
（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

あいてぃーえっくすこみゅにけーしょんずかぶしきがいしゃ

ITXコミュニケーションズ株式会社

②所在地

〒220-0005

神奈川県横浜市西区南幸1丁目1-1

JR横浜タワー26階（受付25階）

高田　泰司

2017年　　10月　　10日

2億円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 万円

（２０２０年度） 585億4,600万円

（２０２１年度）

未来を創造するには常に挑戦が必要です。

当社は【出る杭は伸ばす】という育成方針のもと、お客様に喜ばれるために成長を続けている会

社です！モバイルサービスを通して、お客様一人ひとりに寄り添い生活を豊かにするとともに、

社会貢献・地域貢献を目指しています。

・業務：当社運営auショップにて携帯電話の新規契約・機種変更・各種契約変更・修理受付・店

内POP作成など

・育成：日報（毎日の業務の振り返り）・ロールプレイング（社員と模擬接客での練習）・ペア

販売（育成担当スタッフと販売）

万円

1,326名

31歳

050-3116-5600

itxc-saiyo@itx-corp.co.jp

他の会社に比べて話を聞きだしてくれる雰囲気や、まずは挑戦させて

くれる環境にも惹かれました。

入社後にはじめての経験が多く困ることもあると思いますが、信頼で

きる方からアドバイスをもらうことが大切です。

わからないことは素直に積極的に聞いて、たくさん学んでください

ね！

高卒求人番号

　auショップでのコンサルティング営業職

【山梨県甲斐市】14010-00161129・【山梨県山梨市】14010-00162229

【山梨県韮崎市】14010-00163529・【山梨県中央市】14010-00164429

　【TOPページ】https://www.itx-com.co.jp/

　【新卒採用ページ】https://www.itx-com.co.jp/recruit/newgrads/

テレコム事業を中心とした情報サービス事業

全国にauショップ221店舗、UQスポット12店舗運営

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 挑戦は未来を変える！

mailto:itxc-saiyo@itx-corp.co.jp
https://www.itx-com.co.jp/
https://www.itx-com.co.jp/
https://www.itx-com.co.jp/
https://www.itx-com.co.jp/
https://www.itx-com.co.jp/
https://www.itx-com.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

〒404-0042

山梨県甲州市塩山上於曽１８９６

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

                      うえのこうぎょう

植野興業㈱

http://www.ueno-kougyou.jp

植野　正人

１９５５（昭和３０年）年　４月２５日

６５００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年） １２億８６３７万円

（２０２０年） １５憶６２３４万円

（２０２１年） ２３憶４２５７万円

２７名

４９歳

０５５３－３３－２１００

ueno.k@kcnet.ne.jp

私たちの仕事は、工事の実務的な作業をするのではなく、現場監督（現場代理人）という工事現

場の総合的な管理をする仕事で、設計図に則して工期内に無事、工事を完了させる仕事です。現

場を進めていく中で、難しいこともありますが、上司や協力業者の力を借りて難題を乗り越えた

ときはとても達成感があります。担当する現場ごとに工事内容も異なり、自然を相手にしている

ので、日々学べることが多く、とても充実しています。資格などは入社してから勉強して取得し

ていくので、心配することはありません。また、休憩時間に先輩や協力業者の方とたわいもない

冗談で盛り上がるときがとても楽しいひとときです。やる気と向上心のある方を心よりお待ちし

ています。是非一緒に、植野興業で働きましょう。

高卒求人番号
土木施工管理技術者・建築施工管理技術者

19030-30229

総合建設業（土木一式工事、建築一式工事）

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 未来を担う子どもたちに誇れる仕事を！

　昭和30年に設立し、以来65年間、総合建設業として地域と足並みを揃え、一歩ずつ前進して

きました。経営理念である「お客様の満足と信頼、社会性の高い評価を獲得する」の下、地域社

会に愛され、親しみを覚える企業を目指し、社員一丸となって歩を進めています。社会貢献事業

や社員教育に力を入れ、社会的責任や役割の理解を培い、土木・建築ともに、当社の強みである

社員力を生かした技術・高品質を提供しています。

　65年間と歴史ある会社ですが、従来のノウハウを生かしながらも、やはり令和の時代に活躍で

きる企業になるためには、やる気と活気のある若い力が必要不可欠です。

http://www.ueno-kougyou.jp/
mailto:ueno.k@kcnet.ne.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

②所在地

〒４０５－００４２

山梨県山梨市南１３３５番地

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けいしんふくしかい　けいしんろじぇやまなし

社会福祉法人恵信福祉会　恵信ロジェ山梨

https://www.keishin-group.net/roger/

理事長　古屋千秋

平成１６年１０月１８日

万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年） 4億7,812万円

（２０２０年） 4億7,912万円

（２０２１年） 4億7,948万円

６７名

４１．９歳

０５５３－２０－１７１１

k-logernaru@zpost.plala.or.jp

恵信ロジェ山梨で働き始め１３年が経ち、様々な出会いと別れがありました。入職後、ある女性

の入居者様を担当することになり、自分以外の人の「生活」や「人生」について初めて深く考

え、悩みました。時には自分の未熟さから後悔が残る介護をしてしまったこともありました。私

が暗い表情をしていると、「大丈夫！！長い人生だよ。生きてればいいこともあるさ。」とその

方がニコっと笑ってくれたので、思わず私も「笑顔」になりました。『ひとりひとりを 大切に』

これは、恵信ロジェ山梨の「理念」です。この理念が人との「絆」を深くし、この理念が私たち

を「笑顔」にしてくれます。私にとって、この「笑顔」こそが「介護の魅力」だと思います。

高卒求人番号 介護職 19030-19929

介護サービス

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 恵信ロジェ山梨は、一人ひとりの生活を大切にしています。

恵信ロジェ山梨の「ロジェ」には人が住まうという意味があり、一人ひとりの生活を

大切にしていきたいという思いが込められています。そのため、当施設は全室個室で

個人のプライバシーに配慮しており、介護サービスにつきましてもより個人に合った

生活支援を提供していくよう努めております。

・「先駆的に職場環境改善に取り組む施設」として認定されました。

   （H28年度、H29年度）

・「山梨県介護の魅力 優良施設」として表彰されました。（H30年度）

https://www.keishin-group.net/roger/
mailto:k-logernaru@zpost.plala.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

私が担当している仕事は仕込み液や製造した製品サンプルが規格に適

合しているか製品の検査を行っています。スーパーなどで自分が携

わった自社の製品が置いていあるととてもやりがいのある仕事だと感

じます。また2年に1度グループ会社があるタイ・ベトナムの海外研修

旅行、クラブ活動、納涼会など他部署の方と係る機会もたくさんある

ので仲良く仕事ができます。ぜひ一緒に働てみませんか？

高卒求人番号 製品製造・加工 19030-11729

酒類・調味料製造販売

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 世界へ！＜ＵＭＡＭＩ＞創造企業

海外(タイ、ベトナム)グループ会社と協力してウイスキー、焼酎、み

りんなどの酒類と調味料を主に海外で開発したものを輸入して充填・

販売を行っています。販売は日本を始めとして世界各国に販売してい

ます。飲む酒(ウイスキー、果実酒、リキュールなど)と食べる酒(みり

ん、料理酒、醗酵調味料など)を顧客のニーズに合わせて幅広く製造を

しています。

https://www.sanfoods.jp/

内田　晃人

1976年　1月　20日

6,000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１9年） 6,640百万円

（２０２０年） 7,063百万円

（２０２１年） 7,637百万円

97名

40.1歳

0553-32-3343

hirotsugu.gomi@sanfoods.jp

②所在地

〒404-0036

山梨県甲州市塩山熊野1205-1

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

　　　　　　　　　ｶ)サン．フーズ

株式会社サン．フーズ

https://www.sanfoods.jp/
mailto:hirotsugu.gomi@sanfoods.jp


工場内作業

商品

韮崎工場外観



（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　じゅこうかい

社会福祉法人　壽光会

②所在地

〒４０４－００１２

山梨市牧丘町室伏２４５２

理事長　武藤治光

平成１４年４月１日

１億６２００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） ８億６０３５万円

（２０２０年度） ９億０５７１万円

（２０２１年度） ９億２５７４万円

正規職員９３名、パート職員等６９名

正規職員４２歳、パート職員等４８歳

０５５３－３５－５５２２

jyukokai@jyukokai.jp

https://jyukokai.jp

先輩が丁寧に分かりやすく教えてくれたので頑張ってこれたと思います。

（Ｈ31.4入職Ｆ）。お休みをきちんといただけるので、子育てや趣味の時間

もとれてリフレッシュできます。また、失敗を恐れずに全力投球で仕事に打

ち込めています（Ｈ31.4入職Ｔ）。１回目の挑戦で介護福祉士に合格しまし

た（Ｈ28.4入職Ｋ）。僕も１回目で介護福祉士に合格しました（Ｈ29.4入職

Ｉ）。日々発見のある仕事。プライベートとのバランスも取りやすい職場だ

と思います。給料も休みも割りと良いと思います（Ｈ25.4入職Ｓ）。

高卒求人番号 介護職員（正規） 19030-5229

介護事業（特養２、デイ３、小多機３、訪問介護、サ高住１他）

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 笑顔と生きがい

【安定度抜群】【将来性もＯＫ】【給与水準上昇中】

（私たちが自信をもって言えること）

その①：明るい職場の雰囲気、その②：丁寧に教えます、その③：悩みや仕

事の相談をしやすい、その④：しっかり働いてしっかりリフレッシュ、その

⑤：良いことはどんどん取り入れる

（今、力を入れていること）

タブレット記録システム、スマホでの情報共有、働きやすい職場

mailto:jyukokai@jyukokai.jp
https://jyukokai.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

            しらゆりじょうぞう　　　　

白百合醸造株式会社

②所在地

〒409-1315

甲州市勝沼町等々力８７８-２

内田　多加夫

１９３８（昭和１３）年　　月　　日

１,０００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） ２憶４０００万円

（２０２０年度） ２憶１０００万円

（２０２１年度） ２憶３０００万円

２０名

４５歳

０５５３-４４-３１３１

yazaki@shirayuriwine.com

https://shirayuriwine.com/

高卒求人番号 ワインの製造　１９０３０-１９２９

ワインの醸造

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） ワイナリー第一線で活躍したい方待ってます

製造部は現在少数精鋭の５人。非常にチームワークのとれたメンバーで構成されてい

ます。仕事での不安や悩みなどしっかり共有・フォローできる環境のもと、どのワイ

ナリーよりも高品質なワインを一緒につくっていこうと製造チーム一丸となって日々

業務にあたっています。毎年、国内外のワインコンクールで受賞歴があり、昨年は規

模・知名度が特に高い国際ワインコンクール（ＤＷＷＡ）で、最高賞のプラチナ賞を

受賞しました。（国内メーカーでは３社のみ）白百合製造部のメンバーとして、第一

線で活躍したい方を募集しています。

mailto:yazaki@shirayuriwine.com
https://shirayuriwine.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　  とうあ　とね

株式会社　東亜利根ボーリング

②所在地

〒404-0047

山梨県甲州市塩山三日市場1900-1

伊藤　春彦

1917年（大正6年）　5月　4日

９，５００　万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） ５８８，２０３　万円

（２０２０年度） 　６４７，５３１　万円

（２０２１年度） ５１６，４６０　万円

129名（山梨県は59名）

45.0　歳

0553-20-2600

toatone.enzan@tone-boring.co.jp

https://www.toa-tone.jp

ものづくりができる地元企業での就職を希望しており、工場見学でボーリングマシン

を見た際に、独特な外観や迫力で衝撃を受けた事が入社のきっかけになります。

仕事の内容は国家事業や国内外でのインフラ整備に使用される機械の組立に携わって

いて、製品が完成した際は達成感を味わえます。

福利厚生に関しては作業着が汚れても自社敷地に温泉がある為、入浴と着替えが可能

で通勤車両が油等で汚れる心配もありません。

また完全週休二日制なのでプライベートや趣味の時間が確保できる所も大きいです。

工場見学だけでも可能ですので、興味があればお問い合わせ下さい。

高卒求人番号
19030-00010829(機械組立・整備) 　19030-00013229(溶接工)

19030-00015429(機械設計)　　　　 19030-00014529(社内SE)

ボーリングマシン（掘削機械）の製造と販売

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） ”継続的な創造”から”新たな価値創造”へ向かい挑戦

1917年の創業以来、たくさんのお客さまに支えられてボーリング技術を核とした

歴史を紡いでくることができました。

21世紀に入りまして、社会経済情勢も一段とめまぐるしく変化し、発想の転換を

求められる時代となってまいりました。

特に2010年度以降での急激なグローバル化の進展に伴い、発想を変えて前へ進む

ことができる人材育成に注力しながらも、お客さまにとって驚きと魅力ある企業

づくりを併せて行っていくことが私たちの使命と考えております。

mailto:toatone.enzan@tone-boring.co.jp#
https://www.toa-tone.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

以前から食品製造業に興味がありました。会社説明会に参加し説明している

社員の女性が明るくてやりがいを感じ入社しようと思いました。現在は製造

にかかわる原料の発注・管理・棚卸・委託元の担当とやり取りしています。

自分がかかわり、製造された製品が店頭に並んでいるのを見ると嬉しさや誇

りを感じます。生産に携る一人一人が次工程にお客様という意識を持ち、常

にお客様の笑顔を思い浮かべながら、仕事に取り組んでいます。

貴方がかかわった製品でお客様を笑顔にしよう。

高卒求人番号 食品製造 19030-16029

アイスクリーム及び中華饅頭のOEMメーカーです。

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） みなさまを笑顔に

当社は、自然豊かな山梨県内で1958年の設立よりアイス製造にかかわり、今まで培っ

てきたノウハウで日々製造しています。大手の食品メーカー様から委託された商品の

生産(OEM生産)を基本としておりますが、最近では商品開発にも力を入れておりま

す。2011年には食品安全マネジメントシステムの国際規格「FSSC22000」の認証

を、国内の乳製品業界で初めて取得するなど、透明度の高い工場経営、高水準の品

質・安全管理システムは高く評価されています。また、アイスクリームや中華饅頭製

造は山梨の美味しい水にこだわって製品をつくりあげています。

222,857万円

135名

36.3歳

0553-22-2611

f-nakagawa@fujisyoku.co.jp

https://www.fujisyoku.co.jp

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺　仁

1958年　1　月　16　日

2,400万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 199,257万円

（２０２０年度） 186,500万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

     ふじしょくひんこうぎょうかぶしきがいしゃ

冨士食品工業株式会社

②所在地

〒405-0013

　　　　　　　　　　　　　　　山梨市鴨居寺170

mailto:f-nakagawa@fujisyoku.co.jp
https://www.fujisyoku.co.jp/


会社外観

作業風景

商品



（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

・物流業の怖いイメージがありましたが、会社見学をしたら明るい雰

囲気の職場でしたので入社を希望しました。（令和2年4月入社）

・若手が主力となって会社を動かしており、やりがいがあります。

（平成25年4月入社）

・会社への提案がスピーディに検討してもらえる（平成27年4月入

社）

高卒求人番号
物流プランナー（総合営業職） 19030-4129

運転士（見習いおよび助手） 19030-7429

運輸　倉庫

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） work と culture の両立を目指します

〇少ない時間外労働

物流プランナー（営業職）などの後方担当職の時間外労働は月平均20時間以下、運転士でも月平

均60時間以下となっております。

〇高い定着率

入社後３年以内離職率は統計の取れる1996年以降で4.9％　95％以上の社員が定着。

〇余暇の充実をサポート

プライベートを充実させ文化的に生活して欲しいという願いから「サークル活動助成制度」をス

タートいたしました。

１２億００６４万円

７５（正社員５３）名

４６．５（正社員３９．５）歳

０５５３－２２－１６１１

masao.nakamura@yamanashitsuun.com

http://www.yamanashitsuun.com/

中村　一郎

１９４２（昭和１７）年　７月　７日

４８００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） １１億７１７０万円

（２０２０年度） １１億８６２３万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

                     やまなしつううん

山梨通運(株)

②所在地

〒405-0014

山梨県山梨市上石森１０４８

mailto:masao.nakamura@yamanashitsuun.com#
http://www.yamanashitsuun.com/#



