
No 　　　   受 入 企 業 名   （順不同） 業　種

【Ａ.農 業】

001 株式会社ミヨシグループ 農業

【D.建設業】

001 株式会社 早野組 総合建設業

002 株式会社 馬場設計 建築設計

003 株式会社 日設管興 建設業

004 国際建設 株式会社 総合建設業

005 株式会社 一水工業 建設業

006 飯田鉄工株式会社 建設業

007 第一測量株式会社 測量業

008 昭和建設株式会社 建設業

009 芙蓉建設グループ
総合建設・不動産
・サービス・福祉

010 鈴健興業株式会社 建設業・産業廃棄物処分業

011 株式会社髙野塗装店 塗装工事業

012 株式会社ブレーンズ 建設コンサルタント

013 日本電子サービス株式会社 建設業

014 株式会社 山十産業 建設業

No 　　　   受 入 企 業 名   （順不同） 業　種

【E.製造業】

001 山陽精工 株式会社 製造業

002 浅川熱処理 株式会社 金属熱処理加工

003 新星電機 株式会社 配電盤製造業

004 ファスフォードテクノロジ 株式会社 製造業

005 日本プリンタエンジニアリング (株) 製造業

006 オオタ総合食品 株式会社 食品加工販売業

007 株式会社キッツ　長坂工場 電気機械器具製造業
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008 富士通アイ・ネットワークシステムズ 株式会社 電気機械器具製造業

009 明興双葉株式会社　田富工場 製造業

010 株式会社ニッセー 製造業

011 株式会社 信玄食品 食品製造業

012 コニカミノルタメカトロニクス株式会社 都留営業所 製造業

013 株式会社平山ファインテクノ プリント配線板製造

014 株式会社佐藤電機製作所 製造業

015 冨士食品工業株式会社 製造業

016 名古屋製酪株式会社　甲府営業所
（スジャータめいらくグループ）

食品製造・卸売

017 三協オイルレス工業株式会社 製造業

018 藤精機株式会社 精密板金加工業

019 株式会社コイケ 電子部品製造業

020 NECプラットフォームズ甲府事業所 製造業

021 株式会社はくばく 食品製造業

022 株式会社 森銀 貴金属循環業

023 株式会社 峡南堂印刷所 印刷業

024 株式会社　オーテックエレクトロニクス 製造業

025 富士山の銘水株式会社 ミネラルウォーター製造・販売

No 　　　   受 入 企 業 名   （順不同） 業　種

【F.電気・ガス・熱供給業】

001 日本小水力発電 株式会社 電気工事業

【G.情報通信業】

001 ジットグループ 製造・サービス・福祉・食品

002 株式会社 エスエスワイ ソフトウェア開発

003 株式会社 フロンティアポート ソフトウェア業

004 (株) フォネット（フォネットグループ） 情報通信サービス業

005 株式会社 アイティードゥ
情報通信業
(ITインフラ設計構築)

006 株式会社ブリリアント 情報通信業

http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/122a066c5dd1f940716d0c45a96faeb5.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/c78bc1aec754d79b22384f66db0944c2.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/0cfe0006c8ab7459f32a4774e62de6ab.pdf


007 株式会社 甲府情報システム 情報サービス業

008 株式会社　日本ネットワークサービス ケーブルテレビ業

009 株式会社エスビーシー 情報サービス業

010 株式会社ジインズ　 情報通信業

011 株式会社ワイ・シー・シー 情報通信業

012 株式会社 NTT東日本-南関東 東京事業部 山梨支店 情報通信業

013 株式会社ＹＳＫ ｅ－ｃｏｍ ＩＣＴサービス

No 　　　   受 入 企 業 名   （順不同） 業　種

【H.運輸業】

001 鈴与レンタカー株式会社 自動車賃貸業

002 山梨交通株式会社 旅客自動車運送事業

【I.卸売・小売業】

001 DCMくろがねや 株式会社 小売業

002 中央ベニヤ 株式会社 卸売業・建設業

003 株式会社 コメリ 小売業

004 甲信商事 株式会社 甲府支店 卸売業

甲斐日産自動車 株式会社 小売業

005 山梨ユニフォーム 株式会社 卸売業・小売業

006 株式会社 アルプス 小売・飲食・サービス

007 株式会社 オギノ 小売業

008 株式会社ホンダ四輪販売関東中央 自動車販売業

009 ネッツトヨタ山梨株式会社 専門店（自動車関連）

010 日産プリンス山梨販売株式会社 小売業

011 山梨トヨタ自動車 株式会社 小売業（自動車販売）

012 山梨ダイハツ販売株式会社 自動車販売業

013 株式会社山梨さえき 小売業

014 山梨スズキ販売株式会社 卸売業・小売業

http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/58261523ee6cc01b9ea731c89cd47ea6.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/f8fc0f4154a2e422b73e7d270f729ab2.pdf


015 株式会社東京インテリア家具（甲府店） 小売業

016 ネッツトヨタ甲斐株式会社 自動車小売業

017 株式会社 羽中田自動車工業 商社(自動車関連)
損害保険

018 ウエルシア薬局株式会社 ドラッグストア

019 ダンロップタイヤ中央株式会社 商社　(自動車関連・輸送機器)

020 株式会社 マツモトキヨシ 甲信越販売 ドラッグストア

021 株式会社 ヨドバシカメラ 小売業

No 　　　   受 入 企 業 名   （順不同） 業　種

【J.金融・保険業】

001 山梨県民信用組合 金融業

損害保険ジャパン株式会社 保険業

002 株式会社山梨中央銀行 金融業

【L.学術研究、専門・技術サービス業】

001
シミックファーマサイエンス㈱
シミックバイオリサーチセンター

医薬品開発支援

【M.宿泊・飲食サービス業】

001 (株) 内外ビル（ホテル内藤グループ） 宿泊業

002 株式会社 丸栄ホテル【若草の宿丸栄】 宿泊業

003 株式会社 石和名湯館　糸柳 旅館

004 株式会社　下部ホテル 旅館業

005 ハイランドリゾート株式会社 宿泊業・ゴルフ場業

【N.生活関連サービス・娯楽業】

001 株式会社 ブルーアースジャパン スポーツクラブ
・フィットネスクラブ

002 フォーチュングループ 接客業
インストラクター、整体師

003 株式会社ヨンマルサン 一般クリーニング業

004 株式会社　アルテミス（小淵沢アートヴィレッジ） サービス業

005 富士観光開発株式会社 接客サービス

http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/baf1db7990018b0bacfc5e4a069045c6.pdf
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No 　　　   受 入 企 業 名   （順不同） 業　種

【O.教育・学習支援業】

001 甲斐ゼミナール 教育サービス

【P.医療・福祉業】

001 株式会社 やさしい手甲府 介護・福祉

002 社会福祉法人 三富福祉会 介護・福祉

003 社会福祉法人 光風会 社会福祉事業

004 社会福祉法人　櫻樹会 介護

005 社会福祉法人　山梨樫の会 児童福祉

006
社会福祉法人　景誠会
特別養護老人ホーム　ヒルズ勝沼

福祉（老人）

007 社会福祉法人ゆうゆう　  すみよし愛児園 幼保連携型認定こども園

008 社会福祉法人　山の都福祉会 福祉施設

009 セントケア山梨株式会社 介護・福祉サービス

http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/10b56c0511a58da99072f0f22ee64a5e.pdf

