
（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

〒408-0031

山梨県北杜市長坂町小荒間１２９３

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　あいじゅかい

社会福祉法人　愛寿会

http://www.aijyukai.com

理事長　小宮山光彦　　 

昭和４７年　7　月　24　日

０万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年） 84,740万円

（２０２０年） 84,930万円

（２０２１年） 85,660万円

142名

49歳

0551-32-3340

y-takenaka@aijyukai.com

充実した社会生活を営むため、業務において、達成感を感じられる福祉施設

を希望しました。この施設は「人が人を元気にしていく」、スタッフ１人ひ

とりが「利用者様を元気にしていく」「ご家族様を元気にしていく」「ス

タッフ自身も元気になる」そんな介護を目指しています。

「利用者様とご家族様」に「笑顔と感動」を届けていきましょう。それが私

たちのミッションです。ぜひ、一緒に充実した時間を過ごしましょう。

高卒求人番号 ケアワーカー、生活支援員 19040-83429

老人介護業務、障害者支援業務

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ）

社会福祉法人愛寿会は、昭和４７年の設立で、八ヶ岳南麓の景観に恵まれ、安全性の

高い環境を整え、スタッフ一人ひとりが目的意識を持ち、明るく楽しい中に、やさし

さやぬくもりを感じることができる魅力ある職場づくりに取り組んでいます。

　愛寿会のモットーは、「利用者本位のサービスの実践」「専門性の活かせる職場づ

くり」「地域社会との協働と貢献」です。業務においては、職員同士が支え、補いな

がらも笑顔で、楽しく、日々の仕事に向き合い、充実した時間を過ごしています。

http://www.aijyukai.com/
mailto:y-takenaka@aijyukai.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

もの作りに興味があり入社しました。発泡スチロールはプラスチック

製品に分類されます。原料や製造方法により印象の違う製品が出来上

がるのですが、私は新素材での成形を任されていて、とてもやりがい

をもって仕事をすることができています。また、若年層がリーダー

シップを取って取り組んでいる５Ｓ（環境整備）活動では、自由な発

想と意見を発信し実現できる場です。

高卒求人番号 発泡スチロール製造 19040-8529

発泡スチロール製造

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 自由な発想と行動力大歓迎！

1918年木製樽の製造販売からスタートした㈱石山は1994年に新潟県に、

2003年には山梨に自社工場を構え、屈指の発泡スチロールメーカーに成長し

ました。東京本社・新潟・福島を販売拠点に持ちながら全国各地に製品をお

届けしています。保冷性・緩衝性に優れているためアイスクリームや生活協

同組合箱を代表とする通い箱から化学薬品、液体の輸送箱に、建築現場の基

礎や素材に選ばれるなど活躍の場は広がるばかりです。

43億4,140万円

全社129名　(山梨工場35名)

全社46歳  　(山梨工場48歳)

0551-26-0200

yamanashikanri@ishiyamapack.co.jp

www.ishiyamapack.co.jp

石山　幸夫

1918（大正7）年　7　月　1　日

20,000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 44億5,120万円

（２０２０年度） 43億6,670万円

（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　いしやま　やまなしこうじょう

㈱石山　山梨工場 

②所在地

〒408-0302　　　　ほくとしむかわちょうまきはら

北杜市武川町牧原1951-1

mailto:yamanashikanri@ishiyamapack.co.jp
http://www.ishiyamapack.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

・やりがい

ひとつひとつのパーツを組み上げている時がとても楽しい

組み合わさって1つの「モノ」となる瞬間が嬉しい

・一言

大浩は年間休日127日（2022年）！フレックスタイム制度導入！プライベー

トを充実させたい、仕事も頑張りたい、そんな方をお待ちしております！

高卒求人番号
各種製造装置の組み立て・配線及び付帯する業務 14090-132829

製造装置の設計 14090-182929

精密機器装置の製造、半導体製造装置の製造、光学系精密機器の製造、検査装置等

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） モノづくりを楽しもう！！

弊社は創業以来、半導体製造装置や多様な業界で使用される検査装置、医療

機器などの高精度・高品質が求められる精密機器装置等の受託製造を行って

まいりました。

また、設計～製造までの『一貫製造』体制で行っている為、幅広い技術とス

キルが身につきます。

モノづくりが好き！興味がある！やってみたい！と思った方、一緒にモノづ

くりを楽しみませんか。

14億3684万円

51名

43.6歳

042-748-1311

maiko_sato@oohiros.co.jp

https://www.oohiros.co.jp/

代表取締役　橋本 亮

1969年

4800万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 20億1313万円

（２０２０年度） 10億9996万円

（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 おおひろ やまなしにらさきじぎょうしょ

株式会社 大浩 山梨韮崎事業所

②所在地

〒407-0011

山梨県韮崎市上ノ山3683

mailto:maiko_sato@oohiros.co.jp
https://www.oohiros.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

やりがいと達成感で充実した毎日です。

特に解放感は他の仕事では味わえないと思います。

大変な時もあるけれど、休憩時間などに、優しく頼れる先輩方とたわ

いも無い冗談で盛り上がるなど、楽しく仕事しています。

（28歳、経験年数8年）

高卒求人番号 送電線の保守業務　19040-53629

送電線のメンテナンス、伐採、通信設備工事等

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） なくてはならない電気、通信を守り届ける！

産業や日常生活に欠かすことのできない電気。

発電所で作られた電気を皆さんの近くにある変電所まで、高い電圧で大量に効

率よく送る重要な役割を送電線は果たしています。

この送電線の工事・保守を当社は担い、電力を安定的に供給し、豊かな社会づ

くりに貢献しています。

１億２７００万円

１０名

４０歳

０５５１－３７－５７８４

soda.m-oki@outlook.jp

https://oki2015.com/

大木　恵子

２０１５（平成27年）年　１０月　１９日

６００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） １億４００万円

（２０２０年度） １億６００万円

（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　おおき

株式会社　OKI

②所在地

〒４０７－０００１

山梨県韮崎市藤井町駒井２２１２－１

mailto:soda.m-oki@outlook.jp
https://oki2015.com/


送電線鉄塔

送電線の電線点検

送電線のがいし点検



（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

おきさいど　　

株式会社オキサイド

②所在地

〒408-0302

山梨県北杜市武川町牧原１７４７－１

古川　保典

2000年　10年　18日

　16億9,562万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 30億6,526万円

（２０２０年度） 35億7,961万円

（２０２１年度） 47億5,670万円

２０９名

４２．２歳

０５５１－２６－００２２

saiyo@opt-oxide.com

https://www.opt-oxide.com/

高校を卒業後入社しました。

私の仕事は、製品によって作業内容が変わります。

自分のためだけでなく、後輩に頼られたときのためにも、忘れないうちに作

業手順をノートにまとめておくようにしています。

先輩・上司は優しく、話しかけやすいので気軽に質問や相談ができる環境で

す。困ったことがあっても自分一人で抱え込まず、周りに頼ってください。

経験豊富な方たちがサポートしてくれるので安心して働けます。

高卒求人番号 技術職(開発・製造職)19040-42429 ／ 事務職19040-43029

単結晶・関連製品（デバイス、モジュール、レーザ）の製造

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 豊かな未来を光の技術で実現

当社は光の時代に不可欠な単結晶・光部品、レーザ光源などの光学関連製品を開発・製

造・販売しています。2021年4月に山梨県内で11社目となる上場をいたしました。当社の

光学関連製品は、がんの早期診断の検査装置やスマホの性能向上に欠かせない半導体の検

査装置などに搭載されています。仕事の魅力は世界的にとてもユニークで先端的な技術を

用いた製品を扱っており、多くの人々の生活に役立っていると実感できることです。

近隣高校を卒業した先輩社員が多数在籍しています。私たちと一緒にオキサイドの光技術

で世の中の課題を解決していきませんか。

mailto:saiyo@opt-oxide.com#
https://www.opt-oxide.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オキサイド 第6工場 

（国道 20 号沿い）の外観 

単結晶を用いた製品 

当社の単結晶は、スマホに使われる 

半導体ウエハの検査用レーザ製品や 

医療用 PET 装置に使われています。 

結晶育成装置の様子 

当社では用途に応じ様々な単結晶を

育成しています。 



（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

高校生の頃からこちらでアルバイトをさせて頂いていました。別の会社に就

職したのですが、この仕事が自分には合っていると思い入社しました。日々

何気ないことかもしれませんが、お客様から感謝されることが、やりがいと

なり、日々の活力になっています。この会社はとてもフレンドリーで日々楽

しく仕事をさせて頂いています。また、自分がやりたいことを会社側も応援

してくれるので、とてもやりがいを感じています。今は整備士になれるよう

勉強中です。

高卒求人番号 ガソリンスタンド・自動車整備　19040-00021729

ガソリンスタンド事業・自動車整備事業・一般貨物輸送事業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 地域のモビリティを支える企業へ！

1950年に木次二輪店をオープンさせたのが木次商事の始まりである。そこか

ら11年後の1961年にガソリンスタンド新町給油所をオープンさせ、丸善石

油、昭和シェル、ジャパンエナジー、エネオスとマークも変化しましたが、

地域密着精神はずっと変わることなく、少しづつ事業を成長させてきまし

た。時代が動き、業界も変化する中、私たち木次商事は地域のライフライン

を支える企業から地域のモビリティを支える企業へと地域の実情に合ったス

タイルに変化し続けて行きます。

309000万円

53名

42.5歳

0551-30-9120

watanabe@kitsugishouji.jp

https://kitsugishouji.jp

木次功一

1950年　4　月　　日

1400万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 273000万円

（２０２０年度） 245000万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

きつぎしょうじ

株式会社木次商事

②所在地

〒408-0011

山梨県北杜市高根町箕輪新町９－３

mailto:watanabe@kitsugishouji.jp
https://kitsugishouji.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

　　　　　　　　 きっつ　    ながさかこうじょう

（株）キッツ　長坂工場

②所在地

〒408-8515

山梨県北杜市長坂町長坂上条2040

工場長　大瀬木 哲也

1951年　1月　26日

212億708万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 127,090百万円

（２０２０年度） 84,245百万円

（２０２１年度） 135,790百万円

425名

41.7歳

0551-20-4100

k-nemu@kitz.co.jp

https://www.kitz.co.jp

バルブはモノづくりを支える縁の下の力持ちであり大きな社会貢献がで

きると考え入社しました。通信教育や資格取得の補助があり自身の頑張

り次第でいくらでも成長につながることにやりがいを感じます。また、

工場内を歩いていると部署関係なく声をかけてくれる先輩方が沢山いて

居心地が良く、そんな先輩方と休憩時間に和気あいあいと話したりする

時間がとても楽しいです。

高卒求人番号 技能職 19040-44329 ／ 総合職 19040-112229

バルブ及びその他の流体制御用機器並びにその付属品の製造・販売

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 人々の暮らしを支える企業で、一緒に働きませんか？

創業以来、半世紀以上にわたりバルブの製造・販売を続けている当社は、現

在、国内市場において最大手であり、世界でもトップ10に入るバルブメー

カーです。水や空気、石油、ガスなどの流体をコントロールするバルブの製

造・販売を通して、安心・安全な暮らしやモノづくりを支えるという誇りを

持って、社員一同、協力しながら日々前進しています。今後、世界市場でさ

らに事業を展開していくために、新製品・新技術の開発、生産効率・品質の

向上、低コスト化など、さまざまな課題に取り組んでいます。

mailto:k-nemu@kitz.co.jp
https://www.kitz.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

　職場見学をした際に、働いている皆さんが明るくコミュニケーションを

とっている点が印象的で、入社したいと思うようになりました。現在はペッ

トボトルを製造する現場で働いており、有名企業の製品製造を担うことにや

りがいを感じています。頼れる先輩が多いため、気になったことは質問する

ことと報連相を意識し、スムーズに仕事ができるよう努力しています。言葉

だけでは分からないことも多いと思いますので、ぜひ見学にお越しくださ

い！お待ちしてます！

高卒求人番号

ウイスキー樽製造機械オペレーター　19040-90529

飲料水製造機械オペレーター　19040-89729

配送センター管理オペレーター　19040-88829

飲料水製造/総合物流業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） モノづくりのスペシャリストになろう!

鴻池運輸という社名から、「ドライバーの仕事かな?」と思うかもしれませんが、工場

内での「天然水」の製造・配送管理業務が主なお仕事です。スーパーやコンビニなど

の身近な場所で目にする商品の製造に携わることができ、やりがいを感じられると思

います。

業務内容も様々あり、希望に合う仕事が必ず見つかります。

誰でもはじめは初心者です。入社後は先輩社員がしっかりサポートするので安心して

ください。

モノづくりのスペシャリストの一員として一緒に働きませんか?

15億78,520千円

191名

42歳

0551ｰ35ｰ2939

nakane.h@jpb.konoike.net

https://www.konoike.net/

鴻池忠彦

1880年

17億2,300万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 15億35,954千円

（２０２０年度） 15億56,488千円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

こうのいけうんゆかぶしきがいしゃ　ひがしにほんしてん　はくしゅうみずこうじょうえいぎょうしょ

鴻池運輸株式会社　東日本支店　白州水工場営業所

②所在地
〒408ｰ0316

山梨県北杜市白州町鳥原2913ｰ１

mailto:nakane.h@jpb.konoike.net
https://www.konoike.net/


工場全体風景 トレーラー写真

フォークリフト業務風景 場内業務風景



（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

20代男性

・航空宇宙防衛分野の製品に携わっています。自分が携わった製品が国を守り、宇宙や空へと飛び立つスケール

の大きさに責任感とやりがいを感じながら日々の業務にあたっています。実務と自身のスキルアップ、グループ

員の育成など、自己の成長につながる経験を20代でできるという職場環境に感謝しています。

20代女性

・普通科出身でなにも分からない状態で入社しました。不安もありましたが、一つ一つ丁寧に教えてくれて、サ

サキに入ってよかったと思っています。自分の力量に合った仕事ができ、色んなことに挑戦できる環境もあり、

困っているときは周囲が助けてくれる雰囲気のためとても働きやすいです。

高卒求人番号 製造職 19040-94629 ／ 生産管理 19040-95929

半導体製造装置、二輪四輪R&D、理化学機器、航空宇宙防衛を主要分野とした

ワイヤーハーネスの製造、電気・電子機器組立

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 「わたしたちは　かならず　つなげる」

ササキはあらゆるモノ、コトを繋ぐために必要なワイヤーハーネスを製造する会社で

す。製品は様々なデジタル分野で必要とされ、ニーズは増加の一途を辿っています。

山梨・宮城の両拠点で働きやすい職場環境作りやCSR活動にも積極的に取り組んでお

ります。入社後の研修が充実しているので、安心して仕事に取り組めます。繁忙期に

は残業もありますが、年間休日は平均120日前後あり、プライベートな時間が十分確

保できます。また、2022年11月には山梨新工場が稼働します。お客様や社会、従業

員やその家族の幸せのために企業活動を展開し、さらなる挑戦を続けます。

44億3915万円

261名(企業全体)

37.1歳

0551-22-3733

https://sasaki-inc.co.jp/

佐々木啓二

1995(平成7)年　8月　1日

５，０００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 23億7873万円

（２０２０年度） 28億0330万円

（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　ささき

株式会社ササキ

②所在地

〒407-0175

山梨県韮崎市穂坂町宮久保1155-1

https://sasaki-inc.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

しみずこうぎょうかぶしきかいしゃ　やまなしこうじょう

清水工業株式会社　山梨工場

②所在地

〒407-0033

山梨県韮崎市竜岡町下條南割300

代表取締役　清水 研司

1903（明治36年）年

3,000万円

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

174名（企業全体287名）

40歳

0551-22-3721（代表）　0551-21-2267（総務直通）

y-info@shimizu-kogyo.jp

https://www.shimizu-kogyo.jp

明治36年創業の伝統ある会社で、プレス・板金・溶接・組立・塗装を一貫して生産出来

るシステムに興味があり、実際に会社見学で現場を見て、多種多様な機械設備で生産し

ているのに惹かれ、私自身が「ものづくり」に興味があり入社しました。現在、溶接作

業をしています。上司や先輩方が丁寧に教えてくれ、今は一人で作業出来るようになり

ました。自らの手で1から製品を造り上げる楽しさと達成感、責任感があり、毎日充実

した仕事を行っています。お客様の要望通りの製品を納期通りに造るように心掛けてい

ます。様々な職種がありますが、「やりがい」のある仕事に就ける様、自分を信じて自

信を持ち、出来ることを見つけて焦らずに頑張って下さい。

高卒求人番号 機械オペレーター　19040-68429

自動車車体部品、住宅部材、電気部品の製造・組立（プレス加工・板金・溶接・塗装等）

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） ～　創造をかたちに　～

弊社は明治36年に会社を設立して以来、100年余の歴史があります。昭和49年1月山梨

工場の操業を開始し、世界のトップに位置するトヨタ自動車、日野自動車グループ協力

工場として優れた生産技術、多品種少量生産による高品質な製品に高い評価を得ており

ます。変化をもった市場ニーズに応えるため柔軟な体制を志し、最新技術を駆使したロ

ボットによる複雑形状、多品種自動車部品の製造、高精度のプレス、スポット・ロボッ

ト溶接、塗装などを得意分野としております。また、繊細なハンドワークによるOA機

器部品の製造や、最近では、機器部品、住宅部材なども手掛けております。

mailto:y-info@shimizu-kogyo.jp
https://www.shimizu-kogyo.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

学生の頃から彫刻を作ったり、電子機器を改造したりすることが好きで、器用さを活かせる職場

を調べていく中で昭和産業を知りました。

学校では主に農業について勉強していましたが、昭和産業では専門的な知識が無くても男女問わ

ず活躍していることを知り、ここなら安心して働けると思い志望しました。

仕事のやりがいは、様々な業務を通して知識や技術を向上させていけることです。

学生の皆さんには、自分の意志を持ち、発言する場ではしっかり言葉にするということを大事に

していただきたいです。学校では人とのコミュニケーションを大切にすると良いと思います。

高卒求人番号 装置等の組立、配線、電気調整検査等 19040-45629

・放送通信機器の組立、調整、電気検査

・各種プリント基板の組立、表面実装のマシンオペレーター、検査

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） テレビやスマホに関わるモノづくり

私達は、当社の社是である『信頼される明るい会社』をモットーにお客様に寄り添い

ながら社会に貢献できる製品の創出に努めています。

当社は、半導体製造装置や放送通信機器等、普段皆さんが目にしないところで活躍す

る機器の製造を通して、皆さんの暮らしを支えています。

専門的な知識や経験がない方も多く活躍している職場ですので、大歓迎です。

48億5,400万円

291名

40.5歳

0551-22-8601

saiyo.ss@syowa.info

https://www.syowa.com/

代表取締役社長　岩下和彦

1964年　　2月　　14日

5,000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 41億7,300万円

（２０２０年度） 43億2,100万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

         しょうわさんぎょうかぶしきがいしゃ 

昭和産業株式会社

②所在地

〒407-0011

山梨県韮崎市上ノ山3850

mailto:saiyo.ss@syowa.info
https://www.syowa.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

        しゃかいふくしほうじん　しんわかい

社会福祉法人　信和会

②所在地

〒407-0263

山梨県韮崎市穴山町５３９０

理事長　　栗原　　信

１９８６年　５月　１日

万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年） 万円

（２０２０年） 万円

（２０２１年） 万円

12５名

43歳

０５５１－２５－６１００

fukasawa-tsukasa@sip-shinwakai.jp

http://www.sip-shinwakai.jp

障害者施設で生活支援員になって５年目です。最初は知的障害

を持つ方と接したことが無く不安で戸惑うことが多かったです

が、利用者の純粋な笑顔やちょっとした成長を感じられるとや

りがいを感じます。人との関わり方、相手を理解していくプロ

セスは生きていく上で大切なことだと思います。是非一緒に成

長していきましょう。

高卒求人番号 介護職19040-23229　／　生活支援員19040-24529

障害者支援施設　穴山の里、特別養護老人ホーム　穴山の杜

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） あなたを必要とする人達がここにいます！

当法人は　知的障害者の生活支援穴山の里や、老人の特別養護

老人ホーム穴山の杜などを運営しております。子供も障がい者

も高齢者も共に生きる地域社会の実現に向けて地域との連携を

図り地域に住まわれている皆様が、お互いに「お蔭さまで」と

言い合える感謝の気持ちが普遍的に広がっていく地域社会の実

現を目指します。

mailto:fukasawa-tsukasa@sip-shinwakai.jp#
http://www.sip-shinwakai.jp/#


障害者支援施設穴山の里

特別養護老人ホーム穴山の杜

流しそうめん



（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

パソコンを使ったデスクワークに興味があって入社し、CADという基板設計

をする専用ソフトを使ってパターンをデザインする業務に携わっています。

様々な図面から回路や部品形状を読み取る所から始まり、定められたサイズ

内に部品を配置し、部品間を配線するパズルのような仕事です。黙々と画面

を見ての仕事かと思いきや、生産現場の方や顧客との打ち合わせが必要な場

面があり、多くの情報を共有しながらモノ造りを進めていくことに面白みを

感じます。当社で是非あなたの力を発揮してください！

高卒求人番号
プリント基板のパターン設計／製造工程に向けての製造設計

19040-5729

プリント基板のパターン設計/当社生産工場向けの製造設計

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 自分でデザインしたものを世に出そう！

当社は開発/設計～製造～部品実装・組立を国内で一貫して対応しているプリ

ント基板メーカーです。プリント基板は皆さんの生活の身近にあり、例えば

スマートフォンやパソコン・カメラ・プリンター、車や家電のような様々な

電子機器に用いられています。韮崎市の山梨デザインセンターでは、専用の

CAD・CAMシステムを使い熟しながら、主にプリント基板のデザインと製造

工程に向けてのデータ編集の業務を担っています。

万円

78名

45歳

0551-21-3780

recruit2@shinwa-print-ind.co.jp

https://www.shinwa-print-ind.co.jp/

山田 和夫

昭和５５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）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

     しんわぷりんとこうぎょうかぶしきがいしゃ

伸和プリント工業株式会社 山梨デザインセンター

②所在地

〒407-0014

山梨県韮崎市富士見1-7-5 清水ビルB館１F

mailto:recruit2@shinwa-print-ind.co.jp#
https://www.shinwa-print-ind.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

              かぶしきがいしゃちぼりにらさき

株式会社ちぼり韮崎

②所在地

〒407-0033

山梨県韮崎市竜岡町下条南割596-51

樋口　太泉

1984年10月　　

4800万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 22億9300万円

（２０２０年度） 18億4900万円

（２０２１年度） 万円

150名

41歳

0551-22-5835

tivoli_nirasaki＠tivoli-hd.com

http://www.tivoli-hd.com/

・お菓子を作ることがもともと好きでした。好きなことを仕事にしたいと思い入社を決

めました。

・入社後の現在は、出来上がった菓子のチェックや箱詰めをしています。工場内では他

にも多くの工程があります。

・作ったクッキーが店頭に並んでいるのを実際に目にするとやりがいを感じます。”美味

しかった”というお客様からの手紙が励みになり、また嬉しくなります。

食べてくれるお客様の笑顔を浮かべながら、私たちと一緒に美味しいお菓子で皆の幸せ

を創りましょう!!

高卒求人番号 菓子（クッキー）製造 19040-6129

菓子製造/クッキー

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 私たちと美味しいお菓子でみんなの幸せを創りましょう！

　弊社は、贈答用アソートクッキー生産の国内トップシェアを賜る菓子メーカーです。本社は、神

奈川県湯河原町にある『㈱ちぼりホールディングス』です。　生産工場として、神奈川県に『㈱ち

ぼり湯河原』が、山梨県内には弊社の他に　『㈱ちぼり甲府』とパック工場の『㈱ちぼりスイーツ

パック＆サプライ』の2社があります。グループ全体としては、約800人の仲間が働いています。

また、海外各国にも菓子を多く輸出しています。

私達ちぼりは､「おいしいお菓子でみんなの幸せを創ります｡｣を社是とし、この言葉の真の実現を

全社員の生きがい、使命とし常に新しいお菓子を創り続けます。

http://www.tivoli-hd.com/#




（ふりがな）

③代表者

④創　業

⑤資本金

⑦従業員数

⑧平均年齢

⑨連絡先（電話）

⑩連絡先（メール）

⑪ホームページ（ＵＲＬ）

⑫事業内容

⑭先輩からのメッセージ

（内容例）
・入社したきっかけ・理由は？

・担当している仕事？

・どんなところにやりがい、

　楽しさをかんじるか？

・どんなことに心がけているか？

・後輩へ一言　など

・入社したきっかけは学校の先生からの紹介でした。

・入社してからは機械の事をよく学び、プラスチックシートの

　生産作業をしています。

・仕事をしていくうえで怪我をしないこと、分からないことは先輩に

　聞いて、教えてもらった内容をメモにしっかり取ることを心掛けて

　います。

高卒求人番号 機械オペレーター　19040-102129

プラスチックシート製造

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ）

当社は食品用プラスチック容器の材料（プラスチックシート）を製造する会

社です。

当社の製品は全国規模の食品メーカー様で製造された食品容器（アイスク

リーム、飲料等）としてスーパーやコンビニで販売されています。

入社時研修等社員教育に力を入れており、技術や知識を修得し、製造工程す

べてを行なえる人材を育成しています。

28億7,881万円

21名

42.5歳

0551-23-3891

chuou-fukaya@blue.ocn.ne.jp

田邊 春代

昭和54年　9月

1,000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 28億4,708万円

（２０２０年度） 25億6,834万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

ちゅうおうしょうこう　かぶしきがいしゃ　にらさきこうじょう

中央商興　株式会社　韮崎工場

②所在地

〒407-0033

山梨県　韮崎市　龍岡町　下條南割　516番地の4

mailto:chuou-fukaya@blue.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

転職組である私は、長く続けられる和やかな社風の会社を求めて、入社しま

した。入社後は、経理や総務の事務方として働いておりますが、現場の運転

手や試験員、プラントにいる製造員が活躍しやすいように、環境や労働条件

を整えることに気を配っています。和気あいあいとした、相互協力的な雰囲

気は、古くからある会社の強みで、働きやすく居心地が良いのは、多くの社

員が口にしています。社内見学の方を、心からお待ちしています。

高卒求人番号 品質管理・試験室業務 19040-41529

生コンクリートの製造及び販売

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 堅実な社風で、地道に成長する会社へ来ませんか。

峡北地区では、最も古くから営業している生コン会社のひとつで、韮崎

市・南アルプス市を中心に、公共・民間を問わず、生コン・砂利等を地

域に提供して参りました。高い品質と時間厳守の配達で、多くのお客様

からの信頼を得、堅実に成長してきた会社です。業界全体として、高齢

化が問題になる中、若い力を必要としています。研修・資格取得に力を

入れ、じっくりと伸びていく方を求めております。

２９０００万円

２５名

４５歳

０５５１－２２－２３１５

chubukk.somu@gmail.com

https://www.big-advance.site/s/158/1287

渡辺　登

１９６０（昭和３５）年　４月　１５日

１０００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） ３００００万円

（２０２０年度） ３１０００万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

　　　　　ちゅうぶけんざいこうぎょう

中部建材興業㈱

②所在地

〒407-0031

山梨県韮崎市竜岡町若尾新田1212

mailto:chubukk.somu@gmail.com
https://www.big-advance.site/s/158/1287




（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

　金属加工は、旋盤からNC旋盤へ移り源蔵は複合旋盤へ、マシニングセ

ンターも２次元から３次元の機械へと変わってきました、弊社の金属加

工もPCを使い図面からCADを利用しCAM操作にて加工を進める時代へと

変わりつつあります、柔軟性や新たなる発送、チャレンジ精神を持っ

た、若手へ変わりつつあります、現在複合旋盤の担当オペレーターは３

３歳の女性です、覚えることは沢山ありますが丁寧な指導を行ってまい

ります。

高卒求人番号 機械切削加工 19040-29929

半導体製造装置部品製造

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） セカンドステージへ！若き力を求む。

　平成13年に半導体製造装置部品製造業とし発足し、旋盤・マシニング加工

を中心にしてまいりました、令和3年5月より第2工場を新設を期に複合旋盤を

導入、令和4年5月に5軸制御マシニングセンターを追加導入、各メーカーから

のニーズに対応できる体制を整えてまいりました。次へのステップアップを

求めて少数精鋭の従業員で最高のパフォーマンスを求めるために、若き力を

求める企業へ。

https://dex-yamanashi.co.jp

保坂　浩男

２００１（平成１３）年７年　日

300万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） １億００００万円

（２０２０年度） 1億１０００万円

（２０２１年度） １億３０００万円

19名

４２歳

0551-22-7350

ono@dex-yamanashi.co.jp

②所在地

〒407-0175

韮崎市穂坂町宮久保4784-1

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

　　　　　　　　　　  　　　でっくす

有限会社　デックス

https://dex-yamanashi.co.jp/
mailto:ono@dex-yamanashi.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

〒407-0033

山梨県韮崎市龍岡町下條南割510番地

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

とうめいかがくこうぎょうかぶしきがいしゃ　やまなしこうじょう

東名化学工業株式会社　山梨工場

松本　圭二

1965年（昭和40）2月

9,000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

誰もが知っている【コーヒーのカップ】や、【カップ麺】の容器など、身の回りにあ

る商品に関わるプラスチック製品を沢山製造し、全国の皆さんにお届けするのが私た

ちのお仕事です。

全国の大手スーパーやコンビニなどで自分が携わった商品を見たときには、本当に感

激しました。身近な生活の中に役にたっている実感や面白さ、やりがいなども東名化

学工業の大きな魅力です。先輩社員が丁寧に指導してくれたので安心して作業するこ

とが出来ました。モノづくりの楽しさを一緒に味わいましょう！

高卒求人番号
     プラスチック容器の検査・梱包スタッフ 19040-70929

     カップ麺やスープ、アイスクリームの容器の製造オペレーター 19040-71829

直近3か年平均　95億

プラスチック製品　製造業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 原材料からシートへ。ものづくりの第一歩はここから始まります

プラスチック軽量食品容器（カップ麺・アイスクリーム・デザート・ドリンク等）をシートから

成形・印刷（グラビア・曲面）し製品を製造及び全国に販売しています。全国に4工場を展開

し、誰もが目にするスーパー・コンビニ等に並ぶ商品を、原材料から成形と印刷まで一貫生産を

しています。お子様からご年配の方まで、誰でも安心して使える容器を目指しています。大手食

品メーカーを取引先とし、業界トップシェアを誇っています。創業以来業績も好調です。若い人

（2020年全社22名入社、2021年全社20名入社）が多く活気があります。現状維持だけではな

く常に問題意識を持ち、改善策を考えながら行動を続け、より良い未来を目指していきます。

125名

38.8歳

0551-22-7021

s_takagi@tomei-c.co.jp

http://www.tomei-c.co.jp/

mailto:s_takagi@tomei-c.co.jp
http://www.tomei-c.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

〒407-8510

韮崎市円野町上円井3139

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

            かぶしきがいしゃ　ないとうはうす

株式会社内藤ハウス

http://www.naitohouse.co.jp

内藤　篤

1967（昭和42年）年8月

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） 203億6000万円

337名

43歳

0551-27-2131

recruit@naitohouse.co.jp

地元山梨に貢献したい、形あるものを残したいと考え建設業界を選択した。数ある建設会社の

中で、安定感があり自身が成長でき環境にある当社を選んだ。

担当している仕事は、施工管理。

幅広い知識と技術を身に付けた先輩方は頼りになる存在。相談しやすい環境があり学ぶ機会も

多く安心して働ける。上司や同僚との会話は楽しく恵まれた人間関係は人としての成長にもつ

ながる。

多くの人と関りチームで仕事をしていくのは楽しい。目標に向かって協力し、自分力を精一杯

発揮した結果が、何十年も「地図に残る」建物になることで、やりがいと誇りを実感。経験が

成長の糧になる。

高卒求人番号
設計・施工管理　19040-60329　／　木工　19040-61629

溶接・機械操作　19040-64729

・システム建築及び自走式立体駐車場の製造・建築事業

・一般建築事業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 確かな提案力と技術力で時代をリード

内藤ハウスのコア・テクノロジーは、システム建築です。在来建築や自走式立体駐車場などの事業の多角

化、新規事業開発、優れた企業体力のシステム建築技術が核となって形成されました。開発した自走式立体

駐車場は大臣認定を取得し、都市部の駐車場不足に役立っています。東日本大震災、熊本地震では仮設住宅

の建設を手掛けなど社会に貢献してきました。経済産業省より地域未来牽引企業に選定されています。自社

工場を持ち、設計から生産、施工までの一貫システムを確立しているので、技術者には建築を一貫して手掛

けることが出来ます。営業は豊富な実績を基に幅広いお客様接する事が出来ます。ホテル事業はスパランド

ホテル内藤、城のホテル甲府は２０２０年6月リニューアルして甲府駅前にオープンしました。山梨県内に

４店舗、東京都内に２店舗の合計６店舗を運営しております。内藤ハウスは若い人材を積極的に採用し１０

０年企業を目指します。

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


本社社屋

当社商品　DX



（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つかんこう

株式会社日設管興

②所在地

〒407-0175　

山梨県韮崎市穂坂町宮久保５２９３番地

窪田　茂

１９７７年　１０月　１日

３０００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１８年度） ８臆１４００万円

（２０１９年度） ９億１６００万円

（２０２０年度） ６億１５００万円

４４名

４２歳

０５５１－２３－１２３８

m.kubota@nissetsukanko.co.jp

https://www.nissetsukanko.co.jp

・施工管理（工事部の監督業務）ベテランスタッフへのインタビュー

【入社のきっかけ】以前は測量の会社にいましたが、設備工事という分野は

   施工した形が見える点が良いと思い入社を決めました。

【仕事でうれしかったこと】お客様に仕事完了時に感謝していただいたとき。

【やりがいを感じるのはどのような仕事をしているときですか？】

　自分の書いた図面通りに配管が収まったとき。工事が完成したとき。

【仕事で心がけていること】ミスや間違いがないよう心がけています。

【今後の目標を教えてください】以前に施工管理をしていた先輩のように、

　早く仕事が進められるようになりたいです。

高卒求人番号
管工事管理スタッフ　19040-4829

管工事作業スタッフ　19040-3929

①山梨県内の公共／民間建築物の空調・衛生設備の施工および施工管理

②東京および関東エリアへの消火設備用プレハブ配管(加工管)の製造販売

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ）
国家資格取得のサポートいたします！

今年で創業46年、設立44年の設備工事業です！

　当社は、山梨県内の公共／民間建築物の配管にかかわる設備の新築、改修工事の施工および施

工管理を行う部門と、韮崎工場にて設計製造している建築設備用のプレハブ配管を、東京都内お

よび関東一円に販売する部門、大きくふたつの部門に分かれます。

　建設業という業界柄、お客様や協力会社様、地元の方々などたくさんの方と接する機会が多数

あり、コミュニケーション能力に自信のある方、大歓迎です！

　常に自分の技術力向上に努め、周囲と協力し合ってモノづくりに情熱を注げる力を、いま必要

としています！

　若手社員やベテランの先輩・上司によるしっかりとしたフォロー体制も充実し、管工事に関わ

る国家資格のサポートも行います！



社内打合せ風景

工場風景



（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

自分を活かせる山梨県内の企業を目指していました。当社に関しては企業見

学会に参加したのですが、モノづくりといった工場の業務が社会貢献に直結

している点に安心感を覚えたことに加え、働く人たちの温かい雰囲気に共感

して入社を決めました。先輩社員とも良いコミュニケーションが図れる雰囲

気がある会社で、仕事がとても楽しく、満足できる日々を送っています。応

募前の職場見学はとても重要だと思います。

高卒求人番号 製造・設計 19040-25429

半導体、FPD、分光分析、搬送、検査計測関連装置・機械の設計・製造

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 自分らしさを！　キミを待ってるＺ！

設計や製造の現場では若手も女性も大活躍中！女性管理職もいる中で皆に活

躍の場があり輝ける会社です。半導体やフラットディスプレイパネルの製造

装置、検査や自動製造の装置など、設計・製造で長く実績を残してきている

会社、水素燃料電池やテラヘルツ分光装置という新技術にも積極的にチャレ

ンジしています。聞きなれない社名でお堅く感じるかもしれませんが、現場

は非常に柔軟性があり、和気あいあいとした雰囲気があります。工業科系で

も商業科系でも普通科系でも受け入れています。

37億9576万円

159名

43歳

0551-22-8998

太田 怜那（rena.ota@pnp.co.jp）

https://www.pnp.co.jp/

古屋　俊彦

1984年3月1日

5000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 28億1730万円

（２０２０年度） 35億7067万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

　　     にっぽうぷれしじょん

日邦プレシジョン（株）

②所在地

〒407-0175

韮崎市穂坂町宮久保734

https://www.pnp.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 にらさきでんし

株式会社 韮崎電子

②所在地

〒 407-0037

山梨県韮崎市大草町若尾359-1　　

折居 武彦　　

1988 年　6　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） 　80,000 万円

（２０２０年度） 112,000 万円

（２０２１年度） 145,000 万円

99 名

39 歳

経理人事部　0551-23-2111

h-endou@niraden.co.jp   sugaya@niraden.co.jp

http://www.niraden.co.jp

　私が通学していた高校の近くに韮崎電子があり、通学時や体育の時間に会

社の様子が伺え興味を持ちました。職場見学させていただき説明を受けたこ

とが決め手となり入社を決めました。入社後は装置や制御盤の製作を行って

おります。今では一人で、装置や制御盤の製作が出来る様になりました。 技

能試験のチャレンジも出来、スキルアップを図る事も出来ます。また、ソフ

トボールチームをはじめ、社員間のコミュニケーションやお客様との交流機

会も多く、充実した時間を過ごしています。

高卒求人番号 製造業務 19040-12829

半導体製造装置、各種電子機器製造装置の設計・製造・販売

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 人と環境と新しい価値を創造する

「人と環境と新しい価値を創造する」

そのために私たちは人材育成に取り組んでいます。

＜韮崎電子の３つの強み＞

① 国家技能検定資格に裏付けられた技術力

② 一貫生産による短納期対応

③ より安心できる高品質

mailto:h-endou@niraden.co.jp%20%20sugaya#
http://www.niraden.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

・私は機械関係の仕事が好きで入社しました。入社後各部署への研修の中で、先輩方

からの明るい挨拶や、細やかな説明を受けたことを覚えています。最初は出来なかっ

たことが出来るようになり、とてもやりがいと楽しさを感じています。是非とも一度

見学に来てください！一緒に働けることを楽しみにしています。(20代男性)

・北東技研工業はKITZグループの一員で、とても働きやすい会社です。上司や役職者

の方とも気軽に話せ、とても参考になります。先輩方も優しい人が多く、毎日を楽し

く過ごす事が出来ています。(20代男性)

高卒求人番号
非鉄金属製品の製造切削加工・検査・組立・ろう付

19040-11929

住宅水道管部品・圧力スイッチ部品・消防設備部品の製造

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ）

1966年創業以来、継続して金属加工のノウハウを蓄積・継承してまいりました。

2004年に山梨工場を設立し、切削加工とろう付をメインとした生産活動を行い、特に

ろう付に関しては、約4メートルの加熱部を有した無産化炉により、低温から高温まで

の幅広い熱処理を施し、同種・異種合金の接合を行っています。お客様のニーズに応

えるべく、あらゆる加工に挑戦し、量産品から少量多品種まで、納期・品質にこだわ

りを持った生産体制を整えています。「信念・誠意・努力」を合言葉に、『強くて良

い会社』の実現に向けて従業員一丸となって挑戦し続けています。

万円

38名

41歳

0551-42-5151

http://hokutohgiken.co.jp/company/

代表取締役社長　　矢嶋　俊郎

1966年

5200万円

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

      ほくとうぎけんこうぎょうかぶしきがいしゃ

北東技研工業株式会社

②所在地

〒408-0112

山梨県北杜市須玉町若神子4601

http://hokutohgiken.co.jp/company/#


第1工場

検査風景



（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

●私は、2020年4月に入社しました。もともと機械や乗り物が好きなのでｺｰｽ課に所属しｺｰｽ整備の仕事に従事し

ています。

1年を通じて、寒さ・暑さ・雨や雪など様々な変化があり大変なこともありますが、景観の良い広大な敷地を機

械に乗り整備していると時間を忘れてしまいます。最近は任される仕事も増えており、やりがいを感じていま

す。先輩方にはやさしく丁寧に教えて貰いましたので、今度は私が教える立場として頑張りたいと思います。

●接客と事務の両方の仕事をしたいと思い入社しました。現在担当している仕事は、お客様をお迎えするフロン

ト業務・メールや電話でくる予約の対応をする事務業務です。

お客様から「楽しかった」「また来るね」と声を掛けてもらった時にとてもやりがいを感じます。

ゴルフ知識がなくても先輩方が丁寧に教えてくれるので、楽しく一緒に働きましょう。

高卒求人番号
  【ゴルフ場】　　　　　　　　キャディマスター室スタッフ 19040-56729

                   レストランホールスタッフ 19040-57129 ／ レストラン調理 19040-58229

                             フロントスタッフ 19040-59529 ／ コース管理 19040-67529

ゴルフ場、ホテル

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） ようこそ高原のリゾートコースへ。

北の杜カントリー倶楽部は八ヶ岳山麓の標高750メートルに位置する、フラットで

広々とした高原丘陵コースです。2021年春には2番ホールをロングホールに拡張し

コース全長7,152ｙ、山梨県下第三位のチャンピオンコースとしてリニューアルオー

プンいたしました。宿泊施設ホテル北の杜はゴルファーはもちろんビジネス・観光目

的で利用するお客様もいらっしゃいます。スタッフ数は約60名と小規模ですが社内の

風通しが良いのでチームワークがよく、素晴らしい景色のもと四季を感じストレスな

く働ける職場です。

63,400万円

61名

54歳

0551-32-1111

nagayoshi@kitanomori-cc.jp

www.kitanomori-cc.jp

中山 聖来

H16年 3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） 62,500万円

（２０２０年度） 54,400万円

（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 ほくとりぞーと

株式会社 北杜リゾート

②所在地

〒408-0037

山梨県北杜市長坂町中島4402

mailto:nagayoshi@kitanomori-cc.jp
http://www.kitanomori-cc.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

高校生の時にMipoxへインターンシップに参加し、その際に世界中に拠点があると知

りました。自分もいつか海外に出て日本とは違った環境でMipoxの製品に携わってい

きたいと思い入社しました。入社後は１つの班で機械を使い、生産の切り替えや準

備、測定などをしています。やりがいはとても感じ、班の方々と協力しながら作った

製品が日本国内だけではなく世界中に使用されているので、とても誇らしく思いま

す。覚える事はたくさんありますが、先輩方に教えてもらい出来るようになった時は

とても嬉しい気持ちになります。

Mipoxに入社し、一緒に働ける事を楽しみにしています。

高卒求人番号
製造職

19040-7229 ／ 19040-22129 ／ 19040-35029

精密工業部品の製造工程に使われる研磨フィルムの製造等

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 塗る・切る・磨くで世界を変える！！

1925年に顔料と色箔の輸入業者としてドイツ資本により設立されました。その後、箔

の塗布技術を応用して研磨フィルムの製造に成功し、1970年代に本格的に研磨業界に

参入しました。現在は、研磨剤の製造から受託加工、研磨コンサルティングまでを社

内でトータルに手がける総合研磨メーカーへと成長し、今後もさらなる高みを目指し

ていきます。当社が求める人材は「世界を変える」ワクワク感と常にチャレンジし続

ける情熱を持った方です。一緒に世界を変えて行きましょう。

104億４,900万円

222名

39歳

0551-38-2111

m-tamura@mipox.co,jp

https://www.mipox.co.jp

渡邉　淳

1925（大正14年）年11月21日

33億7,956万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 73億3,800万円

（２０２０年度） 73億6,100万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

              まいぽっくすかぶしきがいしゃ

Mipox株式会社

②所在地

〒409-1501

山梨県北杜市大泉町西井出8566

mailto:m-tamura@mipox.co,jp
https://www.mipox.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

〒408-0041

山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3434-8

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

まくせるかぶしきがいしゃ　こぶちざわじぎょうしょ

マクセル株式会社　小淵沢事業所

https://www.maxell.co.jp/

代表取締役　中村啓次

1960年9月

122億0000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年） 1,450億4,100万円

（２０２０年） 1,390億5,500万円

（２０２１年） 1,382億1,500万円

1,408名

44.4歳

0551-36-3733

recruit-sliontec@maxell.co.jp

身体を動かすことが好きなので、製造の仕事を希望しました。

粘着テープの製造ラインで粘着剤の製造を担当しています。

職場の先輩は優しく仕事を教えてくれて、仕事以外の話などもしたり楽しく過ごして

います。

仕事を覚えて、出来なかったことが自分で出来るようになると自分の成長を感じるこ

とが出来、やりがいを感じます。

就職活動中のみなさん、色々な会社を見て、自分が働きたいと思える会社を見つけて

くださいね。

高卒求人番号
粘着テープ製造業務 19040-85329／ 品質管理（測定、分析）など19040-86629

マシンメンテナンス・工作業務 19040-87929

粘着テープ、粘着関連製品の研究開発・製造・販売

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 明るく元気に前向きに！

布粘着テープの生産量日本一のテープメーカーです。テープの他、粘着関連製品は暮

らしの中の様々な分野(自動車・半導体・ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ・建築等)で活躍しています。

入社後には入社時教育、２年目ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修、各階層別研修、資格取得支援、自己啓

発支援等の教育･研修体制がありご自身のスキルを磨いていただけます。

入社３年目までの若手社員に聞いたアンケートでは、当社を選んだ理由について86％

の方が、「会社の雰囲気が良い」と答えています。

ぜひ私たちと共に、楽しく働きましょう！

https://www.maxell.co.jp/
mailto:recruit-sliontec@maxell.co.jp


外観構内

外観正門より

代表製品_布粘着テープ



（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

       みついきんぞくだいかすと

三井金属ダイカスト株式会社

②所在地

〒407-8555

山梨県韮崎市大草町下條西割1200番地

星川　次夫

2014年　　7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） 10,289百万円

（２０２０年度） 9,292百万円

（２０２１年度） 10,730百万円

169名

41.9歳

0551-23-3121

dc_saiyo@mitsui_kinzoku.com

https://www.mitsui-kinzoku.co.jp/project/diecast

「入社してよかった」と思えることについて

・一定の緊張感はありつつも、職場の雰囲気が和気あいあいとしているとこ

ろ。

・お客様の思想や自動車業界全体の動向、さらには各工程に関するさまざま

なノウハウを学ぶことができる点。

・入社前は「堅い雰囲気」と思っていたが、入社したら全く異なり、明るい

職場だったこと。

高卒求人番号
ダイカストの製品の製造・加工に関する業務 19040-113529

経理事務 19040-114429

自動車向けアルミダイカスト製品の製造および販売

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） Re:Tech～技術に応える～

当社は、1962年に発足された三井金属鉱業・ダイカスト事業部を前身として、2014

年に設立されました。60年にわたり業界をリードしてきた高い生産技術と、非鉄金属

素材の幅広い知見を強みに、着実な歩みを続ける企業です。

歴史と経験に裏付けされた技術力と、非鉄金属素材を知り抜いたマテリアルの知恵を

掛け合わせた社内一貫生産体制により、私たちは可能性に満ちたダイカスト製品を通

じて、国内外の様々な産業の未来を創造することに絶えずチャレンジし続けていま

す。

mailto:dc_saiyo@mitsui_kinzoku.com
https://www.mitsui-kinzoku.co.jp/project/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

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

みらぷろ

株式会社ミラプロ

②所在地

〒408-0111

山梨県北杜市須玉町穴平1100

津金　洋之

1984年　　6月　　30日

9,750万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 247億円

（２０２０年度） 244億円

（２０２１年度） 292億円

650名

40歳

0551-42-5111

mpcsaiyou@mirapro.co.jp

https://www.mirapro.co.jp/recruit/

工業系の高校に通っていたので、その経験を活かせる企業を探していました。実際に

ミラプロを見学した際に、製品の製造工程を見て「僕もやってみたい」と思ったこと

がきっかけです。

現在は真空管という製品の溶接工程を担当しています。

最初は出来なかったことが出来るようになった時にやりがいと楽しさを感じます。

ぜひ一度見学に来てください。

一緒に働けることを楽しみにしています！

高卒求人番号 製造 19040-51029

精密機械機器製造・真空部品、設計開発製造販売・医療機器製造組立

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 技術を世界へ、そして明日へ。

当社は1984年の創業以来、継続的に安定した成長を続けています。その原動

力となっているのが「挑戦する姿勢」であり、現状に甘んじることなく新し

い技術や市場・事業に挑んでおります。これまで溶接・真空技術を柱として

きましたが、今後は医療・科学エネルギーなど業界の枠を超え新しい事業が

拡大していきます。私どもと一緒に挑戦していただける皆様をお待ちしてい

ます。

mailto:mpcsaiyou@mirapro.co.jp#
https://www.mirapro.co.jp/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

・入社したきっかけ・理由は→高校に求人があり、興味がある仕事だったから

・担当している仕事→印刷機オペレーター（機長）

・どんなところにやりがい、楽しさを感じるか

→自分達が印刷した製品を店頭で見たときにやりがいを感じます

・どんなことに心がけているか

→一緒に働いている仲間と協力し、より良い仕事ができるように心掛けている

・後輩へ一言　など

→達成感ややりがいを感じられる仕事ですので、是非一緒に働きましょう

高卒求人番号 印刷機械オペレーター 19040-46929

食品・医療品・日用品・工業用軽包装材料の製造

及び販売等コンバーティング事業の企画・加工・販売

⑬企業ＰＲ

私達メイワパックスはお客様の課題解決を目標として、製品企画の提案から

請け負い、実績に培われた印刷・ラミネート・特殊加工技術で、食品、医療

品、化粧品、電子部品にいたるまで、様々な市場に多彩な製品を送り出して

います。例えばカップ麺の外装、シャンプーの詰め替えなど、コンビニ、

スーパーなどで見かかけた事のあるものをつくっている会社です。募集して

いる印刷機械オペレーターは、商品の顔となるパッケージに命を吹き込む仕

事です。

268億3000万円

950名

38.7歳

050-3821-6884

chitoshi.matsumoto@mpx－group.jp

http://meiwa.mpx-group.jp/

代表取締役社長　増田　淳

1962年3年　日

３億5000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 263億6300万円

（２０２０年度） 261億8000万円

（２０２１年度）

(キャッチフレーズ）街中にあふれるメイワ商品！一緒につくりましょう

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わぱっくす　にらさきこうじょう　　　

株式会社メイワパックス　韮崎工場

②所在地

〒407-0035

山梨県韮崎市大草町下條西割1411

mailto:chitoshi.matsumoto@mpx－group.jp#
http://meiwa.mpx-group.jp/#


株式会社　メイワパックス　韮崎工場



（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

【先輩からの入社してよかったこと】

・展示会やセミナーに参加出来るので、新しい情報に触れる機会が多く勉強になる。

・様々な業務を体験できるので色々な知識を吸収できる。

・仕事を通じて社外に多様なネットワークを築くことができる。

・セミナー等学習の場に積極的に参加させてもらえる。

従業員のインタビューなど、ぜひホームページをご覧ください。

（ホームページ→会社概要→採用情報）

高卒求人番号
金属部品切削加工(旋盤・フライス盤・マシニングセンターオペレーター） 19040-00017429

各種機械設備の修理・メンテナンス 19040-00018029

金属部品の切削加工・各種機械設備メンテナンス・修理　他

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 成長と挑戦

㈱茂呂製作所は、切削加工による部品製作・工場設備の治工具・装置製作・メンテナンスサービ

ス等を手掛ける製造業の総合サービスメーカーです。機械加工においては、マシニングセンター

や汎用フライス・NC旋盤・汎用旋盤を使用して、主に鉄・ステンレス・銅・アルミなどの材料

を図面に基づいて削り出し、治工具の部品を創りあげます。単品・小ロット製作が主になりサイ

ズは手のひらにのる小さなものから1000ミリ幅の大きなものまで幅広く、短納期対応に加え、

メンテナンスサービスを強みとしており、緊急・定期メンテナンスにより、機械の故障率低減や

生産効率向上の提案もしております。

日々違った対応となることから、新しい技術習得ができる楽しい職場環境です。

万円

27名

37歳

0551-23-3366

k.shimada@moross.co.jp

https://moross.co.jp

茂呂　哲也

1966年（設立1978年7月1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　もろせいさくしょ

株式会社茂呂製作所

②所在地

〒407-0001

韮崎市藤井町駒井3169

mailto:k.shimada@moross.co.jp
https://moross.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

やまなしあさひだいやもんどこうぎょうかぶしきがいしゃ

山梨旭ダイヤモンド工業株式会社

②所在地

〒407-0031

山梨県韮崎市龍岡町若尾新田800

代表取締役社長　竹内友幸

1970（昭和45）年　9月　21日

4800万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 26億5600万円

（２０２０年度） 22億4500万円

（２０２１年度） 27億7600万円

140名

42.2歳

0551-22-7501

sameta@asahidia.co.jp

https://yamanashiasahi.co.jp/

　もの作りに興味があり、「モノづくり」の基本となる工具を製造している

山梨旭ダイヤモンド工業（株）に入社しました。

　担当している仕事は、ダイヤモンド砥石をお客様から要望された形状に工

作機械を使って形作る加工作業となります。ダイヤモンド工具は多品種少量

生産。オーダーメイドの製品製造は自動化ではなく、人の手によるきめ細か

な製造ノウハウが必要です。一筋縄ではいかないカスタムメイドだからこ

そ、やりがいを感じます。

高卒求人番号 製造職 19040-36329

ダイヤモンド工具の製造

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 『モノづくりをもっと面白く』

　当社は、地球上で最も硬い素材であるダイヤモンドの硬さを利用したダイ

ヤモンド工具の総合メーカーです。切る、削る、磨くといった「モノづく

り」の基本となる製造工程において、ダイヤモンド工具はなくてはならない

存在です。『モノづくりをもっと面白く』を経営理念に掲げ、グローバルに

「モノづくり」を支えています。

　＼ 令和3年度 やまなし産業大賞では最優秀賞を受賞しました ／

mailto:sameta@asahidia.co.jp
https://yamanashiasahi.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

（職員Kさん）家族に急なことがあった時に有給が取りやすくて助かってま

す。（職員Ｏさん）資格をとるのに協力的でありがたい。（職員Ｍさん）雰

囲気が高齢者施設とは思えない。（職員Ｎさん）入居されている方と話が出

来る時間がちゃんととれる所がいいですね。（職員Ｔさん）上下関係なく意

見が言えるのがいいところですね。（職員Ｙさん）入社したきっかけは安定

しているからでしたが、仕事をしていくうちに人の思いやりや笑顔が一番や

りがいを感じ、もっと勉強したいと思った。

高卒求人番号 介護職　19040-47829

介護事業（特別養護老人ホーム長寿荘の運営）

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 福祉で幸せに暮らせる社会

【施設の移転】R3年12月に北杜市須玉町若神子に施設を移転

【資格の支援】介護福祉士の研修、受験料、交通費、宿泊費の負担なし

【委員会活動】全員がどれか委員会に所属し、意見交換、勉強が出来る。

【有給の取得】年間平均10.2日　仕事とプライベートの両立ができる。

【取り組み】 介護用リフトの導入、クックチルでの食事提供、全国の施設と

のWEB研修で水分摂取を中心とした自立支援介護を勉強

３億７７１５万円（法人全体）

７５名

４０歳

０５５１-３０-７７３２

mail@yuushin.or.jp

http://www.yuushin.or.jp

理事長・施設長　清水裕史

１９７８（昭和５３）年　７　月　３１　日

７４６５万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） ３億１７１７万円（法人全体）

（２０２０年度） ３億２３０５万円（法人全体）

（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ゆうしんふくしかい　とくべつようごろうじんほーむ　　ちょうじゅそう

社会福祉法人友伸福祉会　特別養護老人ホーム長寿荘

②所在地

〒４０８－０１１２

北杜市須玉町若神子２１６９－１

mailto:mail@yuushin.or.jp
http://www.yuushin.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

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　ろくようしゃ　こーなーぽけっと

有限会社　六曜舎コーナーポケット

②所在地

〒407-0261

韮崎市中田町小田川154

小野　曜

平成２年４月２０日

１０００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年） 4億２９００万円

（２０２０年） ３億２９００万円

（２０２１年） ３億３４００万円

６２名

42歳

０５５１－２６－２３６６

info@rokuyousha.co.jp

www.rokuyousha.co.jp

・焼きたて、作り立てのパンでお客様が笑顔になって頂けるのが、仕

事の喜びに繋がります。

・お客様には安心、安全なパンをお届けしなければと責任感を持って

仕事をしています。

・平均年齢42歳ですが、経験のない若い社員も活躍しています。

高卒求人番号
パン製造 19040－27329

パンの検査、検品、梱包、出荷、配達 19040-28629

パン製造販売

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） お客様に喜んでいただける、商品サービスの提供

コーナーポケットは、県内に３店舗の直営店を持ち、菓子パンや弊社オリジナルの

「八ヶ岳ブレッド」、ラスク等の製造販売と、県内のスーパーやサービスエリア、

ホテル・ペンション、幼稚園等に業務用パンを納品しております。また、「八ヶ岳

ブレッド」は主に全国の有名デパートや生協で販売しております。近年、山梨の特

産を生かした、シャインマスカットのパンも大好評です。

　また、ネット販売も増加しており、北海道から沖縄まで全国の皆様から多くの注

文をいただいております。

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


本社（本店）全景 　　製造作業

韮崎本店（店内） 　　   検査室（検査・検品作業）

韮崎本店（店内） 　　   八ヶ岳ブレッドの商品ラインナップ

製造作業室 　　　 季節ごとのキャラクターパン


