
（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

ありめんとこうぎょう

アリメント工業株式会社

②所在地

〒409-2212

山梨県南巨摩郡南部町南部7764

代表取締役社長　若尾修司

１９８３（昭和５８）年７年２７日

2,400万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 非公表

（２０２０年度） 非公表

（２０２１年度） 非公表

385名

40歳

0556-64-3360

na-sato@aliment.co.jp

https://www.aliment.co.jp

・当社を選んだ最大のポイントは？：もともと製薬会社を志望していましたが、たま

たま当社を見つけ、「健康食品」という「食品」と「製薬」の中間で学べるのが魅力

的に感じ募集しました。それで面接の時に、個人の長所というか可能性をよく見てく

れる会社だなと感じて、ここで働きたいと思いました。

・先輩の皆さんは？：皆さんとてもやさしく、聞けばなんでもいろいろ教えてくれま

す。『現場目線』でのアドバイスも戴けるので大変勉強になります。

・後輩たちにアドバイス：なぜ？と疑問に思ったことはすぐ調べてみる、そんな行動

をとれる人はこの会社向きだと思います。

高卒求人番号 製造・生産管理　19050－9229（指定校あり）

健康・栄養食品、医薬部外品などの総合ODMメーカー

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 未来を、もっと健康に。

当社は健康・栄養食品、医薬部外品などの総合ODMメーカーとして、安全で

高品質なサプリメント等の開発・製造を手がけています。

最近の「健康志向」や「急激な高齢化」などをうけ、国際標準に匹敵する製

造設備、品質管理・品質保証体制を整備するとともに、消費者のニーズや市

場動向をにらんだ提案型の営業・研究開発を通し、日本および世界の健康産

業の発展に貢献しています。

mailto:na-sato@aliment.co.jp#
https://www.aliment.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

きーてっく　やまなしこうじょう

（株）キーテック　山梨工場

②所在地

〒409-2522

南巨摩郡身延町下山11371

中西　宏一

1958（昭和33）年　4月　　日

2億6840万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 81億300万円

（２０２０年度） 86億7200万円

（２０２１年度） 119億3300万円

203名

40歳

0556-64-8223

k_yata@key-tec.co.jp

http://www.key-tec.co.jp/

私はものづくりが好きで、製造業を志望していました。その中で、地元の木

材を無駄なく使う当社に興味を持ち入社いたしました。最初は不安しかあり

ませんでした。しかし先輩や上司の方々の指導もあり、少しずつですが仕事

が出来るようになりました。失敗も沢山しました。今もします。その失敗を

糧に成長することができているのは相談に乗ってくれる先輩や、何でも話せ

る上司など、周囲の方々や職場環境のおかげだと感じています。

高卒求人番号 工場内作業　19050－7729

合板・木質住宅建材の製造及び販売

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 日本最新鋭の合板工場でともに成長しよう！

令和元年（2019年）4月に稼働を始めたばかりの日本で最新鋭の合板工場、キーテッ

ク山梨工場。幹部スタッフ以外は9割以上が山梨県内で採用され、年齢層も10代から

60代と幅広いものの、合板工場での勤務経験がなかった人ばかりなので、新しい工場

とスタッフのみんなが一緒に成長していける環境です。

山梨を中心とした国産材を活かした合板の利用が増えるほど、SDGsの達成や温暖化防

止をはじめとした地球環境の保護に役立ちます。地域に貢献し地球環境にも貢献でき

るキーテック山梨工場でぜひいっしょに働きましょう！



工場全体

機械

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

西八代郡市川三郷町大塚1064-7

２２０，８５４万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

                         きょうさいでんき

京西電機株式会社

②所在地

〒409-3611

          ito_r@kyosai.co.jp総務部　伊藤

代表取締役　田野倉 寛

１９６４（昭和３９）年２月

４，４５５万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） ２４６，５８５万円

（２０２０年度）

EMS事業（基板実装、装置組立）電源事業（カスタム電源設計・開発）

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 任されるから、やりがいが生まれる！

２８６，７３９万円

１３４名

４４．３歳

０５５－２７２－２２１１

                                        https://www.kyosai.co.jp

物作りに興味があり、製造業を希望し、入社しました。

入社時は、装置組立や電気検査を経験させてもらい、現在は管理職として担

当部署の総合的な管理を行っています。会社では『改善活動』に力を入れて

います。問題を見つけ、改善する事により従来より生産性を上げ、業績に繋

がる活動を全社的に取り組んでいます。いろいろな事にチャレンジさせても

らえ、知識/技術的にも自分自身が成長できる環境があります。

興味を持ったそこの君！！ぜひとも一度見学に来てください！！

高卒求人番号 製造 19050-29329 ／ 生産技術 19050-31729

お得意先　お取引先を通じ　社会に役立つ企業

産業機器・電子計測器・通信機器の開発・生産を通して社会に貢献しています。

地域の皆様を通じ　社会に愛される企業

地域に貢献できる活動を行い、地域社会とのつながりを大切にしています。

事業を通じ　従業員一人一人を大切にする企業

会社の発展がそのまま社員の幸福な私生活につながる事と考えています。

mailto:ito_r@kyosai.co.jp
mailto:ito_r@kyosai.co.jp
mailto:ito_r@kyosai.co.jp
https://www.kyosai.co.jp/
https://www.kyosai.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

物作りに興味があり、入社致しました。　今は、キッチンに使う引出

しを製作する部署にいます。　自分の作ったキッチンを、お客様が

日々使ってくださっていると思うとやりがいを感じます。　キッチン

にも色々な種類があるので、部品や部材の色など間違えないように作

業しています。　物を作るのが好きな高校生の皆さん、私たちと一緒

にカッコイイ製造業を目指してみませんか。

高卒求人番号 家具製造工　19050-3329

システムキッチン製造

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 目指せ！カッコイイ製造業！！

タカラスタンダードのキッチンと洗面化粧台を作っています。　毎年、タカ

ラさんから最優秀賞をいただいており、活気があふれる会社です。　日々、

キッチンを使うお客様の事を考え　丁寧にかつ効率よく作業しております。

若い人材も多いので、切磋琢磨しながら成長できる環境です。　ぜひ、弊社

を見学にいらしてください。　お待ちしております。

10億円

55名

30歳

055-278-8822

reiko.kidoku@sun-wood.jp

http://www.sun-wood.jp

森田　涼子

明治40年　

1000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度）　 10億円

（２０２０年度） 10億円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

さんうっど

(株)サンウッド

②所在地

〒409-3611

西八代郡市川三郷町大塚1108-15

mailto:reiko.kidoku@sun-wood.jp
http://www.sun-wood.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

子供のころから外で遊ぶのが大好きな女の子でした。大きくなったら、太陽の光を浴

びながらできる仕事に就きたいと思っていました。夏の暑い日、地元の建設業者の工

事現場で汗だくになりながら作業している皆さん、測量機器を覗きながら計算してい

る監督さんを見て、大変だなと思う以前にかっこいい！と思ったのが建設業を就職先

に選ぶ原因でした。そして今、会社に就職しこの仕事は大変だけど、確実にみんなの

生活を豊かにしたり、みんなの生命・財産を守るやりがいのある仕事なんだと実感し

ています。弊社は決して大きな会社ではありませんが、働く人みんな家族のようで頼

りがいがあります。男の職業と思われがちですが、男女隔たり無く活躍できる職業で

す、私と一緒に働きませんか？

高卒求人番号 現場技術者（監督員）　19050-13929

土木・建築業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 山梨で一番働きやすい「どけんや」を目指す！

会社成立は昭和２４年ではありますが、創業は大正時代までさかのぼります。した

がって、峡南地方の建設業者としては一番古い歴史を持っており、社員もその誇りを

もって仕事に従事しております。長年の建設業経営や地域貢献に対し地域住民から絶

大な信用を頂いております。公共工事受注を主たる売り上げとしており、県発注の令

和元年度工事から三年連続優良工事獲得により特別表彰を受注しております。建設業

の生産性個以上や働き方改革に積極的に取り組み、ICT技術導入のためのソフトや対応

できるパソコンの購入や、社員の就業環境向上のため、社員の意見を積極的に取り入

れる様々な活動を行っています。

３億３９６３万円

１９名

３８．６歳

０５５－２７２－３１１１

sunada00@olive.ocn.ne.jp

砂　田　武　士

昭和２４年３月１５日

３０００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） ４億３２２６万円

（２０２０年度） ５億４１４２万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

すなだけんせつこうぎょうかぶしきがいしゃ

砂田建設工業株式会社

②所在地

〒409-3612

山梨県西八代郡市川三郷町上野８３０番地

mailto:sunada00@olive.ocn.ne.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、現在、食品容器の成型を担当しております。

入社したきっかけは、コンビニ等で使用されている弁当容器等の製造に携わ

ることで、社会への貢献が身近に感じられると思い入社しました。

自分が担当した製品がコンビニやスーパーに並んでいると、とても嬉しくや

りがいを感じます。

成型の仕事は奥が深く、まだ難しいこともありますが、先輩方の指導を受け

ながら、少しでも早く・良い物を生産出来るよう頑張っています。

是非、皆さんも、私たちと一緒に食文化に貢献してみませんか？

高卒求人番号 機械オペレーター　19050－25229

プラスチック製食品包装容器（トレー、弁当容器 他）の製造・販売

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 常に安全・安心と製品力の向上に努めるプラスチック製食品包装容器メーカーです。

当社は、スーパー、コンビニ等で使用されるトレー、弁当容器などのプラス

チック製食品包装容器の大手メーカーとして、創業以来、時代に対応した素

材開発や製品開発、環境問題にも積極的に取り組んでいます。

東証スタンダード上場、三菱商事グループ。

4,766,600万円

125名

43歳

0556-66-3211

itohk@chuo-kagaku.co.jp

https://www.chuo-kagaku.co.jp/

工場長　坪井浩幸　　

昭和36年　1月30日

72億1,275万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 4,803,400万円

（２０２０年度） 4,793,600万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

ちゅうおうかがくかぶしきがいしゃ　やまなしこうじょうだいにじぎょうしょ

中央化学株式会社　山梨工場第二事業所

②所在地

〒409-2102

山梨県南巨摩郡南部町福士28505-4　　

mailto:itohk@chuo-kagaku.co.jp
https://www.chuo-kagaku.co.jp/


工場外観

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

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

とうたいかぶしきかいしゃ　ふじかわこうじょう

東タイ株式会社　富士川工場

②所在地

〒409-2103

山梨県南巨摩郡南部町万沢4617

工場長　大﨑守正

1928年　8　月　28　日

3億8,210万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 139憶万円

（２０２０年度） 140憶万円

（２０２１年度） 141億万円

115名

38歳

0556-67-3041

kana_shijo@totai.com

http://www.totai-f.jp

地元の企業と比較して、休みと給与が多かった事。女子寮が有るので独り暮らしがしやすいと思

い東タイを選びました。女子寮といっても、普通のアパートを会社名義で借りてくれて、家賃も

安く、通勤時間、車で30分以内、立地条件も良く住みやすいです。

私が作業しているノンソルラミネートは環境にやさしく、女性だけの職場で気兼ねすることなく

作業できるので働きやすく気にいっています。現場で発生したトラブルに対して冷静に対処出来

る様になった事や、昨年実績より、クレーム・再加工が0件だった事など結果が目に見えてわか

ることでやりがいを感じられます。経験は必ず、これからの人生の役に立つと思うので、色々な

仕事にチャレンジしてみて下さい。

高卒求人番号 技能職　19050-12629

食品包装用プラスチック軟包装資材の印刷及びラミネート加工

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） パッケージの東タイです。

“東タイ”という名を初めて聞いた方は、「いったい何の会社？」と思ったに違いあり

ません。何しろ、東タイブランドとして世の中に販売している製品はありません。

スーパーやコンビニの店頭に並ぶ、菓子やレトルト食品、誰もが一度は目にしたこと

のある「パッケージ」。これを製造しているのが、わたしたち東タイです。“パッケー

ジングエンターティナー”東タイ株式会社は、皆さんの知らない所でこっそり活躍して

います。馴染みのない会社ではありますが「実は馴染みのあるものを作ってい

た・・・」、そんな東タイ株式会社の事を少しでも覚えて頂ければ幸いに思います。

mailto:kana_shijo@totai.com
http://www.totai-f.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

　ゴルフ場の業務は多種にわたりますが、どの業務にも共通して言え

ることは、雄大な大自然に囲まれた環境の中で、お客様に夢と楽しい

思い出作り、喜びを提供することが出来る仕事である、ということで

す。また、提供するサービスを通じて、お客様の笑顔を見ることに仕

事の価値を見いだすことが出来ます。

　明るくアットホームな雰囲気の職場で、一緒に働いてみませんか。

高卒求人番号
フロント・マスター室業務 19050-4629

レストランサービス 19050-6829  ／ コース管理  19050-5929

ゴルフ場

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） たくさんの「笑顔」に出会えるお仕事です！

　弊社は創業４８周年を迎え、地域に根付いたゴルフ場として、ホスピタリ

ティを第一に日々サービスの向上に努めております。ゴルフコースは、長年

の実績と蓄積した知識、技術を活かしたコースコンディション作りに取り組

む一方で、伝統に甘んじることなく常に進化を目指しております。また、ク

ラブハウスは常に清潔感を維持し、レストランではホスピタリティ溢れる接

客と調理を提供し、お客様が快適に過ごしていただける環境づくりに取り組

んでおります。

http://www.fujiroyal.com

宇佐美　忠紀

１９７４（昭和４９）年　７月　１４日

５０００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年） ４億８７００万円

（２０２０年） ３億７０００万円

（２０２１年） ４億４０００万円

８２名

５０歳

０５５６－６７－３３１４

y-noda@fujiroyal.com

②所在地

〒409-2103

山梨県南巨摩郡南部町万沢７４８３

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

とうほうじしょ　かぶしきがいしゃ　ふじろいやるかんとりーくらぶ

東邦地所　株式会社　富士ロイヤルカントリークラブ

http://www.fujiroyal.com/
mailto:y-noda@fujiroyal.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　ふじけんせつじょ

株式会社 富士建設所

②所在地

〒409-3423

山梨県南巨摩郡身延町飯富1292番地3

代表取締役　戸栗弘毅

昭和４２年　６月

３，０００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） ３億２０００万円

（２０２０年度） ２億６０００万円

（２０２１年度） ２億８０００万円

１７名

４５歳

０５５６-４２-２３８０

toguri.k@fujik.jp

就職先を考えている後輩へ

私は高校で土木について学ぶうちに興味を持ち始めたのがきっかけです。土木工事で

完成したものは地図に残るものが多いので、自分自身もそういった形に残るものを作

りたいと思い、この仕事を選びました。

　建設業に対して厳しい、大変という印象が強く不安もあると思いますが社内の雰囲

気は本当にものすごくよく、話しかけやすかったり相談しやすい環境だと思います。

とても働きやすい会社だし、魅力的な仕事なので興味がある方は一緒に働きましょ

う。

高卒求人番号 現場管理者又は土木工事作業員　19050－10029 

建設業（土木工事、上下水道工事、解体工事）

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 若い力で未来を明るくしよう‼

現在、山梨県及び町発注の公共工事を身延町内を中心に施工している建設会社です。

創業時からは、道路や河川工事などいわゆる一般土木工事のみを行っていましたが、

平成１７年度より上水道事業に参入し水道工事業も行っています。

　また、地域に密着した会社として毎年１～２回、地元の保育所や高齢化した農事組

合等へのボランティア活動等を１０年以上行っています。

災害時や緊急時には、日常生活には必要不可欠な水道や道路等地域のインフラを守り

社会に必要とされる会社を目指して日々業務に取り組んでいます。

mailto:toguri.k@fujik.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

しゃかいふくしほうじん　　　ふれあいくらぶ

社会福祉法人 ふれあい倶楽部

②所在地

〒４０９－３６０６

山梨県西八代郡市川三郷町高田３０４

淡路　啓三

２００５（平成１７）年 １２月 １日

（社会福祉法人につきなし）

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） ６億２，４００万円

（２０２０年度） ６億４，１００万円

（２０２１年度） ６億６，９００万円

１０６名

４３歳

０５５－２７２－３３５５

rindou-no-sato@fork.ocn.ne.jp

　幼い頃、両親が共働きであったため、祖父母が私の面倒を見てくれました。

そのお陰で私はここまで成長することが出来たので、恩返しがしたくて介護の仕

事を選びました。

　入社したての頃、先輩方は介護の経験の無い私に対して、一から丁寧に、優し

く、ゆっくりと教えてくれました。また、施設の雰囲気も職員のチームワークも

良く、私はすぐに馴染むことが出来ました。入居者様も毎日笑顔で穏やかに生活

されていて、入居者様にとっても、職員にとっても居心地の良いところです。

高卒求人番号 介護職 19050-19429

高齢者介護事業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） もうひとつの我が家を目指して

　社会福祉法人ふれあい倶楽部は、「りんどうの里」と「うぐいすの森」の

２つの特別養護老人ホームを運営しています。

　両施設とも、自然と街並みの調和した環境の中で、広々とした明るく開放

的な施設となっています。

　また、当法人では、家庭での生活が困難になったお年寄りが、「新しいも

う一つの我が家」で、安心して、その人らしく、当たり前の生活を送ってい

ただけるような施設づくりに努めております。

mailto:rindou-no-sato@fork.ocn.ne.jp#


りんどうの里

うぐいすの森



（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

かぶしきがいしゃまるみけんせつこうぎょう

株式会社 丸美建設工業

②所在地

〒409-3606

西八代郡市川三郷町高田２９７４

芦澤　文久

1971年（昭和４６）年　１２　月　　７日

２０００万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 2億円

（２０２０年度） 2億円

（２０２１年度） 2億7千万円

１２名

４９歳

０５５－２７２－０３７１

k.marumi@smile.ocn.ne.jp

http://www.yamanashi-machitsukuri.jp/marumi-kensetsu/

毎年夏に、高校生の建設業労働体験受け入れ企業としてセミナーを実施して

います。　建設業における技能・技術の価値やものづくりの尊さを体験した

高校生からたくさんのメッセージをいただいています。（インターンシップ

生からのメッセージ）・道路の舗装は迫力があってカッコいい！・現場でコ

ミュニケーションをとりながら工事をしていてびっくりした！・自分にも地

図に残る仕事ができるんだと思った！・パワーショベルや重機を運転してみ

たいと思った！・ドボ女になりたい！女子でもできる仕事があるので感動し

た！　などなど。

高卒求人番号 現場技術者　19050－14829

建設業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 峡南の未来をともに創ろう！

おかげさまで2021年に創業50年を迎えました。山梨県峡南地域の地方公共団体や自

治体と連携しアスファルト舗装の道路工事と施工管理を行っています。社会全体のDX

（デジタルトランスフォーメーション）が加速化するとみられる中、生産性の向上や

働き方改革にも取り組みながらも誠実と優しさをモットーに地域社会に貢献していま

す。また弊社の女性の力は現場に多様な価値観や創意工夫をもたらしています。建設

産業における女性の活躍を応援していきたいと思います。（現在YouTubeで建設業の

情報発信や安全衛生活動を弊社の女子社員がPR中です！～山梨県建設業オレンジ隊

～）

mailto:k.marumi@smile.ocn.ne.jp
http://www.yamanashi-machitsukuri.jp/marumi-kensetsu/


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 めっつ

株式会社 メッツ

②所在地

〒409-2522

山梨県南巨摩郡身延町下山10350-1

代表取締役社長　小島　晃

1953年　　7月　　8日

6億5,200万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 83億1,721万円

（２０２０年度） 75億3,637万円

（２０２１年度） 87億7,406万円

国内単体：256名　　連結：2,106名

38歳2ヶ月

0556-62-5931

hideki_mochizuki@metts.co.jp

http://www.metts.co.jp

幼い頃から車やバイクに興味があり、自動車が動く仕組みを知っていくうちに、もの

づくりにも興味が湧き、自動車関係の会社で働きたいと思い、入社を決めました。

現在は、製品を量産するための工程設計の仕事を担当しています。

メッツでは、モノづくりに企画の段階から関わり、量産するまでに必要なあらゆる事

に携われるます。若いうちから大きな仕事を任せてもらえるので、ステップアップ出

来るチャンスが多いことに日々やりがいを感じています。

モノづくりに興味があって、チャレンジ精神のある方、是非一緒に働きましょう！

高卒求人番号
　自動車機器及び産業機器の部品製造（鋳造・加工・組立）

19050－15729

自動車機器及び産業機器の部品製造（ダイカスト）・加工・組立

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 軽金属の未来へ挑戦

当社は1953年に創業を開始し、今年で70年目を迎えるHondaグループのアルミダイ

カスト メーカーです。当社は、アルミダイカスト製法で、自動車のパワートレイン部

品や電装関連部品をメインとし、二輪車・船外機・産業機器の鋳造・加工・組立（一

部）を行っております。

また、2030年ビジョンとして「軽金属技術をリードし、世界中のお客様にとってなく

てはならない存在になる」、「アソシエイツが誇りと自信を持ち続けられる企業グ

ループとなる」を掲げ、これらの目標に向かって従業員全員が同じ気持ちで、日々生

産活動に励んでいます。

mailto:hideki_mochizuki@metts.co.jp
http://www.metts.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

ものづくりに興味を持っていた私は、製造業で多種多様な製品を作っ

ている会社なので選び入社しました。入社後は日々いろんな製品があ

り毎日が勉強で楽しく作業をしています。まだまだ先輩たちに教えを

乞うことが多く、早く先輩たちに追いつき追い越せの精神で頑張って

います。その先輩たちは、とてもやさしく毎日が本当に楽しく充実し

ています。

高卒求人番号 工作機械のオペレーター 19050-18529

製造業

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 人から人へ、手から手へ、新しい時代を拓く

私達は一貫して技術を中心に据えた、ものづくりを行ってまいりました。5年

関10年先を見据えたチャレンジ精神と創造性に満ちた専門集団であること。

それが私達の目標です。「ものづくり」に欠かせないのは、意欲、好奇心、

知恵、向上心そして、それを完成度の高い製品へ昇華できるダイナミックな

ヒューマンパワーと技術推進。私達は時代とともに変化するニーズをいち早

くつかみ、社員全員で知恵を出し合い、アイデアを深めながらお客様のご要

望に確実にお答えできる「ものづくり」に取り組みます。

１億２０００万円

11名

３６，６歳

０５５６－４２－３１１３

rikou@beige.ocn.ne.jp

代表取締役会長　小里 光矢

1985(昭和59年)年　７月　４日

300万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 1億３０００万円

（２０２０年度） １億２０００万円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

            ゆうげんがいや　   りこうせいき

有限会社　里光精機

②所在地

409-3424

山梨県 南巨摩郡 身延町 伊沼 73番地2

mailto:rikou@beige.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

食品関連の企業に興味があった私は「容器も食品の一部」という言葉を聞いて食品包

装容器の用途が多岐にわたることに興味を持ち、入社いたしました。

入社後は機械オペレーターとしてたくさんの製品を作っています。スーパーやコンビ

ニの売り場で自分の作っているデザート容器や飲料用カップを見ると嬉しくなります

し、やりがいを感じます。また、丁寧に教えてくれる先輩が多く、着実に仕事を覚え

ていけます。学生のみなさんも、わからない事は恥ずかしい事ではないので自ら進ん

で学んでいけると良いと思います！

高卒求人番号 総合技術　19050－22829（指定校あり）

プラスチック製食品包装容器の製造販売

⑬企業ＰＲ

（キャッチフレーズ） 豊かで楽しい食生活の創造を目指すプラスチック食品容器メーカーです。

スーパーマーケット・コンビニエンスストア向けのお弁当、サラダ、麺、デ

ザート容器や外食向けテイクアウト容器を開発・製造しています。

安全・安心・衛生的で作業者や生活者にやさしい機能性容器や、地球環境に

やさしい植物由来のバイオマスプラ容器など、市場ニーズの変化に応じた容

器開発を行っています。

また環境配慮製品の開発にも力を入れており、植物由来プラスチックの導入

や省エネ・省資源・二酸化炭素削減の貢献を目指しています。

517億円

46名

38.4歳

0568-67-5507

risu-recruit@risupack.co.jp

https://www.risupack.co.jp/

工場長　　後久　宏樹

1975（昭和50年）年　11月　4日

6億3000万円

⑥売上高

（直近３事業年度）

※ 任意記載

（２０１９年度） 486億円

（２０２０年度） 488億円

（２０２１年度）

企業ガイドブックやまなし２０２３（高卒版）

①企業名

りすぱっくかぶしきがいしゃ　やまなしこうじょう

リスパック株式会社　山梨工場

②所在地

〒409-2522

山梨県南巨摩郡身延町下山字早川表11425番地

mailto:risu-recruit@risupack.co.jp
https://www.risupack.co.jp/



