.jp/


外観

工場内



（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

家族でホテル鐘山苑に宿泊した際、日本文化の和太鼓・生花・抹茶を通して

国内だけでなく海外からのお客様にも感動して頂ける場所だと感じ入社しま

した。お客様と直接触れ合い「ありがとう」「来て良かった」のお言葉を頂

いた時、とてもやりがいを感じます。常に笑顔でいる事、お客様が笑顔でお

帰り頂けるよう自分自身が出来る事はないかを心がけています。先輩方が優

しく丁寧に教えてくれるので、とても成長を感じる仕事です。一緒に働きな

がら楽しい思い出を作っていきましょう。

高卒求人番号 接客係　19070-82329　／　調理補助　19070-81029

ホテル業（旅館）

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ）  あなたの笑顔を待っています。

富士山の見える温泉旅館「ホテル鐘山苑」は、日本有数のホテル旅館とし

て、総合結婚式場、料理飲食業、土産品販売業、旅行業、ビジネスホテル、

レストランなども行っております。ホテル鐘山苑は「やすらぎと幸せの満足

をホテルというサービス業を通じて提供し地域社会に貢献する。」を使命と

して大自然の中の最高の設備で心に残るおもてなしをスタッフ全員で心をひ

とつにして築いています。

万円

205名

46歳

0555-22-2330（人事部直通）

itsuko.h@kaneyamaen.co.jp 

http://www.kaneyamaen.com/

代表取締役社長　　宮下　節夫

37年10月5日

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

ちゅうおうかんこうかぶしきがいしゃ （ほてるかねやまえん）

中央観光株式会社（ホテル鐘山苑）

②所在地

〒403-0032

山梨県富士吉田市上吉田東9-1-18

mailto:itsuko.h@kaneyamaen.co.jp#
http://www.kaneyamaen.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

                   つるしんようくみあい

都留信用組合

②所在地

〒　403-0004

山梨県富士吉田市下吉田2-19-11

理事長　渡邊 和彦

1952（昭和27）年　3　月　8　日

（出資金）59億2,382万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 51億3,426万円

（２０２０年度） 45億4,788万円

（２０２１年度） 40億7,211万円

323名

42歳

0555-24-4851

recruit@tsurushinkumi.co.jp

http://www.tsurushinkumi.co.jp/

　小さい頃から自宅に「つるしん」の方が訪れてきており、お客様を第一に考

え、良い接客対応をしている金融機関であることに魅力を感じ入組しました。

今は窓口で主に預金業務に携わっています。お客様に「ありがとう」と言われ

た時、業務を最後までひとりで出来たときにうれしさを感じます。

挨拶、返事を明るく元気よくすることを心掛けております。

もっともっとお客様の役に立てるよう一生懸命頑張りたいです。

高卒求人番号 一般事務および渉外係　19070-79129（指定校あり）

中小企業等協同組合法に基づく金融業務全般

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 郷土と共に発展する

　都留信用組合（つるしん）は1952年（昭和27年）3月の創業以来、信用組

合の原点であります「相互扶助の精神」に則り徹底した地域密着政策を推進し

てまいりました。協同組織金融機関としての使命を忘れず、営業地域である山

梨県郡内地域（東部富士五湖地域）をこよなく愛し、そこに居住するすべての

生活者の豊かな暮らしと、そこに展開するすべての事業者の繁栄を願い、地域

社会の発展に貢献してまいります。

mailto:recruit@tsurushinkumi.co.jp#
http://www.tsurushinkumi.co.jp/#


R4　入組前研修

R4総代会



（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

友桝飲料『富士山工場』は、2020年に稼動を始めたばかりの新しい工場で、2020年に１期生9

名、2021年に２期生5名、そして2022年に３期生2名の新入社員が入社しています。富士山工場

は最新鋭の設備が整った、ペットボトル入り飲料専用の製造拠点です。美味しい富士山山系の天

然水を使って、自社ブランドからクライアント企業様の商品まで、多くの種類の炭酸水やサワー

類を製造しています。

はじめは分からない事がたくさんあると思いますが、上司や先輩が一から丁寧に仕事を教えてく

れるおかげで、少しずつ自分の役割を理解し、積極的に仕事に取り組めるようになっていきま

す。友桝飲料最大規模の富士山工場で、よりたくさんの方に美味しい飲み物をお届けできるよ

う、是非一緒に工場を盛り上げていきましょう♪

高卒求人番号
機械オペレーター 41010-524229

品質管理 41010-525529

清涼飲料水・酒類の製造・販売

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 【商品開発日本一】売上高100億円は通過点！更なる高みを目指して。

当社は、佐賀県小城市を拠点に120年に渡って飲料を製造している会社です。「こどもびいる」

「スワンサイダー」のように、友桝飲料の名前で開発・製造・販売している商品だけでなく、ク

ライアント企業様の商品を開発・製造する場合もあります。

当社では、ここ数年の急成長に伴い、2015年には長野県、そして2020年には山梨県富士吉田市

で新工場の稼動を開始し、製造体制を強化してきました。

新卒採用にも力を入れており、最新鋭の富士山工場では10代～20代の先輩が多数活躍していま

す。地元でモノづくりに関わりたい人は、是非、安心して飛び込んできてもらえればと思いま

す！

118億円

175名

33歳

0952-72-5588

jinji@tomomasu.co.jp

https://www.tomomasu.co.jp/

代表取締役　　友田　諭

創業　1902年

3,000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 101億円

（２０２０年度） 108億円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

         かぶしきがいしゃともますいんりょう

株式会社友桝飲料

②所在地

本社：〒845-0003　佐賀県小城市小城町岩蔵2575-3

勤務地：〒403-0005　山梨県富士吉田市上吉田字立石4935-1

mailto:jinji@tomomasu.co.jp
https://www.tomomasu.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

〒403-0001

山梨県富士吉田市上暮地5-13-1

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

　　　　　なめかわあるみ

ナメカワアルミ株式会社

http://www.namekawa.co.jp/

滑川幸孝

1963(昭和38）年　　8月　　日

3,000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１８年） ６５億２００万円

（２０１９年） ５９億４３５０万円

（２０２０年） ６１億４６０万円

140名

37.5歳

0555-24-1481

jinji@namekawa.co.jp

道路を走る自動車や生活には必要不可欠な家電など身近なものにアルミは使われてい

ます。そんなアルミに携わる仕事なので私はとてもやりがいを感じています。わから

ないことや不安なことは多かったですが、先輩方が優しく教えてくれるので一年で大

きく成長することができました。仕事をしている中で自分の出来る事が増えていく時

やミスなく仕事をこなせた時、アルミの商品を自分で使用する時に嬉しく、楽しく思

います。やりがいと成長を得られる会社です。みなさまも一緒に働いてみませんか？

高卒求人番号
工場内製造作業（アルミ切断・加工・検査梱包）

19070-112029

アルミニウム合金板及び棒の切断及び加工

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） Just size Creator

ナメカワアルミ株式会社は滑川軽銅株式会社の生産部を独立して作られた会社です。

NALグループは５０余年にわたり、アルミ合金の商品に特化し続けアルミ合金の専門会社とし

ての現在の地位を築きました。

弊社を取り巻くアルミ業界は自動車向け、LNG船向け、半導体・液晶製造装置向け厚板、デジ

タル家電やパソコン向け各種部材の需要が飛躍的に伸びています。

私たちはこれからも“ジャストサイズクリエイター”の名に恥じぬよう、“滑川クオリティ”とも

呼ばれる高品質な製品を皆様にお届けしていきます。

http://www.namekawa.co.jp/
mailto:jinji@namekawa.co.jp


ナメカワアルミ株式会社   外観、製品写真



（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

高卒求人番号 型枠大工 19070-18829

・入社したきっかけ…体を動かす事が好きで、体力に自信があるのでそれを

活かせる仕事だと思いました。また職場見学に行き職場の雰囲気を知ること

ができたのも決め手の一つです。

・仕事のやりがい、楽しさ…色々な場所、建物の仕事に携われる所にやりが

いを感じます。また多くの人と一つの建物を作る楽しさがあります。また出

来上がった建物を友人や家族と見ることで次の仕事へのモチベーションにし

ています。

大工工事業（型枠）

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） １００年先に残る仕事を一緒にしよう

昭和46年に型枠工事の会社として富士吉田市に創業した西山組の子会社となります。

型枠工事を通じて様々な建物の竣工に携わってきました。建物の骨組を作る仕事とな

り建物の種類も学校、病院、役所、商業施設など多岐にわたり、皆さんが知っている

建物もたくさんあると思います。また型枠工事で作られたコンクリートの建物は築50

年以上のものもたくさんあります。自分の一生より長く残る仕事を私たちとしましょ

う。また有限会社にしやまでは20代の社員が多く活躍しています。年齢の近い先輩が

いるため会社内でのコミュニケーションが円滑に取れると思います。

万円

１８名

３７歳

0555－22－4780

nishi-m@snow.palala.or.jp

https://nishiyamagumi.net/info

西山理人

2002年１月８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）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

                 ゆうげんがいしゃにしやま

有限会社にしやま

②所在地

〒401－0302

山梨県南都留郡富士河口湖町小立

mailto:nishi-m@snow.palala.or.jp
https://nishiyamagumi.net/info




（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、毎日さまざまなお客様が訪れます。お客様おひとりおひ

とりのホテルステイが素晴らしい時間になるよう、わたしたちホテリ

エが精一杯のおもてなしでお迎えできることはとてもやりがいです。

毎日が変化に富んでおり、たくさんのお客様との出会いがあります。

高卒求人番号
調理職　19070-88229

ホテル総合職　19070-89529

宿泊業・ゴルフ場業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ）

ハイランドリゾート株式会社は富士急グループの一員として『いつも喜び・感動』を経営理念

に、主に富士五湖地域において「ハイランドリゾートホテル＆スパ」「ホテルマウント富士」の

２ホテル業、「富士ゴルフコース」のゴルフ場業を運営している会社です。富士山の世界遺産登

録に伴い、国内外から多くのお客様にご利用いただいております。これからもオリジナリティ溢

れるアイディアを形にし今までなかったサービスや商品を創造し、お客様から選ばれる企業にな

ることを目指しております。　是非私たちとともに皆さん方の若く新しい感性と意欲で、多くの

お客様に『最高のホスピタリティ』を提供して参りましょう。

万円

270名

39歳

0555-22-1181

akiko-miyazaki@fujikyu.co.jp

http://www.highlandresort.co.jp

取締役社長　堀内　基光

S57年　6月　21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

          ハイランドリゾートカブシキカイシャ

ハイランドリゾート株式会社

②所在地

〒403-0017

山梨県富士吉田市新西原5-6-1

mailto:akiko-miyazaki@fujikyu.co.jp
http://www.highlandresort.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

“スタッフ”こそが当社の誇る“看板商品”であると考える当社では、お客様の目

線に立って技術やサービスを提供できる「人“財”」を求めています。

（スキー場や温泉施設、宿泊施設などのサービススタッフ、LPガス関連の技

術営業などの職種で募集のほか、ゴルフ場のコース管理スタッフやハウス

キャディスタッフなど専門性の高い分野でも幅広く求人を展開していま

す。）

高卒求人番号
ハウスキャディ（19070-116829）、コース管理（19070-118129）

設備管理（19070-117729）、サービススタッフ（19070-119229）

・レジャー、ゴルフ事業、不動産事業、生活流通事業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 「自然と人間との調和」を基本理念に

1959年の創業より60年以上、富士山のすその、富士五湖エリア（富士河口湖町、鳴

沢村）を中心に山梨県下（甲府市、中央市、甲斐市を含む）において、各種観光施設

の運営、別荘地や宅地の分譲開発、LPG事業やOA機器のカスタマーサポート事業など

幅広い事業を展開しております。

・富士桜CCなどのゴルフ場、ふじてんスノーリゾートなどのレジャー施設運営ほか。

・富士桜高原別荘地、甲府リバーサイドタウンの不動産開発、設計施工管理ほか。

・LPG事業やOA機器の営業販売、カスタマーサポート事業ほか。

76億6000万円

550名

42.7歳

0555-72-1188

jinji2023@fujikanko.co.jp

https://www.fujikanko.co.jp

代表取締役社長　志村和也

1959（昭和34年）年　6月　1日

5000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 77億7500万円

（２０２０年度） 65億0700万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

ふじかんこうかいはつかぶしきがいしゃ

富士観光開発株式会社

②所在地

〒401-0396

山梨県南都留富士河口湖町船津3633-1

mailto:jinji2023@fujikanko.co.jp
https://www.fujikanko.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

お客様の思い出作りに関わる仕事がしたいと思ったことが入社した

きっかけです。お客様に楽しんでもらえるようお声がけやご案内をし

た結果、笑顔になって頂けたときにやりがいを感じました。「よりお

客様に楽しんで頂くにはどのような対応をすれば良いか？」を考え、

工夫しながら仕事をすることで、自分自身の成長にも繋がっていると

感じます。

高卒求人番号
エキスパート職　19070-128529

技術職　19070-127229

遊園地の運営・アトラクションの整備点検

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 人を楽しませたい。その気持ちが大切です！

富士山エリアの観光資源に加え、世界記録に認定された絶叫アトラクション

やお子様向けの施設、アニメとのコラボ、飲食施設など、多種多様なニーズ

に合わせて様々な事業を取り入れています。また２０１８年には「入園料を

無料化」し、より多くのお客様に気軽に訪れて頂ける施設となりました。

様々な世代のお客様と関わることができる他、従業員同士のコミュニケー

ションも大切にしている職場です。「人を楽しませたい」という強い想いを

持った方のご応募をお待ちしております。

万円

273名

37歳

0555-24-6715

hl-saiyo@fujikyu.co.jp

https://www.fujiq.jp

岩田　大昌

1968（昭和４3）年　　3月

9，750万円

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

ふじきゅうはいらんど

（株）富士急ハイランド

②所在地

〒403-0017

山梨県富士吉田市新西原５－6－1

mailto:hl-saiyo@fujikyu.co.jp
https://www.fujiq.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

初めは、先輩技術者の指導を受けながら業務を行い、現場施工や書類

作成の補助として経験を積み将来的には、1級・2級の施工管理技士の

資格等が取得出来る様に全面的にサポート致します。

施工した時の建物等が完成した時の達成感やお客様から喜びや感謝の

声を頂戴する時には、とてもやりがいを感じる仕事です。

共に汗をかき頑張りましょう！！

高卒求人番号 建築工事現場監督・土木工事現場監督　19070-6429

一般土木・建築工事

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 地域と共に未来を創ろう！

当社は、昭和42年11月に設立。

地域建設業として、公共民間の土木・建築工事を通して「人々が安心

して暮らせる環境を提供する」をモットーに地域社会に必要とされる

企業を目指して取り組んでおります。

12億8,036万円

22名

56歳

0555-73-2222

kaneo@fuji67.com

http://www.fuji67.com

外川　政男

1967（昭和42）年　　11月　　29日

2,000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 14億6,590万円

（２０２０年度） 12億1,794万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

ふじこんすとらくと  かぶしきがいしゃ

フジコンストラクト 株式会社

②所在地

401-0301

山梨県南都留郡富士河口湖町船津3499-9

mailto:kaneo@fuji67.com
http://www.fuji67.com/


現場写真

店舗新築工事写真

水源整備建設工事写真

配水池建設工事写真



（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

高校の先輩が働いていたのをきっかけにコールセンターへ入社しまし

た。初めは、敬語を使うこともできずに不安ばかりでしたが、入社し

て約2か月、仕事の研修やビジネスマナーなどみっちり研修していた

だいたのでお客様の電話を実際初めてとるときもスムーズにすること

ができました。今では、お客様からの「ありがとう。」が一番のやり

がいになっています。

高卒求人番号
生産業務　19070-9629

コールセンターオペレーター　19070-8329

ミネラルウォーターの製造・販売

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 社員・地元を大切にする会社です！

弊社は富士山の天然水を利用した事業を行っております。工場は富士吉田市にあり約

220名ほどの社員が働いています。社員は8割が地元採用ですので、アットホームな雰

囲気で仕事ができます。また、売り上げの一部を山梨県や地元の学校などに寄付させ

ていただいておりますので、働きながら地元貢献をすることも可能です。2022年４月

にはベースアップ（1万円）を行いました。社員の頑張りで上がった売り上げは社員に

も還元されているのも会社の特徴です！山梨で働きたい方は是非、1度会社見学にお越

しください！お待ちしております。

270億円

359名

35歳

0555-23-3216

saiyou@fuji-meisui.co.jp

http://fuji-meisui.co.jp/

代表取締役　粟井英朗

2010年　11月

1億円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 170億円

（２０２０年度） 200億円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

ふじさんのめいすいかぶしきがいしゃ

富士山の銘水株式会社

②所在地

403-0005

山梨県富士吉田市上吉田4961番地１

mailto:saiyou@fuji-meisui.co.jp
http://fuji-meisui.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
〒401-0310

山梨県南都留郡富士河口湖町勝山2833-1

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名
ふじぶっさん

株式会社富士物産

http://www.kk-fujibussan.co.jp

代表取締役社長　トウサック　路子

1979（昭和54年）年3月23日

3，000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年） 12億2千200万円

（２０２０年） 3億2千000万円

（２０２１年） 5億6千100万円

103名

46歳

0555-83-5580

knakano@kk-fujibussan.co.jp

・入社したきっかけ・理由は？　先輩からの評判を聞き、また調理、お菓子作りが好きだからで

す。

・担当している仕事？

　　1.テリーヌや彩り豊かな食材をミルフィーユ状に重ねたゼリー寄せ

　　2.各セクションで使用する野菜の洗浄や加工（皮むき、カット、スライス）を担当

　　3.製品の検品、パック、梱包、出荷、配送

・どんなことに心がけているか？

　　超一流のホテル様向けの商品なので、ルセットで定められた手順を順守する。

　　スピードの大切ですが、丁寧に心を込めて製造してます

・うれしかったこと

　　先輩に誉められて、自分も成長できていることが実感できたこと

高卒求人番号
商品管理・梱包・出荷・配送　19070-105329

食品製造及び調理全般　19070-104029

食品加工販売

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 世界中のシェフをサポートするオンリーワン企業

弊社のお取引様は、日本全国の有名ホテル・レストラン、ハウスウエディング、ケー

タリング会社（機内食）、おせち企画販売会社、他です。主に製品は、洋食（フレン

チ、イタリアンなど）でオードヴルからデザートまで一貫して手作りにこだわり、

JmHACCPの認定工場で生産される製品群は独創性豊かなものばかりで、安全・安心を

確保しながらスタッフ皆が笑顔になり、お客様にも喜んでいただけるよう日々商品開

発に邁進しております。

一度、工場見学会に参加してみませんか。丁寧に会社の魅力をお伝えいたします。

http://www.kk-fujibussan.co.jp/
mailto:knakano@kk-fujibussan.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

ホテル業、旅行業、調理師、ワンちゃんサービス関連の専門課程を学び、 入

社している社員も多いですが、入社後に資格取得することも多く、 会社とし

て支援もしていますので、働く中で、業務に必要だと感じる 資格を取ること

が可能です。先輩の指導のもと、お客様の接客をする レストラン業務や

チェックイン／アウトなどのフロント業務、予約関連の 電話応対やPC業務な

ど幅広く業務を行うことができます。笑顔でサービス しお客様のご滞在が記

憶に残るよう努めており、お客様がリピートして いただけたりご紹介くださ

るととても誇らしく感じます。 初めは不安なこともありますが日々成長でき

る自分に満足しています。 ぜひ一緒に働きましょう！

高卒求人番号

ホテルフロント19070-37229

ホテルレストラン、鉄板焼きレストランの調理【見習い】19070-38529

鉄板焼きレストラン、ホテルレストランのサービススタッフ19070-39429

富士山麓、富士箱根伊豆国立公園内にある約5万坪の広大な敷地を保有する

リゾートホテル『フジプレミムリゾート』を運営しております。

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 世界一　富士山に近い　リゾート

富士箱根伊豆国立公園における　№　1　リゾートを目指して、スタッフ一丸

となって、日々頑張っております。富士山の恵みをたっぷり受けながら、私

たちのリゾートで一緒に働いてみませんか？

万円

99名

46.2歳

0555-73-3710

hwatanabe@fuji-premium-resort.jp

https://www.fuji-premium-resort.jp/

代表取締役　齋藤一興

平成23年　3月　18日

1,700万円

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

フジマウンテンプレミアムリゾートガブシキガイシャ

フジマウンテンプレミアムリゾート株式会社

②所在地

〒401-0302

山梨県南都留郡富士河口湖町小立　7139-1

mailto:hwatanabe@fuji-premium-resort.jp
https://www.fuji-premium-resort.jp/


 （テラス席） 

レストラン

フロント

全景写真



（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

私が担当している業務は、自動旋盤のオペレーターです。当社では、多くの

製品を作っていますが、先輩社員の指導のもと、新しい製品を自分だけで作

れるようになったときは、とても楽しくやりがいを感じます。職場では、進

んで周りの人と話をして、コミュニケーションを深めることを心掛けていま

す。機械の操作方法などわからないところは、先輩社員が丁寧に指導してく

れるので、全く心配はいりません。

高卒求人番号  精密機械部品製造 19070-59929

精密機械部品製造

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ）
モノづくりをとおして“人”を育て　“価値ある製品”をつくり　“ゆたか

な未来”に貢献します

当社は、腕時計で有名なシチズン時計のグループ会社です。シチズンファインデバイ

ス株式会社グループのメーカーとして、腕時計の精密加工ノウハウで培われた技術

で、国内外の自動車メーカーのブレーキ及びエンジン関連部品として搭載される小型

金属加工部品を製作しています。皆さんが日常生活の中で、何気なく見ている自動車

や、家族といつも乗っている自動車の中に、当社の製作した部品が組み込まれている

かもしれません。特にブレーキ関連部品は、人の命を守る重要な部品のため、高い精

度が求められますが、当社はそれを満足させ高い評価を得ています。

万円

90名

45.7歳

0555-23-8411

sanadak@citizen.co.jp

https://www.fujim.co.jp/

志賀　保

1974年　　3月　　20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

                   かぶしきがいしゃふじみ

株式会社フジミ

②所在地

〒401-0301

山梨県南都留郡富士河口湖町船津6663-2

mailto:sanadak@citizen.co.jp
https://www.fujim.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

　　　　　　　　＼2021年入社 先輩社員メッセージ／

　私は土木部に所属しています。土木は道路、橋りょう、河川など生

活に欠かせないインフラを支える仕事です。入社後は先輩のサポート

をしながら現場の流れや雰囲気に慣れることから始まります。最初は

何も分からず不安でしたが、先輩や現場の人たちが教えてくれるので

徐々に知識も増え、完成していく現場に達成感を覚えます。

高卒求人番号
技術職（土木施工管理）19070-00173629

技術職（建築施工管理）19070-00174929

総合建設、不動産、福祉サービス

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 信頼され地域社会に必要とされる企業

　１９７５年の創業以来「信頼され地域社会に必要とされる企業」を目指し、建

設業を基軸に不動産、福祉サービスなどを展開しています。２０１７年には経済

産業省より、「地域未来牽引企業」に選定されました。

　当社は部下・上司隔てなく意見を吸い上げる環境にあり、会社が成長する為の

提案に対して、上司・会社サイドが積極的に関わってくれます。若手社員の既成

概念に捉われない発想と行動が大きな力になります。芙蓉建設で「働くこと」を

通じて得られる様々な機会を、皆さまと共に分かち合いたいと思います。

51億円

１５４名

４３歳

０５５５－２４－２２８１

mail@fuyo-kensetsu.co.jp

https://www.fuyo-kensetsu.co.jp/

代表取締役社長　大森朋彦

1975年（昭和５０年）８月１６日

６，６００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 100億円

（２０２０年度） 　49億円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

                ふようけんせつ

芙蓉建設（株）

②所在地

〒403-0004

山梨県富士吉田市下吉田５丁目１５番２９号

mailto:mail@fuyo-kensetsu.co.jp
https://www.fuyo-kensetsu.co.jp/


社屋



（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

普段から、この富士山麓地域では美味しいお水が身近にあり、以前はそれが当たり前のことだと

思っていました。しかし、都会を訪れ水道水を口にしたときに匂いや味等飲みやすさが全く違い

驚いたことがあります。生活になくてはならないお水が美味しいというのは恵まれていたことな

んだと感じました。そんな富士山麓のとても美味しいお水を日本全国の方に飲んでいただくため

のお仕事に今少しでも関われていることにやりがいを感じています。

また、当社は働くうえでも社内の風通しが良く、改善など自分のアイデアを直ちに実行に移せる

環境が整っています。向上心やチャレンジ精神のある人にとって、とても魅力的で働きがいのあ

る職場だと思います。

工場見学等随時受け付けておりますので、是非お越しください！

高卒求人番号
ミネラルウォーター等の製造に関わる業務

19070-108829／19070-107929

ミネラルウォーターの製造・販売

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 安心・安全な水・商品を安定的にお客様のもとへ

わが社では、「安心」・「安全」な水・商品を「安定的」にお客様のもとへ

お届けすることが当社の使命であると考えています。

株式会社プレミアムウォーターホールディングス（東証二部上場）グループ

であるプレミアムウォーター株式会社の生産拠点にて、成長著しいミネラル

ウォーター業界でナンバーワンだからこそ圧倒的にそしてお客様数1,000万人

を目標に日々努力しています！是非、私たちとともに未来へチャレンジして

いきませんか。

684億5200万円

231名

38歳

0555-72-8800

soumu_jinji_yamanashi@premiumwater-hd.co.jp 

https://premium-water.co.jp/

代表取締役　金本彰彦

2006年　　10月　　13日

3億円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 454億5300万円

（２０２０年度） 563億3900万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

        ぷれみあむうぉーたー　かぶしきかいしゃ

プレミアムウォーター株式会社

②所在地

〒403-0005

山梨県富士吉田市上吉田4597-1

mailto:soumu_jinji_yamanashi@premiumwater-hd.co.jp
https://premium-water.co.jp/


富士吉田工場外観

生産ライン



（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

入社時当初はできなかったことができるようになったり、任されるようになっ

たり、任される仕事が増えたときにとてもやりがいを感じます。また、自分の

つくった製品がお客様の手元に届くのを想像しながら作業をすることで頑張る

ことができます。みなさん働いている先輩方が親切に教えてくれるので新入社

員でも気負わずに仕事をすることができます。

担当業務：スキンケア充填仕上げ業務全般

高卒求人番号 生産及び充填仕上業務　19070-84929

透明石けん・化粧石けん・スキンケア製品の製造販売

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） For　Daily　Wellness

松山油脂は1908 年に創業し、1946 年から石けんを、1997 年からはスキンケア製品も企画開発

し、製造販売を行なってきました。私たちがつくる日用品(デイリープロダクト)の多くは、日本

国内で使われていますが、今後は国内にとどまらず、「日本と世界の人々のデイリーウエルネス

に貢献する」ことを目的に、価値ある製品を提案し、市場におけるスモールリーディングカンパ

ニーを目指します。私たちの考えるデイリーウエルネスは、「心身のすこやかさと日常の豊か

さ」が基本です。モノづくりを通して、つくり手である私たちから、つかい手であるお客様へと

広がり、ひいては、取引先と地域社会の継続的な発展、さらには、「地球環境のすこやかさと豊

かさ」にもつながっていきます。理念を形にするためには、まず私たち自身がウエルネスであり

たいと思います。つくり手として、生活者として、「心身のすこやかさと日常の豊かさ」とは何

かを考え、実践します。そのために、松山油脂は、人を育て輝かせ、スタッフの成長を後押しす

ること、そして、他者への信頼と感謝、創意工夫と仲間との共創を軸に、企業価値を高めると共

に、さまざまな社会課題の解決に努力することを約束します。

「日本と世界の人々のデイリーウエルネスに貢献する」、この目的に向かって私たちは挑戦を続

けます。

411200万円

314名

40歳

0555-72-6887

takiguchi@matsuyama.co.jp

https://www.matsuyama.co.jp/

松山　剛己

1930年　6月　27日

1800万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 416400万円

（２０２０年度） 426700万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名
まつやまゆしかぶしきがいしゃ

松山油脂株式会社

②所在地
〒401-0301

山梨県南都留郡富士河口湖町船津6662-13

mailto:takiguchi@matsuyama.co.jp
https://www.matsuyama.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

まるえいほてる   わかくさのやどまるえい

（株)丸栄ホテル【若草の宿丸栄】

②所在地

〒401-0302

南都留郡富士河口湖町小立498

渡辺   洋

１９５５（昭和３０）年４月１日

１０００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） ８億５０００万円

（２０２０年度） 万円

（２０２１年度） 万円

44名

46歳

０５５５－７２－１３７１

info@maruei55.com

https://www.maruei55.com

小さい頃から人と接する仕事に憧れていた私は、歴史と知名度があってお客

様評価が高く教育研修制度も整っている丸栄に注目し、会社見学・面接試験

を経て入社しました。現在は、お客様のお出迎えやご案内、料理の提供、お

見送り等を担当しています。日本文化は奥が深く、勉強になることばかりで

す。先輩方が丁寧に教えてくださったおかげで、今では毎日自信を持って楽

しく働いています。自分の「一生懸命」をお客様が評価してくださったとき

は「この仕事を選んで本当に良かった！」と実感します。

高卒求人番号 調理師見習い　19070-3129

「おもてなしの心」を何よりも大切にしたリゾート型温泉旅館

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 人（お客様）が人（従業員）に癒される日本の宿

全国各地からお越しのお客様を気品高く心豊かに「おもてなし」する5つ星認定の政府

登録国際観光旅館（登旅1626号）。日本旅館の「おもてなし」は、我が国が世界に誇

る日本文化の結晶です。丸栄は、伝統の「おもてなし」を継承しつつ、常に新しい風

を取り入れ、温かな職場の雰囲気を大切に、時代のニーズに合った日本旅館を目指

し、日々進化しています。「5つ星の宿」制度創設以来の連続認定＆「プロが選ぶ日本

のホテル・旅館100選」1990年代より連続入選の大記録更新中！着付け（客室係の女

性は着物、男性は作務衣）・所作・敬語・料理など基本から親切丁寧に指導します。

mailto:info@maruei55.com
https://www.maruei55.com/#


全景

　　　　見はらし露天風呂「富士の湯」

　　　　見はらし露天風呂「湖（うみ）の湯」



（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

新入社員教育制度としてエルダー制度を導入している事から、新入社

員へのサポートが厚く、安心して職場や業務に順応できる環境が整っ

ています。また、担当指導者が配置されるため、仕事上の不安や悩み

を相談しやすく、明るい雰囲気の中で仕事に向き合っています。この

ような環境下で仕事をすることは、自分自身の成長につながっている

と強く感じます。

高卒求人番号 介護職員　19070-36129　（指定校あり）

介護老人福祉事業・保育事業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 社員の満足なくして利用者の満足なし

当法人は、社会・地域における福祉の発展と充実を使命として、多様化する福祉事業

の課題に柔軟かつ主体的に取り組み、存在意義を明確にする努力を惜しまないことを

理念に掲げています。子ども・高齢者・障がい者などすべての人々が地域・暮らし・

生きがいを共に創り、高めあうことができる「地域共生社会」を実現するため、地域

社会福祉に主体的・積極的に参画しています。また、「社員ファースト推進チーム」

を発足し、「社員の満足なくしてご利用者の満足なし」をモットーに、社員一人ひと

りが誇りを持って働ける職場環境づくりを推進しています。

万円

131名

41歳

0555-23-3000

info@mswc.or.jp

http://www.mswc.or.jp/

理事長　立川 篤志

平成15年8月5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）

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めいせいかい

社会福祉法人明清会

②所在地

〒403-0005

山梨県富士吉田市上吉田字熊穴4584

mailto:info@mswc.or.jp
http://www.mswc.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

営業職でも施工職でも共通した”やりがい”は、そこにはなかった物が立派な建物として完成する

までの過程に携われる事です。一般の住宅から何十階建ての高層ビルまで建築様式は様々です。

それでもお施主様の希望・要望を忠実に実現させる為に自分の力とたくさんの方々の力を合わせ

てどう対応していくかが、この仕事の醍醐味ではないかと思います。希望・要望に見事に対応で

き、完成した際にお施主様が喜んでくださる事に喜びと感動を感じる事ができます。建設業界も

日々進化していき、ＩＴ化も加速しています。新しい発想と若い感性を十分発揮していけるので

はないかと思います。失敗を恐れず、失敗から学び、周りの諸先輩方と共に成長して働く事で社

会貢献していきましょう。

高卒求人番号 現場管理職　19070-29229

内装仕上工事業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 大歓迎！業界を担うチャレンジャー

　当社は創業41年の社歴を誇り「責任ある施工と完璧なサービス」を基本方

針として官公庁及び大手建設会社様を中心に事業を展開しております。事業

の範囲は山梨県及び東京都・東海・甲信地方の全域に亘り、「環境に優し

い、快適な住まいを創ること」を企業の目標に定め、建築総合室内装飾を

トータルに創造する会社として、建設業界その他の多くのお取引先様からの

厚いご信頼を得て、幅広く根強いご支持を頂いております。

１８億０５０５万円

１６名

４４歳

０５５５－２２－４１５１

mail@mrsm.co.jp

http://www.mrsm.co.jp

和光　昭

１９７７（昭和５２）年　９月　１日

２２５０万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） ２５億５０２０万円

（２０２０年度） ２７億９３５４万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

もりしま

（株）森嶋

②所在地

〒403-0004

山梨県富士吉田市下吉田４－１０－２２

mailto:mail@mrsm.co.jp
http://www.mrsm.co.jp/#


社屋外観

すずらん

すずらん内部



（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

山梨さえきに決めた理由は”食”だけではなく、”食”に関わる”美”や”健康”に対しても貪

欲に取り組む姿勢が会社全体から感じ取れたからです。お客様のことを大切に想うの

はもちろん、従業員のことも想ってる温かい会社です。仕事をする中で自分で考えな

がら取り組むことを心がけていて、どうしたらもっと良くなるのか。を常に考えてい

ます。その中で、良くなっていく過程に成長と達成感を感じます。スーパーは忙しい

イメージですが、連休を取得することも可能なので仕事とプライベートの切り替えも

しっかり出来ます。年功序列型ではなく、自分の努力次第でいくらでもステップアッ

プができる会社なので、山梨さえきで一緒に楽しく働きましょう！

高卒求人番号 店舗販売スタッフ　19070-64429

飲食料品小売業（スーパーマーケット）

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 世界を変える大波に集え！食楽人！！

当社は、食品スーパーマーケット「セルバ」と「おかじま」として、山梨・静岡に店

舗展開している地域密着型の企業です。生きるうえで欠かすことのできない「食」を

通じて、地域社会の「豊かな生活」や「美と健康」を提案し、地域に愛されるスー

パーマーケットを目指します。

“食をもっと楽しく楽チンに”という想いから始めた山梨さえき独自の「食楽活動」

や、社会貢献活動にも積極的に取り組み、地域のライフラインを守る重要な役割を

担っております。

170億0000万円

994名

37.6歳

0555-24-6644

h.ashizawa@sun-selva.co.jp

https://recruit.saeki-selvahd.jp/yamanashi/

桑原　孝正

1983年11月30日

3700万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 170億0000万円

（２０２０年度） 175億0000万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

やまなしさえき

(株)山梨さえき

②所在地

〒403-0009

富士吉田市富士見6丁目11-23

mailto:h.ashizawa@sun-selva.co.jp
https://recruit.saeki-selvahd.jp/yamanashi/


本店

甲州店



（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

ゆーじーえむ かぶしきがいしゃ やまなしじぎょうしょ

ユージーエム 株式会社 山梨事業所

②所在地

401-0312

山梨県南都留郡忍野村内野3018

氏神　健司

1957年　12　月　　日

45,200万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 457900万円

（２０２０年度） 369570万円

（２０２１年度） 430000万円

170名

35歳

0555-84-3535

furuya_t@ugm.jp

https://www.ugm.jp/

　結婚を機に山梨県に引っ越して来まして、創業以来着実に業績を伸ばして

いた安定感に惹かれ入社いたしました。前職は製造業ではありませんでした

が、生産管理という立場でものづくりをサポートしており、前職の経験も活

かす事ができています。いかに「効率よく」「滞りなく」生産をするか、そ

の為の部材を手配する事、自分の立てた生産計画を遵守する事に、やりがい

と同時に楽しさも感じています。他県から来た私もすぐに受け入れて頂き、

とてもいい環境で働けています。

高卒求人番号 電子部品製造　19070-51729

コネクター部品の一貫生産を行っている会社です。

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 顧客満足・独創性・ビジョンのある企業。

UGMでは、スマートフォン、最新のゲーム機、デジタルカメラ等、日ごろ使用してい

る電子機器の部品（コネクター、スイッチ、端子等）を製作しています。

電子機器の部品を生産する金型・付帯設備・自動機も自社で開発・製造。

さらに生産された部品の組み立てから最終の品質検査までを行っています。

この【独自生産システム】によって、目まぐるしく成長する電子機器の分野を支え、

お客様の視点から高品質な製品を効率的で合理的に提供しています。

mailto:furuya_t@ugm.jp
https://www.ugm.jp/
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