
№ 企業名 業種

1 株式会社 虹の郷 医療・福祉

2 株式会社 セラヴィリゾート泉郷 八ヶ岳高原 宿泊業・飲食サービス業

3 株式会社 エムクラフト 製造業

4 羽黒工業 株式会社 建設業

5 社会福祉法人 壽光会 医療・福祉

株式会社 石和観光ホテル慶山

株式会社 ＭＡＳＡＫＡＺＵ（甲斐路）

7 株式会社 山勝 卸売業・小売業

8 株式会社　石山 製造業

9 社会福祉法人 富士厚生会 医療・福祉

10 株式会社 丸栄ホテル 若草の宿丸栄 宿泊業・飲食サービス業

11 株式会社 光彩工芸 製造業

12 株式会社 オーテックエレクトロニクス 製造業

13 三協オイルレス工業 株式会社 製造業

14 株式会社 フェニックス 卸売業・小売業

15 メディカル・ケア・サービス 株式会社 (愛の家グループホーム） 医療・福祉

16 株式会社 下部ホテル 宿泊業・飲食サービス業

17 マルネン 株式会社 卸売業・小売業

18 株式会社 サンドラッグ 卸売業・小売業

19 社会福祉法人 八ヶ岳名水会 医療・福祉

20 株式会社 ファイブフォックス 卸売業・小売業

21 井口工業 株式会社 建設業

22 ユニバーサルコンピューター 株式会社 情報通信業

23 株式会社 アサンテ サービス業（他に分類されないもの）

24 株式会社 サンキョー（甲斐ゼミナール） 教育・学習支援業

25 株式会社　グローバルセーフティ サービス業（他に分類されないもの）

26 株式会社 フォネット 卸売業・小売業

27 山梨名鉄運送 株式会社 運輸業・郵便業

28 株式会社 三和リース 不動産業・物品賃貸業

29 株式会社 富士急ハイランド 生活関連サービス業・娯楽業

30 中央物産 株式会社 卸売業・小売業

31 マキチエ 株式会社 医療・福祉

32 名古屋製酪 株式会社（スジャータ） 製造業

33 株式会社 エイジェック 甲府雇用開発センター サービス業（他に分類されないもの）

34 株式会社 佐渡屋 卸売業・小売業

35 大豊株式会社（タイホーグループ） 生活関連サービス業・娯楽業

6 宿泊業・飲食サービス業
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36 株式会社 梶原乳販 卸売業・小売業

37 鴻池運輸株式会社 白州営業所 運輸業・郵便業

38 医療法人 高原会 医療・福祉

39 丸久ホテル 神の湯温泉 株式会社 宿泊業・飲食サービス業

40 株式会社 ニッセー 製造業

41 アンブローズ アンド カンパニー株式会社（白金工房グループ） 卸売業・小売業

42 株式会社 やさしい手甲府 医療・福祉

43 有限会社 ホテル甲子園 宿泊業・飲食サービス業

44 飯田鉄工 株式会社 建設業

45 エクセレントマーケティング 株式会社 情報通信業

46 医療法人　慈光会　甲府城南病院 医療・福祉

47 株式会社 常磐ホテル 宿泊業・飲食サービス業

48 平成コンサルタンツ株式会社 学術研究・専門・技術サービス業

49 株式会社 キャッツ 建設業

50 社会福祉法人 身延山福祉会 医療・福祉

51 丸井産業 株式会社 山梨営業所 卸売業・小売業

52 株式会社アルプス 宿泊業・飲食サービス業

53 国際建設 株式会社 建設業

54 東タイ株式会社　富士川工場 製造業

55 税理士法人 中山・久保嶋会計 学術研究・専門・技術サービス業

56 有限会社 グラシア（シャルドネ甲府店） 卸売業・小売業

57 甲府警備保障 株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

58 株式会社 文理学院 教育・学習支援業

59 株式会社 浅川製作所 甲府工場 製造業

60 有限会社 ありあけ 卸売業・小売業

61 株式会社 ブリリアント 情報通信業

62 ＭＸモバイリング 株式会社 情報通信業

63 株式会社 工房グリーム 卸売業・小売業

64 医療法人 燦生会 介護老人保健施設 フルリールむかわ 医療・福祉

65 山交タウンコーチ 株式会社 運輸業・郵便業

66 株式会社 ユニ・テクノロジー 情報通信業

67 株式会社 エスティケイ 不動産業・物品賃貸業

68 社会福祉法人 日新会 医療・福祉

69 株式会社 アマノ 卸売業・小売業

70 ティーエーシー武田消毒 株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

71 株式会社 森銀 製造業

72 新日本通産 株式会社(ケアステーション新日本) 医療・福祉
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