
№ 企業名 業　　種

1 ハートサービス 株式会社 医療・福祉

2 エクセレントマーケティング 株式会社　　 情報通信業

3 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

4 社会福祉法人 富士厚生会 医療・福祉

5 株式会社 萩原ボーリング 建設業

6 株式会社 フォネット 卸売業・小売業

7 社会福祉法人 善隣会 医療・福祉

8 清里高原ホテル 宿泊業・飲食サービス業

9 株式会社 小泉中部 卸売業・小売業

10 社会福祉法人　百葉の会　　医療法人財団　百葉の会  （湖山医療福祉グループ） 医療・福祉

11 サンワフーズ 株式会社 宿泊業・飲食サービス業

12 株式会社 シー・シー・ダブル 情報通信業

13 株式会社 サクセン山梨 学術研究・専門・技術サービス業

14 株式会社 キャッツ 建設業

15 東タイ株式会社　富士川工場 製造業

16 サンリエモア 株式会社 生活関連サービス業・娯楽業

17 プリントネット 株式会社 製造業

18 株式会社 山田クラブ21 レイク相模カントリークラブ 生活関連サービス業・娯楽業

19 株式会社 エスエスワイ 情報通信業

20 有限会社 ペーパー・シャワーズ サービス業（他に分類されないもの）

21 ヴィンテージリゾート 株式会社 生活関連サービス業・娯楽業

22 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）

23 株式会社 富士レークホテル 宿泊業・飲食サービス業

24 セントケア山梨 株式会社 医療・福祉

25  株式会社　カルク 情報通信業

26 株式会社 下部ホテル 宿泊業・飲食サービス業

27 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

28 株式会社 梶原乳販 卸売業・小売業

29 株式会社 オーテックエレクトロニクス 製造業

30 中部食品 株式会社 卸売業・小売業

31 株式会社 アサンテ サービス業（他に分類されないもの）

32 株式会社 光彩工芸 製造業

33 株式会社フジヤマ・クオリティ 宿泊業・飲食サービス業

34 株式会社 エノモト   製造業

35 株式会社 早野組 建設業

36 株式会社 エイジェック サービス業（他に分類されないもの）
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37 山下電気 株式会社 製造業

38 新日本通産 株式会社(ケアステーション新日本) 医療・福祉

39 株式会社 佐藤農園 農業・林業・漁業

40 山梨名鉄運送 株式会社 運輸業・郵便業

41 株式会社 システムインナカゴミ 卸売業・小売業

42 浅川熱処理 株式会社 製造業

43 株式会社 セラヴィリゾート泉郷 宿泊業・飲食サービス業

44 社会福祉法人 日新会 医療・福祉

45 株式会社 小野石材店 卸売業・小売業

46 吉田興産 株式会社 宿泊業・飲食サービス業

47 社会福祉法人 山梨県社会福祉事業団 医療・福祉

48 株式会社 フォーチュン 生活関連サービス業・娯楽業

49 山梨日野自動車 株式会社 卸売業・小売業

50 社会福祉法人 ひかりの里 医療・福祉

51 ジットグループ（ジット株式会社、株式会社ジットセレモニー） 製造業

52 ホテル石庭 宿泊業・飲食サービス業

53 株式会社 ナカヤマ 建設業

54 昭和総合警備保障 株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

55 ニューロン製菓 株式会社 製造業

56 マイホームインテリアサービス 有限会社 卸売業・小売業

57 ミサワホーム甲信 株式会社 建設業

58 三協オイルレス工業 株式会社 製造業

59 株式会社 サンドラッグ 卸売業・小売業

60 有限会社 グラシア（シャルドネ甲府店） 卸売業・小売業

61 株式会社 シーケンス 情報通信業

62 社会福祉法人 八ヶ岳名水会 医療・福祉

63 山梨ダイハツ販売 株式会社 卸売業・小売業

64 昭和測量 株式会社 学術研究・専門・技術サービス業

65 株式会社 やさしい手甲府 医療・福祉

66 シグマトロン 株式会社 情報通信業

67 有限会社 飯田建材 建設業

68 社会福祉法人 身延山福祉会 医療・福祉

69 名古屋製酪 株式会社（スジャータ） 製造業

70 株式会社 ネオシステム 情報通信業

71 中央観光 株式会社 ホテル鐘山苑 宿泊業・飲食サービス業

72 医療法人 高原会 医療・福祉
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