
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

R3インターンシップ（プログラム）情報シート掲載企業リスト
　　　　　    　　業 種 別 一 覧　　　   【１００社】

                                                             更新中の企業含む（順次追加）

http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/1e015019a9dbb63ab0718f1600cc7787-1.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/288dd092e5edae4a449dce3612276e56-3.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/2686149ebf2b4beadf21acfcea3fafaf-1.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/0d81782250e5b5d6fdd99760647561dd-1.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/8653be6a0f5f9db3c994edef451abec4-1.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/451f05ea1ed9adf7c308f8931b0b69c0.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/d867679ab2281741adfaee664b9ac890.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/ae0e3b6ab17b531fc11fe6e7d925fb88.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/714d73ae9ad40f72c6fad7fbcbc0e07f.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/dced8ef2acb609cf77a1ecd974ac2faf.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/0fa99e0b0ee4644be6fdd443216fef36.pdf


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

026 株式会社サンキムラヤ パン製造業

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)

http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/642fed9eb622e4855aad6706c7d9034b-2.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/d8162c9096b12e52ee2066c5db930b10.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/d8162c9096b12e52ee2066c5db930b10.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/d87f7a1d6d40bd602b8d1d7dfed69310.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/7a86c613d1ec246a2f718c5412bfe662.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/7a86c613d1ec246a2f718c5412bfe662.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/e52908a02f35a493be8ac53dc9df989b.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/7fc299d1dec989a16d118261f5361239.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/122a066c5dd1f940716d0c45a96faeb5.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/2baa75fa85bef43732bc8e7fea00d410.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/aef1b470301baec4a9ba41e54abb4747.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/087a45fb6297631fab991481159bf40b.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/9b24b39d275250c1caeb7d4c28c2f672-1.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/3381414eb05cbab2f99d8d81b21ee6ec.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/c78bc1aec754d79b22384f66db0944c2.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/07/7115256dc28f9a6ecf27314554a0aeeb.pdf


006 株式会社ブリリアント 情報通信業

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

兼松コミュニケーションズ(株)ドコモショップ南アルプス店 サービス業

014 シグマトロン株式会社 情報通信業

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

http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/0cfe0006c8ab7459f32a4774e62de6ab.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/3634c645118d04f5cbd82838ce6a3f5e.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/3456027e42e407adbc9fe27dec36d46d.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/00388cbdccc6233630ed9fab8e095237.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/b83be214462aa2c0074fdb7d1be36569-1.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/bc297dead73afe7965e10539767dbdb3.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/ef473c51b1afa33eaad4a0c367a3dac7.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/34caca3efdfef17bd945d3d1cbdff0b6-1.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/8340c6e005883bda7cc96b575c163da2.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/8f36b203bd6f5e2bc71681a0b7381f56.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/58261523ee6cc01b9ea731c89cd47ea6.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/916837da2752ef88f4917ed56e58415d.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/0ef085d49e1f0fa9314bb5fad74f5199.pdf


014 山梨スズキ販売株式会社 卸売業・小売業

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

022 株式会社メディアブレイン 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

http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/f8fc0f4154a2e422b73e7d270f729ab2.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/9433c016904c79c38fb1442ff4f4ba6a-2.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/434ad2f08197fda2e131fef11d2b361e.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/caac88e6c4acf48c8a1afc5ff1b05c42.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/08/6eaff547179b11f1984ebbedd23bdfc5-2.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/9f49bfea414f70656d7479ea53f149a7.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/baf1db7990018b0bacfc5e4a069045c6.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/d8b20cde05baff307505cc00ffca88c6.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/bec382e38d2d9d96e179a36496f27043.pdf


005 富士観光開発株式会社 接客サービス

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/2021/06/0ce6bd68de33d15658f113fae5864716.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/42ffb6d3de9fcfd235a47768941599cc.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/10b56c0511a58da99072f0f22ee64a5e.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/0dbbdfd5b0e188f09ee8efdc0e8a1917.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/2ba2f4d5b3a1fd3465d74edd3c3bf55c.pdf
http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/wp-content/uploads/2021/06/1b0dbe94726a91670b56ccfb213115a6-1.pdf











