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ﾃｰﾌﾞﾙ
番号 企　　業　　名 事業内容

所在地
（就業場所）

職種 ／ 仕事の内容
職場実習
の可否

1 株式会社　やさしい手甲府
訪問介護、通所介護、居宅介護支
援、訪問入浴介護、福祉用具貸与
などの事業をしています

甲府市上石田１－７－１４
（甲府、甲斐、北杜、韮崎、南ア
ルプス、甲州、山梨、笛吹、富士
吉田、富士川）

非常勤ヘルパー 否

2 株式会社　山梨さえき 食料品を中心に販売しているスーパー
甲斐市中下条１３８０－１
（敷島、白根、甲西、都留、七日
市場、甲州の店舗）

販売又は加工作業 可

3 山梨信用金庫 金融業
甲府市中央１－１２－３６
（同上） 事務職 否

4 山梨ダイハツ販売　株式会社
自動車販売・中古車販売、自動車整
備・自動車関連部品販売、損害保険代
理業

甲府市横根町４８
（同上） 清浄作業員 可

5 株式会社　山梨中央銀行 銀行業
甲府市丸の内１－２０－８
（本店又はローンセンター） 銀行一般事務 否

6 株式会社　光彩工芸
貴金属・アクセサリー製造・
販売

甲斐市竜地 ３０４９
（同上）

一般事務
宝飾品製造（石留め、彫留)
宝飾品の製造（機械加工）

可

7 株式会社　ＹＳＫ ｅ－ｃｏｍ
ソフトウエア開発、ネット
ワーク構築、コンピュータ機
器販売、

甲府市湯田１－１３－２
（同上） システムエンジニア 否

8
株式会社　サンキョー（甲斐ゼ
ミナール）

総合進学塾
甲府市武田１－２－１９
（県内４３教室のいずれか） 常勤講師 可

9 株式会社　早野組
総合建設業、不動産の売買・仲介・賃
貸

甲府市東光寺１－４－１０ 清掃 否

10 株式会社　コイケ
各種ＯＡ機器や携帯電話に使われるＳ
ＡＷウエハーの生産

中巨摩郡昭和町紙漉阿原１３６０
（同上） 清掃業務（屋内・屋外） 否

11 株式会社　キトー
ホイスト機器（クレーン・チェーンブ
ロック）の研究開発・製造・販売

中巨摩郡昭和町築地新居２０００
（同上）

事務作業
工場内作業

可

12
日産プリンス山梨販売　株式会
社

自動車の販売・整備業

甲府市富竹２－１－２９
（甲府市・韮崎市・富士川町・昭
和町・笛吹市・都留市・富士吉田
市のいずれか）

車両洗車・清掃 可

13 株式会社　いちやまマート 販売業
中央市若宮５０－１
（県内１１店舗のいずれか）

店舗内の清掃・カート回
収など

可

14 山梨県民信用組合 協同組織金融業 甲府市相生１－２－３４ 一般事務 可

15 株式会社　シャトレーゼ
洋菓子、和菓子、アイスクリーム、パ
ン、飲料等の製造販売

甲府市下曽根町３４４０番地１
（豊富工場：中央市高部１１１１
－１）

商品ケース仕分け・洗浄
菓子製造

可

16 トヨタカローラ山梨　株式会社 自動車小売業
甲斐市富竹新田１９４１
中巨摩郡昭和町昭和店 サービス洗車他 可

17
社会福祉法人　山梨県手をつなぐ
親の会

知的障害者支援施設
南アルプス市有野４３７０
（南アルプス市有野３３０３－
２）

清掃 否

18 日本調剤　株式会社
保険調剤薬局のチェーン経営。アフ
ラック（アメリカンファミリー生命保
険）の代理店業務。

千代田区丸の内１－９－１　（南
アルプス市・富士吉田市）

医療事務（フルタイム）
フロアスタッフ（パー
ト）

否

19 株式会社　くろがねや
東京証券取引所2部上場のホームセン
ター。県内13店舗、神奈川県内6店
舗、東京都内3店舗展開。

甲府市中小河原１－１３－１８
（県内各店舗） バックヤードスタッフ 可

20 株式会社　桔梗屋
和菓子製造・販売・農業・ブ
ライダル・外食事業

笛吹市一宮町坪井１９２８
（北杜市明野町浅尾字浅尾原５２
５９－６７７）

農作業 可
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21 山梨トヨタ自動車　株式会社
新車販売・中古車販売・輸入車両
販売・車両の修理及びアフター
サービス・その他代理店業務

甲府市宝１－２１－９
（甲府市上町２１６５－１） 軽作業 可

22
株式会社　マルエスフリージング
ジャンクション

運送業・倉庫業
西八代郡市川三郷町大塚１１２５
（同上）

一般事務
フォークリフト作業員

可

23
全国共済農業協同組合連合会山
梨県本部

農協の共済事業 甲府市飯田１－１－２０ 一般事務 否

24 山梨トヨペット　株式会社

自動車販売（新車・中古車）、点検、
整備、損害保険代理業、携帯電話販
売、リース車両、その他自動車に係る
付帯業務

甲府市酒折１－１０－３２
（甲府市和戸９４０　ユーカー和
戸店）

洗車業務 可

25 甲斐日産自動車　株式会社
新車販売／中古車販売／自動車整備／
自動車部品販売／損害保険代理店／
カーリースカーローン代理店

甲府市上今井町７０６ 洗車・納引スタッフ 可

26
東京エレクトロン山梨　株式会
社

半導体製造装置、フラットパ
ネルディスプレイ製造装置の
開発・製造

韮崎市藤井町北下条２３８１－１
【嘱託】事務職
【嘱託】エンジニア・技
術職

否

27 株式会社　藤二誠
観光土産品全般（民芸品・工芸品・食
品・ファンシーグッズ）の企画・製造・
販売業

甲府市国玉町８７９ 商品のピッキング 可

28 社会福祉法人　いきいき倶楽部 介護老人福祉施設・地域密着 甲府市下向山町１２８０－２
清掃
介護職員

可

29 株式会社　アダストサービス

おしぼり、フロアマット、モップ、ロー
ルタオル等のレンタル及び商品販売。自
動販売機商品及び南アルプスミネラル天
然水の販売

中巨摩郡昭和町築地新居１８８５
－３ 工場内作業 可

30 山梨市役所 地方公共団体、、行政サービスの提供 山梨市小原西８４３ 一般行政事務 否

31 株式会社　マルアイ
日用紙製品、食品パッケージ等の開発製
造販売

西八代郡市川三郷町市川大門２６
０３ 包装資材の製造 否

32

33

34

35

36

37

38

39

40
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