
（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

かぶしきがいしゃえぬびーしーめっしゅてっく　やまなしつるこうじょう

株式会社ＮＢＣメッシュテック　山梨都留工場

②所在地

〒402-0011

山梨県都留市井倉757

取締役工場長　片山　明光

1934年11月6日

199,200万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 1,154,500万円

（２０２０年度） 1,167,600万円

（２０２１年度）

当社は、日清製粉グループ系列の会社であり、自動車・家電・医療用のフィルター、ス

クリーン印刷用メッシュクロスの製造・販売で国内トップクラスのメーカーです。

また、新型コロナウイルスにも不活化効果を示す抗ウイルスCufitec技術等の様々な研

究及び製品開発にも取り組んでおり、皆さんの暮らしに健康・快適・安全をお届けする

ことをミッションとしております。

大企業ではない故に一人一人が価値を十二分に発揮し、互いに協力して仕事に取り組め

る温かい職場環境です。

1,252,000万円

500名

42.2歳

0554-43-4325

fujiwara.daigo@nisshin.com

https://www.nbc-jp.com/

自動車好きの私は、自動車部品の製造メーカーに就職したいと考えていまし

た。入社前の工場見学で弊社の固有技術であるメッシュクロスの精密さに感

動し、世界でも通用する技術を持った会社であると感じ、入社を決めまし

た。現在は自動車フィルターの成形機械のオペレーターを担当しています。

作業の効率を考えて複数の機械を動かすことが重要であり、品質の高い製品

をお客様に提供することがやりがいです。研修制度などやる気があれば若手

社員でも活躍できる環境が整っていると感じます。

高卒求人番号
メッシュクロス製造機械（織機）・自動射出成形機のオペレーション及び保守作業

19072-16429

スクリーン印刷用及び産業資材用メッシュクロス、プラスチック成形フィルターの製造販売

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 世界最先端のメッシュテクノロジーで、あらゆる産業界に貢献！

mailto:fujiwara.daigo@nisshin.com
https://www.nbc-jp.com/


スクリーン印刷

化粧品フィルタ

作業風景



（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

②所在地

〒402－0012

都留市与縄７１６－１

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かくほうかい　とくべつようごろうじんほーむもりのさと

社会福祉法人鶴朋会　特別養護老人ホームもりの郷

http://care-net.biz/19/morinosato/

山本洋一

平成１７年８月１９日

１億８，１６５万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年） ３０６百万円

（２０２０年） ３０５百万円

（２０２１年） ２９７百万円

４８名

４６歳

０５５４－４６－１１６５

morinosato@bz04.plala.or.jp

　親戚に介護の仕事をしている人がいたこともあり、介護職に少し関心があ

りました。高校生の時にもりの郷で体験実習をしたのですが、親切にいろい

ろ教えてもらえる雰囲気があったので、卒業後にもりの郷に就職しました。

今は、後輩に指導する立場でもありますが、やはり入居者さんのそばにいつ

もいたいと考えています。介護の仕事は、地味な作業の連続かもしれません

が、ご家族からも任されている大事な仕事であるという誇りを持って、いつ

も業務に当たっています。

高卒求人番号 介護職員　19072-2929

特別養護老人ホーム・老人短期入所

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 穏やかな街の穏やかな施設です。

　平成１８年に開所した都留市で最初の個室型特別養護老人ホームです。人

里離れた場所ではなく、生活道路（県道）に面していますので、通勤にも便

利です。城下町都留市の風土のように、施設全体も穏やかな雰囲気にあふれ

ています。ご家族や行政、地域の方々にも恵まれ、安心して介護に専念でき

ています。行政の援護もあり、開所時と比べて施設の給与水準は格段に上が

りました。少しでも「介護」に興味のある方、是非一度、見学に来てくださ

い。お待ちしています。

http://care-net.biz/19/morinosato/
mailto:morinosato@bz04.plala.or.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

    こにかみのるためかとろにくす　かぶ　つるじぎょうしょ

コニカミノルタメカトロニクス（株）都留事業所

②所在地

〒402-0024

山梨県都留市小野字宮地　226

代表取締役社長　杉原　誠

2016年　　4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） ６２９，６００万円

（２０２０年度） ４５４，７００万円

（２０２１年度） ５８４，４００万円

１８３名

42歳

0554-43-4361

tsukasa.watanabe@konicaminolta.com

https://bmme.konicaminolta.jp/

2021年高卒男性

・私が入社したきっかけは、会社見学で職場の人達が活き活きとした姿でコ

ミュニケーションを取りながら業務を行っていてとても魅力を感じた

・担当している仕事は自社で造った基板を総組、検査、梱包を担当している

・やりがい、楽しさを感じる所は、職場の人と連携し一つの製品をつくり上

げたとき

・私と一緒にこの会社で働きましょう！

高卒求人番号 電装基板の生産、それに付随する間接業務全般 19072-7529

コニカミノルタグループの複合機・プロダクションプリント機関連の生産拠点と

して、デジタル化、高品質、高性能化に貢献する電装基盤の設計試作量産

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 来たれ！失敗を恐れぬ若きチャレンジャー

当社は、コニカミノルタグループの“モデル工場”として、高品質・高難度の生産技術を海外に展開した

り、製造原価を低減したり、様々な取り組みを行ってきました。私たちが目指すのは『人とマシンが会

話し、共に進化していく工場』です。

『人とマシンが、それぞれの得意分野を担う』という新しい発想のもと、自動搬送機や自動立体倉庫、

生産ロボットなどを導入して自動化を図っています。

社長と社員が、夢を一緒に語り合える風土人や社風も当社の魅力です。新入社員が当社を選んだ理由

で、「社風が温いから」「先輩が優しかったから」という意見が多いのもそのため。役職ではなく“さ

ん”付けで呼び合い、社長と社員が、「こんな会社にしたいね」と夢を語り合える温かい風土が根付い

ています。

mailto:tsukasa.watanabe@konicaminolta.com#
https://bmme.konicaminolta.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

　　　さんえいけんせつかぶしきがいしゃ

　　　　　山英建設株式会社

②所在地

〒４０２－００２５

都留市法能宮原中野２５０４番地

小松　英一

１９７１（昭和４６）年１２月１８日

７，０００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） ２２９，４２３万円

（２０２０年度） １８５，２５８万円

（２０２１年度） １９６，５９３万円

58名

52歳

０５５４－４３－７０１３

sanei@saneinet.co.jp

http://www.saneinet.co.jp/enkaku.html

　住みよい街を自分の手で作りたい！それが、この業界に興味をもったきっ

かけです。現在は、現場監督として、施工管理に従事し、材料の手配、作業

計画や安全管理、書類作成など、あらゆる業務をこなしています。現場で

は、多くの苦労やアクシデントなどもありますが、それを乗り越え、無事に

完成した時の達成感は言葉に表せません。しばらくしてから、その現場を訪

れると、そこを利用する人たちのために役立っているなあと改めて実感出来

るのも魅力です。

高卒求人番号 建設技術職　19072-1629

建設業及びアスファルト合材・ＲＣ４０製造販売業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 私達のキーワードは「SANEI」です。

 わたしたち山英建設は、社会の基盤づくりを担う立場として欠かすことので

きないものを、社名のＳＡＮＥＩと次の５つの言葉に融合させています。何

よりも先に「安全(Safety)」、常に「積極的(Active)」な行動、いつも「次

(Next)」を見据えたした設計と施工、「環境(Environment）」にやさしい仕

事のあり方を念頭に「想像実現技術(Imagineering）」を追求いたします。

mailto:sanei@saneinet.co.jp
http://www.saneinet.co.jp/enkaku.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

ジャノメダイカストカブシキガシヤ

ジャノメダイカスト株式会社

②所在地

〒　402-0011

山梨県都留市井倉沢戸775

代表取締役社長　芳川敏雄

平成　14　年　4　月　1　日

1億円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 21億2800万円

（２０２０年度） 20億4082万円

（２０２１年度） 26億5150万円

122名

40.1歳

0554-43-5505

morita-tomomi@gm.janome.co.jp

https://www.janome.co.jp/diecast

モノづくりに興味があった私は、多種多様な製品作りを手掛けるこの会社に

興味を持ち、入社しました。チームワークが重要な世界で、モノづくりから

お届けまで全てのチームが連携して作業を行い、良質な製品をお客様の元に

届けています。気づいたこと、改善すべきことを社内で共有できる環境があ

り、入社したての私でも提案ができました。自分の提案が採用されて、仕事

の効率を上げることができた時は非常に達成感がありました。

高卒求人番号 生産技術スタッフ　19072-21229

ダイカスト製造業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 届けよう！より良い声でより良いモノを

創業以来、その技術を発展、継承し、自動車、機械、精密機器、医療機器などさまざま

な産業のお客さまのご要望にお応することを使命としてまいりました。

独自の斬新的発想にて誕生した短納期試作工法のジャノメの石膏鋳造は開発期間の短縮

化、高精度化により開発段階での試作評価の無駄を減少させることを実現させ、 また

ジャノメダイカストでは、試作から量産まであるゆるダイカスト先端技術の限りない可

能性を求めて、技術の革新・新技術の開発を重ね、 お客様の多様なニーズにお応えす

るために日夜探求を続けてまいります。

mailto:morita-tomomi@gm.janome.co.jp#
https://www.janome.co.jp/diecast#




（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

スタッフそれぞれに合った働きやすい環境があり、教育のシステムもしっか

りと整っています！高卒でも一流の美容師に！！

またクリエイティブな事にも挑戦するスタッフが大勢いるので、自分を磨く

のにも最高の場所だと思います。

トミ美容室は海外への垣根も低く、毎年海外研修へ行くスタッフが居ること

も魅力の一つです！（コロナ過では海外研修はお休みしております）

年間休日も多く、時短サロンもあるのでプライベートも充実できています♪

第二の家族のような仲の良さで働けています！！

高卒求人番号 美容師見習い　19072-23429

美容業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） #ジブンらしく_あたらしく

トミ美容室では働きやすい環境・多様性を実現したサロンづくり・一流を育てる教育シ

ステムがあります！

そして創業７０年という歴史と大切にしてきた文化があります。ブライダルをはじめと

したトータルビューティーサロンのトミ美容室には色の違うプロフェッショナルが在籍

しています。こんな美容師になりたいという、あなたの思い描く未来がきっとありま

す！

スタッフファーストの環境を第一に、業界の中でも高い水準で働きやすさを実践してい

ます。

非公開　　　万円

　１１０名

３３歳

0554-45-3033

tomigp@topaz.ocn.ne.jp

https://tomisalon.com

土谷　志満子

1951年 12月　　日

1000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 非公開　　　万円

（２０２０年度） 非公開　　　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

とみびようしつ

TOMI美容室

②所在地

〒402-0053

都留市上谷３－３－２３　103ビル　１F　本部ｵﾌｨｽ

mailto:tomigp@topaz.ocn.ne.jp#
https://tomisalon.com/#


シャンプー

ZELL向町

大月店



（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

   なかい

株式会社中井

②所在地

〒402-0053

山梨県都留市上谷4-10-7

富樫　美由紀

1965年　　1月　　2日

1,000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 2,900万円

（２０２０年度） 3,240万円

（２０２１年度） 3,600万円

12名

45歳

052-991-4392

kk.nakai@rose.ocn.ne.jp

https://www.kk-nakai.com/recruit

・リニア工事で携わっている仕事内容はリニアを走らせるためのレールの撤去です。その中でもはつり工事はそ

のレールを支えている台座の撤去を行っています。リニア工事のやりがいは、リニアという日本でも注目度が高

い工事に携われる、これから先開通工事や開通してからもメンテナンス工事があり一生涯続く仕事であることだ

と思っています。

・解体・斫り作業のやりがいは既存の設備を解体してその空間の変化を間近で体感できることだと思います。作

用内容としては軽作業もありますが重い工具を使っての重労働がメインになっているので毎回疲れますがその分

充実した作業が出来ます。

・斫り作業はブレーカーを使用しての大まかな作業もありますがコンクリートカッターを使用しての細かい作業

もあります。カッター作業は溝や目地を切り出すなどの精密さが求められますが正確かつきれいに切り出せたら

とても気持ちがいいです。

高卒求人番号 建築土木作業員 23020-00215829

建設業(はつり工事、重機械工事、解体工事 ほか一般土木工事)

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） ~未来をつくる技術者へ~

昨年、山梨県都留市に拠点を設置、今年度より同県での採用活動を始動しました。

“はつり”や“解体”というと民家を取壊す工事を連想する方がたくさんいると思います

が、中井は躯体や建物を造るため、直すためのはつり屋です。

高速道路や新幹線などの築造、自然災害の復旧工事に数多く手がけています。

会社も社員も経験を積み、着実に売上を伸ばす中で、平成30年に山梨県都留市をメイ

ンに未来の交通網の大動脈となる“リニア中央新幹線”工事へ、解体業として参入する

数少ない会社です。

mailto:kk.nakai@rose.ocn.ne.jp
https://www.kk-nakai.com/recruit




（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

インターンシップで製造業務に携わり、手先を動かすことが好きだっ

たので手作業で作るものづくりに興味をもち入社しました。

手作りで製品を一つづつ完成していく感覚が好きです。

ミスを最小限にできるよう努力しています。

高卒求人番号
製造関連全般（製造・管理・検査・事務業務含む）

19072-18329

端子台製造

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 企業理念『幸せづくり　笑顔づくり』

当社は何のために存在するのでしょうか？

それは「幸せづくり」です。

お客様、取引先様のみならず、地域社会、そして社員とその家族の幸せ。

幸せづくりが我々の存在意義です。

そして、幸せな気持ちは「笑顔」に表れます。

当社はものづくりを通じて、関わる人々が幸せを感じ、笑顔が生まれる。

そんな企業であり続けます。

18.3億円

78名

45歳

0555-25-3181(代表）

recruit@fujicon-tb.co.jp

https://www.fujicon-tb.co.jp

大島右京

1966(昭和４１年)年　4月　23日

5000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 14.7億円

（２０２０年度） 13.6億円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

ふじこんかぶしきがいしゃ

フジコン株式会社　

②所在地

〒403-0021

山梨県南都留郡西桂町下暮地588-1

mailto:recruit@fujicon-tb.co.jp
https://www.fujicon-tb.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

学生時代に自分の性格にあった仕事選びをしていたところ、担任の先生より

「介護の仕事とかいいんじゃない？」と言われ介護業務に興味を持ち入職し

ました。業務ではお客様の支援を中心に行っています。「ありがとう。助

かったよ。」の一言でやりがいをとても感じます。また、会話の中で笑った

り、教えてもらったりすることが出来ます。介護は人生の中で誰しもが一度

は体験する事だと思いますので、自分自身にも必ず役に立つ仕事だと思いま

す。

高卒求人番号
『利用者本位』を第一に考え支援及び行動のできる元気で笑顔が素敵な介護職員

19072-15529

介護老人福祉施設

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ）
『利用者本位』を第一に考え支援及び行動のできる

元気で笑顔が素敵な介護職員を求む！

特別養護老人ホーム２施設【回生荘・真心の里】グループホーム２施設【回生荘・真

心の里】　山梨県は都留市内の富士山寄りと市役所や小学校と隣接する合計４施設で

お客様を支援しています。『利用者本位』を第一に考え行動し、お客様の日常生活の

中で（接遇、余暇活動、外出介助、リハビリ訓練、食事介助、入浴介助、排泄介助、

寝返り介助、見守り等）必要とされる内容を一人一人に合う支援を行います。要介護

度が高い方や認知症状をお持ちの方等もいら

っしゃいますが、「人が好き！お年寄りが大好き」といった方でしたら絶対に継続で

きる職種です。お客様の笑顔とご満足される日々を一緒に作り上げましょう！

万円

136名

49.3歳

0554-56-8601（真心の里）

office@kaisei-so.jp

https://kaisei-so.jp

理事長　功刀融

平成15年5月1日

2億383万円

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ほうじゅかい（かいせいそう・まごころのさと）

社会福祉法人 芳寿会（回生荘・真心の里）

②所在地

〒402-0033

山梨県都留市境36

mailto:office@kaisei-so.jp
https://kaisei-so.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

Ｓさん(製造部　入社1年目 )

マシニングセンタという機械を担当しています。機械に指示を出すプログラ

ムを自分で作って、図面を見ながらアルミニウムやステンレスなどを加工し

ています。切削加工は、加工箇所が一つでもズレると全体がずれてしまうの

で、失敗が怖いという気持ちもあります。しっかりした寸法が出たときには

やりがいを感じます。1/100mmという細かい寸法が複数指定されている製品

を、良品として出せたことは自信につながりました。

高卒求人番号
品質保証　19072-10929

機械加工・研磨加工　19072-14229

金属精密切削加工

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） MADE IN JAPAN を 山梨から世界へ

当社は鉄・銅・アルミなどの金属を高い精度で削り出して製品に加工をする、金属精密

切削加工を取り扱っています。マシニング加工・旋盤加工・ガンドリル加工などを駆使

した、加工難易度の高い製品を日本国内に限らず世界中に届けています。製品は主に産

業機械部品に用いられその分野は、半導体産業、医療機器産業、食品産業、厳しい品質

基準が要求される航空・宇宙産業など、多岐に渡ります。法人化40年の節目を迎えた

2021年春、4棟目の工場が竣工し生産能力が増強しました。社員一人一人が誇りを持て

る、世界で通用するモノづくりで多くのニーズに応えています。

106,000万円

49名

42歳

0555-25-3071

info@wataken.org

http://wataken.org

渡辺兼二郎

1980年　　8月　　1日

3,000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 98,000万円

（２０２０年度） 122,000万円

（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　わたけん

株式会社　渡兼

②所在地

〒403-0022

山梨県南都留郡西桂町小沼204

mailto:info@wataken.org
http://wataken.org/



