
№ 企業名 業　　種

1 社会福祉法人　富士厚生会 医療・福祉

2 株式会社 光彩工芸 製造業

3 株式会社 カルク 情報通信業

4
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

5 株式会社 セキコーポレーション 製造業

6 株式会社 吉字屋本店 卸売業・小売業

7 株式会社 セラヴィリゾート泉郷 宿泊業・飲食サービス業

8 株式会社 システムインナカゴミ 卸売業・小売業

9 株式会社 オーテックエレクトロニクス 製造業

10 株式会社 クラシック 生活関連サービス業・娯楽業

11 株式会社 トーコー 卸売業・小売業

12 株式会社 メディアブレイン 卸売業・小売業

13 山下電気 株式会社 製造業

14 株式会社 吉字屋穀店 卸売業・小売業

15 マニュアルネット 株式会社 情報通信業

16 社会福祉法人 八ヶ岳名水会 医療・福祉

17 芙蓉建設 株式会社 建設業

18 株式会社 ブリリアント 情報通信業

19 中部食品 株式会社 卸売業・小売業

20 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

21 社会福祉法人 身延山福祉会 医療・福祉

22 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

23 齋藤建設 株式会社 建設業

24 株式会社 フォネット 卸売業・小売業

25 新日本通産 株式会社(ケアステーション新日本) 医療・福祉

26 株式会社 渡辺商店 卸売業・小売業

27 株式会社 下部ホテル 宿泊業・飲食サービス業

28 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）

29 株式会社 オフィスパパドゥ 生活関連サービス業・娯楽業

30 株式会社 マルアイ 製造業

31 中込敏彦税理士事務所 学術研究・専門・技術サービス業

32 株式会社 梶原乳販 卸売業・小売業

33 社会福祉法人 山梨県社会福祉事業団 医療・福祉

34 株式会社 シーケンス 山梨事業所 学術研究・専門・技術サービス業

35 山梨トヨタ自動車 株式会社 卸売業・小売業

36 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

37 ユウアイ電子工業 株式会社 製造業

38 株式会社 フジヤマ・クオリティ 宿泊業・飲食サービス業

39 甲斐日産自動車 株式会社 卸売業・小売業

40 株式会社 サカイ引越センター 運輸業・郵便業
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41
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

42 株式会社 アサンテ サービス業（他に分類されないもの）

43 大進自動車工業 有限会社 サービス業（他に分類されないもの）

44 東京セキスイハイム 株式会社 建設業

45 山梨建鉄 株式会社 製造業

46 髙瀬物産 株式会社 卸売業・小売業

47 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

48 山梨県民信用組合 金融業・保険業

49 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）

50 株式会社 サン・フーズ 製造業

51 社会福祉法人 善隣会 医療・福祉

52 国際建設 株式会社 建設業

53 フジオグループ 不動産業・物品賃貸業

54 マイホームインテリアサービス 有限会社 卸売業・小売業

55 わらべや日洋 株式会社 製造業

56 株式会社 エスエスワイ 情報通信業

57 株式会社 フィッツ サービス業（他に分類されないもの）

58 株式会社 アセラ 卸売業・小売業

59 株式会社 コイケ 製造業

60
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

61 株式会社 電溶工業 製造業

62 社会福祉法人　宮前福祉会　つつじが崎学園 医療・福祉

63 株式会社 バイオテック サービス業（他に分類されないもの）

64 株式会社 工房グリーム 卸売業・小売業

65 株式会社 キャッツ 建設業

66 株式会社 やさしい手甲府 医療・福祉

67 株式会社 ニッセー 製造業

68 医療法人 高原会 医療・福祉

69 株式会社 エスアイインフォジェニック 情報通信業

70 株式会社 サンドラッグ 卸売業・小売業

71 太陽建機レンタル 株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

72 株式会社 アマノ 卸売業・小売業
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