
（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

          あまのこうぎょうかぶしきかいしゃ

天野工業株式会社

②所在地

〒401-0025

山梨県大月市笹子町黒野田1175-1

天野　一

昭和11年　6月

2,200万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 26億1,000万円

（２０２０年度） 14億8,000万円

（２０２１年度） 29億8,000万円

32名

49歳

0554-25-2411

office@amano-k.co.jp

https://www.amano-k.co.jp/

　入社当初は、若い人がいなくて不安でしたが、先輩方はみんなやさしく、

気さくに話をしてくれました。山の現場が多く、大変だけど「ものをつく

る」ということが好きなのでとても楽しいです。今、現場では測量をした

り、工事の記録写真を撮影し、取りまとめなどをしています。

　先輩方と年齢は離れていますが、わからないことがあれば、すぐに聞くよ

うにしています。（令和３年入社）

高卒求人番号 土木工事の施工管理 19071-1929 ／ 事務・経理補助 19071-30229

総合建設業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 未来へつなぐ「ものづくり」

　地域に愛される企業を目指して

　　より良い環境づくりと、快適な暮らしを求めて、着実に歩む天野工業

　　創業以来85年、さまざまな公共工事を手掛けております。

　安心して利用できる設計、確かな技術、豊富な経験に基づく完璧な品質と

　施工で災害に強く、安心して生活していただくためのきめ細かい物造りに

　心がけています。

mailto:office@amano-k.co.jp#
https://www.amano-k.co.jp/#




（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

日頃からスマートフォンやパソコンなどを使用する事があった私は、電子部

品を製造している会社に興味があり入社いたしました。今は画像処理に携わ

る仕事をしています。

大手メーカーとの取引もあり不良品を出さないよう常に心がけています。ま

た、不良品を捉えなければいけないので責任感があり、やりがいを感じてい

ます。上司や先輩方は皆優しく、たわいも無い話をするのがとても楽しいで

す。

高卒求人番号
技術職種 金型製作 19071-49529  ／ 製造職種 電子部品の生産 19071-50329

品質管理職種 電子部品の検査 19071-51629

電子部品製造・精密順送金型設計製作・プレス加工

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ）
人づくり、物づくり、自分づくり

社会に貢献できる会社を目指してます

当社の主力製品であるコネクタ－端子の技術力を駆使し、大手メ－カ－と

直接取引をしている実績があります。

高い技術力を保つ背景に「一、使命　人々を豊かにする　一、行動　良いも

のをつくる　一、真面目に生きる　使命をもって行動することを約束しま

す」を企業理念として、視野の広い人材育成、技術力の向上に力を注いでい

ます。

※会社見学は随時行っております。お気軽にご連絡ください。

21億2700万円

81名

41歳

0554-63-1011

ims_staff@ichimurass.co.jp

https://ichimurass.co.jp/

市村　悟　　

1965（昭和40）年4月10日

3000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 16億300万円

（２０２０年度） 17億3600万円

（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　いちむらせいさくしょ

株式会社　市村製作所

②所在地

〒409-0133

山梨県上野原市八ツ沢158-2　　

mailto:ims_staff@ichimurass.co.jp#
https://ichimurass.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、コンビニエンスストアでアルバイトをしていました。モノ作りには縁

もゆかりもない職業から、今では趣味と興味深くなったモノ作り。もちろん

最初は何もわかりません。でも、分かるまで1から教えてくれたのが先輩社員

です。少人数の会社だからこそ、多くの経験を踏ませてくれる。大手会社に

はない醍醐味です。あなたはこれだけをやりなさいという会社ではありませ

ん。ある意味、あれもやり、これもやり。逆を言えば大変かもしれませんが

必ずあなたの財産になります。

高卒求人番号 精密部品加工及びプレス製品加工 19071-8029

電子部品の生産・超精密金型の作成

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 前向きとやる気に満ち溢れ、モノ作り大好き若人チャレンジャー

現在、従業員数７名のアットホームな雰囲気の職場です。

1971年2月の創業以来、一貫して精密コネクタ端子のプレス加工事業を営んでおり、

精密部品用金型の設計及び製作の技術を磨いてきた。現在は、皆さんが普段使われて

いるスマホ、自動車、ゲーム機の中に搭載されているコネクターと言われる物を作成

しています。また、世界中で利用されるモノの原型である金型の技術を活かしたオリ

ジナル商品を製作することで、金属加工のことを一人でも多くの方に知っていただき

たいという想いで、2020年よりオリジナル商品の企画・製造を開始した。

万円

７名　　

４５歳　　

０５５４－２１－５０００　　

somas@iwai-press.co.jp

http://iwai-press.co.jp/index.html

相馬光成

1971年　　２月　　１日

１０００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） ８２００万円

（２０２０年度） 1億３００万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

              いわいぷれすかぶしきがいしゃ

岩井プレス株式会社

②所在地

〒４０９－０６２２

山梨県大月市七保町下和田1117

mailto:somas@iwai-press.co.jp
http://iwai-press.co.jp/index.html


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

・就職するにあたり、体を動かすのが元から好きだったので、そのこ

とを活かせればと思い入社しました。

・キャディとして入社してから、お客様から直接感謝の言葉をいただ

いた時にはとてもやりがいを感じます。また、色々な人達と出会える

ので、キャディをしていてとても楽しいです。

高卒求人番号 キャディ　19071-00043629

ゴルフ場経営

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） ゴルフ場で最高のホスピタリティを体現しよう

都心から約1時間半のアクセスで、扇山の南斜面に作られた18ホールの丘陵コース。

四季の花樹と富士山の景観が美しい、自然に囲まれたゴルフ場です。

都心からのアクセスが良いにも関わらず、都会の喧騒を忘れた環境の中でゴルフができ

ます。

山間の丘陵コースでありながら、フラットなコース設計。

コース内のバンカーは78ヶ所あり、ビギナーから中上級者まで、幅広く楽しめるコース

となっています。

5億9,725万円

66名

55.8歳

0554-26-5559

koyama@ohtsukicc.co.jp

http://www.ohtsukicc.co.jp/index.html

藤井 一裕

1984年　　7月　　2日

3億万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 5億7,622万円

（２０２０年度） 4億7,305万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

おおつきかんとりーくらぶ

株式会社 大月カントリークラブ

②所在地

〒409-0502

山梨県大月市富浜町鳥沢7084

mailto:koyama@ohtsukicc.co.jp
http://www.ohtsukicc.co.jp/index.html


大月CC  1H

大月CC  16H

大月CC  クラブハウス



（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

             かぶしきがいしゃ　こうせいや

株式会社　公正屋

②所在地

〒409-0113

山梨県上野原市新田873-10

杉本　仁司

1981年11月10日　

4000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 76億1000万円

（２０２０年度） 85億4000万円

（２０２１年度） 86億1000万円

537名

42歳

0554-63-3367

akiyoshi-yamaguchi@kohseiya.co.jp

https://kohseiya.co.jp

生鮮食品・一般食品の小売販売を中心とするスーパーマーケットチェーンの経営およびコインランドリー事業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） "三方よし”の考え方を大切に。

公正屋は昭和56年に上野原市新田にて鮮魚専門店として開業した生鮮食品・

一般食品の小売販売を中心とするスーパーマーケットチェーン経営をする会

社です。現在、山梨県内に5店舗、神奈川県内に1店舗展開しております。公

正屋は「三方よし」の考え方を大切に、「お客様・お取引先様・従業員」の

すべてが幸せになれる会社であることが、長く愛され、信頼される会社とな

る秘訣であると考えています。

私は大学生の時に当社でアルバイトをしていました。その際に、小売業での

接客に興味を持ち、お客様対応でお客様に喜んでいただくことに自分自身も

喜びを感じるようになりました。大学卒業後、他社に就職したのですが、小

売業で働きたいという思いが強くなり、当社に転職し、今に至ります。現

在、管理本部で営業企画の業務にたずさわっていますが、お客様が安心して

楽しく買い物ができる環境作り・企画作りなどとてもやりがいを感じていま

す。

高卒求人番号 販売 19071-00020729

mailto:akiyoshi-yamaguchi@kohseiya.co.jp#
https://kohseiya.co.jp/#


田野倉店

下九沢店

都留店



（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

大月工場の好きなところ、入社を決めたきっかけは、インターンシップの時から現在

まで、困っているとすぐに声を掛けてくれる方が多いこと、意見を言いやすい風土が

あることです。従業員同みなさん助け合いながらものづくりを行っており、チーム

ワークとコミュニケーションを大切にしていつところも気に入っています。また、加

工機械はフライスや旋盤、マシニングセンターと沢山があるので技能や改善力のレベ

ルアップもでき、やりがいと楽しさを感じながら仕事ができます。機械系を学んでい

る方にはいろいろな選択ができるので長く勤めることも可能な会社です。一緒に働け

ること楽しみにしています！

高卒求人番号
すべり軸受設計職／3ＤＣＡＤ・2ＤＣＡＤ：13200－217229

金属加工・機械オペレーター／ＮＣ施盤・ＮＣフライス・マシニングセンタ：13200－214829

金属加工・銅合金鋳造スタッフ／砂型造型・溶解注湯・仕上げ：13200－215729

すべり軸受・金型部品・機械部品・機械装置の設計、製造、販売

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） とめてはならない！とめたくなんかない！

弊社製品が採用されている業界設備は、自動車プレス金型、ゴミ焼却炉、ダ

ム、立体駐車場、船舶、電力、海洋、製鉄など生活には欠かせない設備で使

用されております。製品の特徴は、機械油の給油は不要、環境に優しい、メ

ンテナンス不要、設備の長寿命化を実現できることです。世界8ヵ国にネット

ワークもあり、世界中のお客様へ製品を送り出しております。自然は大切

に、産業活動をより円滑にするため弊社の軸受はますます需要が増えており

ます。

74億円

375名

44歳

042－336－9613（採用担当）

professional@sankyo-oilless.co.jp

http://www.sankyo-oilless.co.jp/

中村　智

1964年1月

9000万円

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

さんきょうおいるれすこうぎょうかぶしきかいしゃ

三協オイルレス工業株式会社

②所在地

〒409－0501

山梨県大月市富浜町宮谷1500　大月工場

mailto:professional@sankyo-oilless.co.jp
http://www.sankyo-oilless.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

サンキョウサーモテック　ウエノハラコウジョウ

三協サーモテック㈱上野原工場

②所在地

〒409-0112

山梨県上野原市上野原8154-25

工場長　　相馬　力

平成26年　9月　1日

30000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

(2019年度) 12億3181万円

(2020年度) 10億8231万円

(2021年度) 12億7771万円

50名

45.9歳

0554-63-1211

yanaiykj@st-grp.co.jp

http://www.sankyo-thermotech.jp/

職場見学を何社かした中で、前向きに仕事をされている人が多いので私もそ

んな風に仕事が出来たらと思い入社を決めました。入社当初は緊張や不安が

ありましたが、休憩時間などには優しく声を掛けてもらったりしたので職場

に自然と馴染んでいくことが出来ました。自分の中で小さな目標を決めてそ

れを達成した時や、責任のある仕事を与えられ上司の期待に応えられた時に

楽しさや、やりがいを感じています。平均年齢は高めですが、皆さん気持ち

は若い方ばかりで明るい職場です。一緒に働きましょう。

高卒求人番号 製造　19071-47129

電気機械器具製造

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 熱solution provider三協サーモテック

　昭和43年に半導体素子用放熱器の製造を開始。平成26年に三協サーモテック株式会

社を設立、三協立山グループとなりました。現在はデジタル家電から重電機まで幅広

いエレクトロニクス機器に独自開発の技術によるヒートシンク（発熱する機器に取り

付けられる放熱板）を提供し、様々なニーズに対応しています。国内トップシェアを

誇る高い競争力・独自開発技術商品で示す高い技術力により、オリジナル製品群とコ

ストパフォーマンスの高い生産設備による生産力は、お客様からも高い評価を受けて

おります。

mailto:yanaiykj@st-grp.co.jp#
http://www.sankyo-thermotech.jp/#


外観 素材倉庫

NC自動加工機 事務所

製品（ヒートシンク）



（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

〒409-0616

大月市猿橋町小沢1435

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

さんようせいこう（かぶ）

山陽精工（株）

https://sanyoseiko.co.jp

白川太

1963年11月18日

2,500万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年） 11億6000万円

（２０２０年） 11億9000万円

（２０２１年） 14憶2000万円

120名

42.0歳

0554-22-1036

koizumi@sanyoseiko.co.jp

入社したきっかけは、高校に求人が来ていて、週休2日など条件が自分の

理想に近かったからです。NC旋盤で機器等の金属部品を加工する仕事を

担当しています。自分でプログラムを作成し、思いどおりに加工できる

と面白いと感じます。心がけていることですが、お客様や後工程の方に

迷惑をかけないよう、大丈夫だと思っていても、もう一度、一から確認

しています。工業系（理系）の高校でなくとも、先輩が根気よく教えて

くれるので、普通科やそれ以外の科の方でも大丈夫です。

高卒求人番号 NC機械オペレーター（製造職）　19071-19929

光学製品等の金属部品加工、一般産業機器の組立、医療機器製造販売、高温観察装置製造販売

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 社員の幸せ、地域の幸せを考える会社です

経営理念の「自分の子供を就職させたくなるような会社」を実現するために、有

給休暇の平均取得日数を増やそうと、その年に付与される有給休暇日数の半分以

上の取得を義務化しています。また、睡眠などの健康セミナー、運動のためのハ

イキングを企画しており、「健康経営優良法人2022」に選ばれています。また、

コロナ禍で売上が下がった大月市内の飲食店を応援するプロジェクト、大月市内

の河川のゴミ退治、TOKYO2020オリンピックにおけるボランティアで山梨県知

事から表彰されるなど、SDGｓにも積極的な会社です。

https://sanyoseiko.co.jp/
mailto:koizumi@sanyoseiko.co.jp


組立作業

加工

  製品



（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

焼却施設において、設備や機器の運転管理(監視・点検・メンテナンス等)を担当して

います。

仕事自体は裏方ですが、日々の業務を通じて地元の自然環境を守り、地域住民の生活

基盤(暮らしやすさ・過ごしやすさ)を支えることにとてもやりがいを感じます。

地域住民の方から、『ありがとう』や『いつも助かってるよ』など直接声を掛けられ

た時は、”この仕事をやっていて良かった”と思える瞬間であり、喜びもひとしおで

す！

高卒求人番号
環境プラント(清掃施設）の運転維持管理(大月市)

13010-1654829

水処理施設・廃棄物処理施設の運転維持管理 他、専門技術サービスの提供

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 地域住民・地域社会にとっての”縁の下の力持ち！"

昭和45年の創設以来、『人々の生活基盤を守り、暮らしを豊かにし支え続ける』を基

本理念に安心・安全は生活環境、快適な都市環境を実現し社会に貢献しております。”

人々が快適で便利な生活を営むうえで欠かせない”  つまり世の中になくてはならない

ことを仕事として行っている会社です。

また、昨今のコロナ感染拡大や、世の中の景気の良し悪しに左右されにくい安定した

業界であることも特徴です。

近年、海外事業展開、設備機器のリニューアル工事、プラント建設工事など業容を

拡大し、着実に成長を遂げております。

228億2908万円

3716名(2022年6月1日現在)

51歳

03-5244-5312

shinsotsu-saiyo@tesco-inc.jp

https://www.tesco-inc.jp

髙橋 久治 

1970年11月18日

1億9600万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 231億7212万円

（２０２０年度） 229億817万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

　　　　    てすこかぶしきがいしゃ

テスコ 株式会社

②所在地

〒101-0065

東京都千代田区西神田一丁目4番5号 東光電気工事ビル

mailto:shinsotsu-saiyo@tesco-inc.jp#
https://www.tesco-inc.jp/#


まるたの森

【リサイクル施設】

ペットボトル手選別コンベヤ



（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

中央工学校で測量士の資格を取得して入社しました。公共測量をはじめ起工測量、用

地測量など様々な現場で先輩社員の方に丁寧に指導を受け成果を出してきました。資

格取得についても全面的にサポートしていただき、無人航空機操縦の免許を取得しま

した。UAV測量が自分自身の最も得意とする分野であり、任させる現場は受注規模も

大きく、責任を感じますが、グリーンレーザで河床を計り点群データとなり地形がき

れいに現れて成果になると大きな達成感があります。グリーンレーザは所有している

会社は少なく、設備投資に優れているこの会社に入って、自分自身の技術を磨くこと

ができ、本当に良かったと思っています。

高卒求人番号
測量設計・ドローンによるサービス 19071-9329

施工管理 19071-10829

測量業、補償コンサルタント業、建設業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ）
地上レーザや水中計測できるUAV搭載型グリーンレーザ

スキャナーなど最新技術を駆使したラクの出来る測量

創業して37年になりますが業績は常に右肩上がりを続けてきており、その間減俸なく

昇給を続けてきました。常に最新技術を取り入れて効率的な業務遂行をして参り、近

年では特にドローンなどのICT測量に係る技術力は県内でもトップクラスと自負してお

ります。測量未経験者で入社した社員もおりますが、今では立派にICT技術を駆使して

仕事をこなしています。丁寧にアドバイスをしていきますし、習得の難しいものでは

ないので未経験の方でも安心して一緒にチャレンジして欲しいと思います。また少数

精鋭の組織ですので、風通しが良く個人の裁量も非常に大きい企業です。

http://sokuryoya.co.jp/

代表取締役　小俣一義

昭和61年　3月　1日

1,000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年） 2億6,733万円

（２０２０年） 2億5,126万円

（２０２１年） 2億5,568万円

20名

44.3歳

0554-22-7777

info@sokuryoya.co.jp

②所在地

〒401-0015

山梨県大月市大月町花咲1677番地12

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

てっくえんじにあ

(株)テック・エンジニア

http://sokuryoya.co.jp/
mailto:info@sokuryoya.co.jp
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（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

"少量多品種”に対応できる生産体制が当社の強みですが、たとえ少ない数で

あっても当社の技術力に信頼をいただきお客様の業務を滞らせることなく安

定して製品を届けられることが何よりのやりがいです。

製造の技術はもちろん、他部門のことも学ばせてもらえます。周りに目を向

けることで「全ての作業工程がつながってはじめて製品ができあがるん

だ！」と”モノづくりの奥深さ”を再認識できます。

高卒求人番号 自動車部品の組立作業　１９０７１－４８２２９

自動車部品の製造

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 『ＣＬＥＡＮ＆ＳＡＶＩＮＧ』

東京濾器は、創業以来一貫して「Clean&Saving」を企業理念に掲げ、緑豊かな事業環

境の中で人と地球に優しい高品質な製品を開発・製造・提供し、地球環境の保全に貢

献して参りました。持続可能な社会の実現に貢献することは、企業の社会的責任であ

ると考え、東京濾器はこれからも環境保全に取り組んだ事業活動を推進します。

環境問題への関心は高まる一方。「環境に貢献できないモノづくり」は今後なくなっ

ていくことでしょう。環境に貢献し、低公害化を実現する当社のモノづくりは、今後

も求め続けられます。

６６億１８３４万円

７１名

４６歳

０５５４－２３－１３１１　　

kataoka_kazuhiro@roki.co.jp

https://www.roki.co.jp

工場長　 北原 尉至

１９７６(昭和５１)年　３月　１６日

２０億００００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） １８億９０６１万円

（２０２０年度） ３９億５１７７万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

とうきょうろきかぶしきかいしゃ　おおつきこうじょう

東京濾器株式会社 大月工場

②所在地

〒401-0001

山梨県大月市賑岡町畑倉2525

mailto:kataoka_kazuhiro@roki.co.jp
https://www.roki.co.jp/
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（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

　もともと化学に興味があり、会社見学に行きました。第一印象は「変な会社」。防

護服のような服を着て、何か装置が動いているけど、何を作っているのか全く分から

ない。その後、説明を聞かせてもらい、私も使っているPC・スマホ・ゲーム機などに

入っている事を知り「山梨にもこんな会社があるんだ」と驚きました。

　入社してからは、初めての仕事に苦労することもありましたが、アットホームな雰

囲気で先輩にも相談がしやすいので作業を覚えることが出来ました。半導体向けなの

で品質に厳しいですが、あれやこれに入っていると想像すると、とてもやりがいがあ

る仕事だと思います。

高卒求人番号 品質管理 19071-18629

化学工業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 最先端半導体のニッチなニーズに応える

　その名の通り、1978年に3名で創業した半導体向け化学材料を製造する会社です。

半導体事業の発展を予見し、設立され安定的に事業を続けてきました。特に2010年以

降は「大手には出来ない少量多品種製品の供給」という強みを生かし、スマートフォ

ン、AI、5G、IOT等の産業で使用される高純度科学材料を開発・製造し業績を一気に

伸ばしてきました。我々の事業が止まれば、製造できなくなる半導体も多くあるた

め、責任と誇りを持って仕事に取り組んでいます。半導体業界はまだまだ伸びしろが

ある市場なので、安心して面白い仕事が出来る環境にあります。

98億198万円

202名

34.5歳

0554-63-6600

hiroaki.ohno@trichemical.com

http://www.trichemical.com/

太附　聖

1978（昭和53）年　　12月　　6日

32億7891万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 77億9229万円

（２０２０年度） 82億6745万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

                とりけみかるけんきゅうしょ

㈱トリケミカル研究所

②所在地

〒409-0112

山梨県上野原市上野原8154-217

mailto:hiroaki.ohno@trichemical.com
http://www.trichemical.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　にっせー

株式会社ニッセー

②所在地

〒409-0502

山梨県大月市富浜町鳥沢2022

新仏利仲

1939年　　3月　28　日

10000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度）

（２０２０年度）

（２０２１年度）

72名

43歳

0554-26-6012/070-4100-5600

plb_sales@nisseiweb.co.jp

https://www.nisseiweb.co.jp/

ゴールデンウイーク11連休、正月、お盆も6連休。休みが多いのが良

い。機械を作ることにやりがいを感じている。年配の技術者が優し

い。個人個人好きなように昼休みをすごしている。一人でいても気に

ならない。有給休暇が時間単位で申請できる。皆、有給休暇をつかっ

ているので、申請することにためらいがない。少ない額だが不景気で

もボーナスの出なかった年がない。

高卒求人番号
メンテナンス部 19071-13229 ／ 製造職 19071-12129

セールスエンジニア（東日本営業所）19071-15429 ／ 総合職（事務）19071-14529

転造機のメーカー

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） まったりした雰囲気です。

転造機を山梨にて製造し販売しています。製造部はコミュニケーションが苦手な方で

もOK.8割が高卒で黙々と作業できる方に向いています。17時に一斉に帰宅します。残

業はありませんので、仕事のONOFFがはっきりしています。プライベートを充実させ

ることができます。営業部は営業部長が大変思いやりがある方で、自身も高卒の経験

から高卒の人に対して熱心に指導してくれます。ノルマもなく、安定した昔からの顧

客回りです。車の運転が好きで、機械いじりが好きであれば、営業として全国各地を

回りませんか？元気な学生をお待ちしております。

mailto:plb_sales@nisseiweb.co.jp#
https://www.nisseiweb.co.jp/#




（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

入社当初の私は、プリント配線板の事に関しては知識ゼロからのスタートでし

た。飛び込んで来る単語はどれも知らない事ばかり、戸惑いはありました。で

すが、心配する必要はありません。上司や先輩の多大な支援のおかげで、すぐ

に専門用語を使うようになっていました。今はまだ、勉強の毎日ですが、やり

がいを持ってプリント配線板のプロフェッショナルを目指し日々頑張っていま

す。工場では、全員がプロ集団としての自覚と誇りを持てる企業を目指し、

個々のアイディアを活かしながら日々業務に取組んでいます。

高卒求人番号 プリント配線板の製造スタッフ 19071-25029

プリント配線板の設計・製造

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） あなたの若い力と行動力を求めます

当社の製品「プリント配線板」は、あらゆる電子機器の中枢を担うものです。

５Ｇ時代の到来により、信号伝送に用いられるプリント配線板には、更なる伝

送通信の大容量化・高速化の要求が高まり、注目を集めている分野です。

　当社は、この要求に対し、長年培ったノウハウに加え、主要工程には、業界

トップクラスのプロセスや設備、IoTやAI技術を導入し、高度な技術力、確か

な品質の製品をお客様に届けています。

315,616万円

160名

47歳

044-422-5571

kuroda@hrym.com

http://www.hrym.com

代表取締役　平山光裕

1910年1月1日

9,000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 256,166万円

（２０２０年度） 245,003万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

   かぶしきかいしゃひらやまふぁいんてくの

株式会社平山ファインテクノ

②所在地

〒211-0012

山梨県上野原市八ツ沢2193-260

mailto:kuroda@hrym.com
http://www.hrym.com/


プリント配線板

上野原工場



（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

新人教育はもちろん、豊富な外部セミナーを全額会社負担で受講しながら必

要なスキルをピンポイントで習得することができます。例えば事務系社員な

らば税法や労働基準法などの講習を受講し、技術系社員ならばフォークリフ

トや溶接などの資格取得に向けたライセンス講習などを受講し、全社員がス

キルアップを図っていくことができます。そんな働きやすい環境だから、社

員が自身の成長を実感し、常に高いモチベーションでいきいきと仕事に取り

組むことができます。

高卒求人番号
精密金属品製造職：19071-54729

精密金属品組立職：19071-55129

OA機器、住宅設備、アミューズメント機器等の金属部品加工

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 協力こそ共栄の道

弊社は「BtoB」のモノづくりを行う企業です。

１．複写機等のOA機器・機械加工ロボット・アミューズメント機器・

　　レンジフード排気設備等の部品加工を行っています。

２．プレス加工・板金加工の知識・技術で様々なお客様のニーズに応え、

　　よりコストメリットの高い提案を行っています。

３．経済産業省より「今後の地域未来をけん引することが期待される企業」

　　として、「地域未来牽引企業」に選定されています。

万円

1,100名

37.9歳

029-869-1111

honsya_jinji@hirosawaseiki.co.jp

http://www.hirosawaseiki.co.jp

代表取締役社長　柴田　清之

1947　年　5月　30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 ひろさわせいきせいさくしょ

株式会社 廣澤精機製作所

②所在地

〒409-0199

　　　　　　　 山梨県上野原市八ツ沢２１９３-１

mailto:honsya_jinji@hirosawaseiki.co.jp
http://www.hirosawaseiki.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

         ふじこうくうでんしかぶしきかいしゃ

富士航空電子株式会社

②所在地

〒４０９－０１１２

山梨県上野原市上野原８１５４－３５

堀口　豊

１９８８年　６月　１日

３００百万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） ７，９８６百万円

（２０２０年度） ５，５２９百万円

（２０２１年度） ６，０３４百万円

１８７名

３９．６歳

０５５４－２０－５６１１

fae_saiyou@fae.jae.co.jp

http://www.fae.jae.co.jp

ものづくりに興味があり、取り組んでいた機械加工をもっと専門的にやって

みたいと思い入社しました。金型の部品加工を行う部署で大型のマシニング

センタを担当しており、CAD/CAMで加工プログラムを組み、様々な工具を使

い金型部品の切削加工をしています。自分で組んだ複雑な加工プログラムで

実際に加工された部品を見ると達成感があります。また自分たちが加工した

部品からできた製品が世界で活躍していることで、金型づくりに誇りを持て

ます。

高卒求人番号 工作機械オペレーター　19071-29829

電気機械器具製造業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 『世界一の金型工場になる』

大手コネクタメーカーである日本航空電子工業株式会社を中核とする国内製造６拠点の一つに位

置付けします。

その中で富士航空電子は、国内・海外の製造拠点へコネクタ構成部品を量産するために必要な”

金型”を提供しております。

「製品を生み出す重要なツール」である高精度・高難度な精密プレス金型やプラスチック金型な

どの供給を第一の使命に、長年培ったノウハウを存分に生かし、更に最新技術に飽くなき挑戦を

し、お客様の商品づくりに満足していただける金型を提供しております。

mailto:fae_saiyou@fae.jae.co.jp#
http://www.fae.jae.co.jp/


工場全景

プラスチック金型

樹脂流動解析



（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

中学生の時、私のおばあちゃんが介護を要するようになりましたが、

知識の無い私は何もすることができなくて悔しい思いをしました。

その時、介護士になりたいと初めて思いました。

介護は力が必要だったり、業務もたくさんあって大変な仕事です。

ですが、介護をしている利用者様が私の名前を呼んで「ありがとう」

と笑ってくれると私も嬉しいですし、やりがいを感じます。介護の技術

や技術が自然に身につくので、働きながら国家資格もスムーズに受験し、

合格することができました。

高卒求人番号 介護職員　19071-56229

介護老人保健施設にて高齢者の生活支援・介護

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ）
『人・優・愛・健・楽』私たちは、人を優しく愛し

健康で楽しい老後を過ごせるよう支援します。

　高齢者の皆さまが安心・安楽な生活が送れるようにサポートします。

サポートの内容は、介護・医療などで日常生活を援助すること

（食事介助・排泄介助・入浴介助・リハビリテーション・歩行介助など）

その中でも一番重要なことは…

　入居者様のお話を聴くこと、そしてお話をすることです。

　家庭的でぬくもりのある穏やかなくらしをお手伝いします。

万円

75名

47歳

０５５４－２０－１１１１

momokura@biscuit.ocn.ne.jp

http://www.fujikosei.or.jp

理事長　古藤　正典

平成１０年１１月

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

いりょうほうじんしゃだん　ふじこうせいかい　かいごろうじんほけんしせつももくら

医療法人社団　富士厚生会　介護老人保健施設ももくら

②所在地

〒401-0011

山梨県大月市七保町下和田２１３２－１

mailto:momokura@biscuit.ocn.ne.jp
http://www.fujikosei.or.jp/


ももくら　外観



（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

 しゃかいふくしほうじん　   へいせいふくしかい

社会福祉法人　平成福祉会

②所在地

401-0016

山梨県大月市大月町真木4660

相馬　秀守

1989年12月　6日

0万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 878.348.019万円

（２０２０年度） 912.171.259万円

（２０２１年度） 941.773.896万円

181名

50.2歳

0554-23-0294

heiseihonbu@heisei294.org

https://www.heisei294.org/

　中学生の時、職業体験で訪れた際、職員さんと利用者さんが笑顔で楽しそ

うにしていたのが印象的で、介護士を目指すことにしました。専門学校で学

び、介護福祉士を取得してから入社しましたが、教科書やマニュアル通りに

いかず戸惑うことも多くありました。そんなときは先輩たちが優しくフォ

ローしてくれるのでありがたいです。会社の研修制度を利用して後輩を指

導、フォローできるように私も成長していきたいです。（2020年度入社）

高卒求人番号 介護職 19071-61829

福祉事業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 日本の介護を世界のKaigoへ！

　山梨県の東部、大月市、上野原市、都留市、道志村にて、特別養護老人

ホーム、ショートステイ、デイサービス、グループホーム、居宅介護支援事

業所、放課後等デイサービスを運営しております。

　移乗用介護ロボット、施設内連絡用のインカム、最新の介護記録ソフトの

導入によりサービス品質の向上、介護職の負担軽減に取り組んでいます。

EPA、特定技能等の制度を利用して6カ国、10名の外国人介護士、看護師を受

け入れています。

mailto:heiseihonbu@heisei294.org#
https://www.heisei294.org/#




（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

【社名のいわれ】

我々は、独りでは生きられない。仲間（メイト）が必要である。我々が持って

ない力を借りることで目標に到達可能となる。メイトに活かされて今日が有る

と互いに思える総合関係を構築できた時、商号である『メイト』になる。この

『メイト』であるが全て　人　という文字からきている。三人よれば三個性そ

れぞれの個性をいかし、互いに力を貸したり　借りたりの立派な企業づくりが

『メイト』社名のいわれです。

高卒求人番号 プレス金型技術　１９０７１－３２４２９

電子部品プレス加工　プレス金型設計製作　コネクター組立

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） メイトはメイト（仲間）を待っています

上野原市は古くから精密工業が栄え、エレクトロニクス産業の一翼を担う企業が数多

く存在する町で、弊社も電子精密部品の製造を手掛けております。自動車・医療・遊

技と多方面の分野で、我々の精密部品のコネクターが使用されています。ＱＣＤＳは

当り前のこの世の中ですが、特にＣ【Cost】が最優先されている気がしてなりませ

ん。価格には限界があります。我々の今まで培ってきた高い技術に更なる磨きをかけ

限界のない高い技術を提供し。Q【Quality】も弊社は100％良品を目標に、お客様と

の信頼関係を築き強いパートナーシップの組める。会社づくりに邁進しております。

７億６０００万円

３５名

47歳

０５５４－６２－１０６１

info@mate-pec.co.jp

https://mate-pec.co.jp

山口　勇

1992（平成4）年　８月３１日

２，０００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） ６億２０００万円

（２０２０年度） ６億５０００万円

（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 めいと

株式会社 メイト

②所在地

〒409-0133

山梨県上野原市八ツ沢１２０３

mailto:info@mate-pec.co.jp
https://mate-pec.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

緑に囲まれた自然豊かな職場です。ゴルフを楽しみに来てくださるお

客様も笑顔で働く私たちも笑顔になります。ストレスなく働けるやり

がいのある仕事です。

高卒求人番号
フロント(19071-37829)　コース管理(19071-38729)

レストランホール担当(19071-39129)　キャディ(19071-40429)

ゴルフ場の運営

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 「感謝の気持ち、心のサービス」

都心から近くアクセスも良いです。コースには多くの池があり、四季の草花

に囲まれてお客様の目を楽しませています。日本初の画期的な株主共通会員

制を採用！安定した経営！

万円

498名

52歳

0554-67-2221

LSC@yc21.co.jp

http://www.yc21.co.jp/lakesagami/

代表取締役　成元　善一

平成10年　　4月　　7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

やまだくらぶにじゅういち　れいくさがみかんとりーくらぶ

㈱山田クラブ21（レイク相模カントリークラブ）

②所在地

〒409-0111

山梨県上野原市棡原5000

mailto:LSC@yc21.co.jp
http://www.yc21.co.jp/lakesagami/


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

 学校で第二種電気工事士資格を取得した事が、電気・電子が好きになり、自

宅近くの電気工事業をしている会社に入社いたしました。入社後は送電線工

事の部門に配属され、2カ月間仕事の流れについて指導を受け、最近は変電所

の工事現場に参加しています。現場責任者が、大勢の作業員を指揮している

のを見てやりがいを感じ、自分も将来先輩のような責任者になりたいと思っ

ております。また、先輩及び作業員さんから優しく接して頂き毎日楽しい日

を送っています。

高卒求人番号 電気工事・電気通信工事　19071-11729

建設業　電気工事・電気通信工事

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 専門知識と技術で業界のプロフェッショナルになれ!

弊社は1960年に創業以来62年間、「私達はお客様にとってなくてはならない

パートナーになれるよう努力いたします」をモットーに、多くの御客様に支

えられ県内業界でもトップクラスの企業に成長しました。「先進技術に支え

られた高品質な工事とサービスの提供により、お客様に満足していただくと

共に、社会に貢献すること」を念頭に社員一同業務に取り組んでおります。

21億2400万円

70名

45歳

0554-23-1255

hirosawa.k@wadaden.co.jp

http://www.wadaden.net

和田　功

1960(昭和35)年　5月　1日

10000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 29億2600万円

（２０２０年度） 25億1200万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

かぶしきがいしゃわだでんぎょうしゃ

　　　株式会社 和田電業社

②所在地

〒409-0613

大月市　猿橋町　伊良原133番地

mailto:hirosawa.k@wadaden.co.jp
http://www.wadaden.net/


NO IMAGE

NO IMAGE


