
令和４年１２月２８日現在

事業所名称 所在地

1 穴水株式会社 甲府市城東1-7-2

2 （株）アドブレーン社 甲府市北口2-6-10

3 学校法人　相生幼稚園 甲府市相生2-19-1

4 学校法人　朝日幼稚園 甲府市塩部1-1-6

5 井上鋼材（株） 甲府市徳行2-2-35

6 セコム山梨（株）　 甲府市徳行3-12-25

7 （株）岡島 甲府市丸の内1-21-15

8 長田組土木（株） 甲府市飯田4-10-27

9 （一財）関東電気保安協会 甲府市飯田1-1-24

10 （株）りそな銀行　甲府支店 甲府市丸の内2-30-1

11 （株）吉字屋本店 甲府市中央4-5-29

12 （社）山梨県建設技術センター 甲府市酒折1-2075-2

13 学校法人　貢川幼稚園 甲府市徳行1-14-25

14 国土交通省　関東地方整備局　甲府河川国道事務所 甲府市緑が丘1-10-1

15 慶明幼稚園 甲府市朝日3-8-38

16 ＮＨＫ甲府放送局 甲府市丸の内1－1－20

17 甲府市役所 甲府市丸の内1-18-1

18 学校法人　甲府西幼稚園 甲府市下飯田2-8-15

19 東日本旅客鉄道（株）　八王子支社　甲府保線技術センター 甲府市丸の内１－１－８　ＪＲ総合４Ｆ

20 山梨県厚生農業協同組合連合会 甲府市飯田1-1-26

21 （株）坂本建運 甲府市富士見1-22-11

22 八雲製菓（株） 甲府市池田2-4-23

23 学校法人　進徳幼稚園 甲府市湯村2-4-35

24 塩部幼稚園 甲府市塩部4-6-5

25 学校法人　数野学園　しらゆり幼稚園 甲府市大手2-2-39

26 自衛隊山梨地方協力本部 甲府市丸の内1-1-18　甲府合同庁舎

27 学校法人　城北幼稚園 甲府市湯村3-4-5

28 フィッツ　スポーツクラブ甲府 甲府市湯村3-13-6

29 三井住友信託銀行　甲府支店 甲府市丸の内1-17-14

30 大成プラスチック工業（株） 甲府市塩部4-14-13

31 （株）三井住友銀行　甲府支店 甲府市丸の内2-2-1CROSS 500 3階

32 第一三共（株） 甲府市丸の内1-17-10  東武穴水ビル６Ｆ

33 鶴田電気（株） 甲府市中央4-5-23

34 東武トップツアーズ（株）　甲府支店 甲府市丸の内1-17-10

35 （株）戸田酒販 甲府市丸ノ内3-6-12

36 東ガス管興（株） 甲府市桜井町973

37 東京電力パワーグリッド（株）　山梨総支社 甲府市丸ノ内1-10-7

38 東邦薬品（株）　山梨営業部 甲府市徳行4-13-30

39 日東物産（株）　甲府営業所 甲府市丸の内2-32-13

40 日本たばこ産業（株）　山梨支店 甲府市丸の内2-18-7
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41 （株）日本ネットワークサービス 甲府市北口2-14-14

42 （有）野中製材所 甲府市丸ノ内2-9-18

43 （株）早野組 甲府市東光寺1-4-10

44 （株）羽中田自動車工業 甲府市貢川1-1-6

45 滝田建材（株） 甲府市湯村1-9-37

46 （株）富士グリーンテック 甲府市富竹3-1-3

47 つつじが崎学園 甲府市岩窪町614

48 （株）水澤工務店　甲府支店 甲府市丸ノ内2-7-10

49 山梨県立甲府西高等学校 甲府市下飯田4-1-1

50 （株）望月組土木 甲府市下飯田2-11-8

51 全国農業協同組合連合会　山梨県本部 甲府市飯田1-1-20

52 （株）山梨中央銀行　 甲府市丸の内1-20-8

53 全国共済農業協同組合連合会　山梨県本部 甲府市飯田1-1-20

54 東海大学甲府高等学校 甲府市金竹町1-1

55 学校法人C2C Global Education Japan 甲府市酒折2-4-5

56 山梨県総務部　財産活用課　庁舎管理室　自動車管理事務所 甲府市丸の内1-6-1

57 山梨トヨタ自動車（株）　 甲府市宝1-21-29

58 （有）笹根自動車整備工場 甲府市桜井町597

59 山梨日日新聞社 甲府市北口2-6-10

60 三菱電機住環境システムズ（株） 甲府市北口3-4-33

61 山梨中央自動車教習所 甲府市横根町194

62 （株）山交 甲府市丸ノ内2-14-13　2階

63 山梨県警察本部　警務部　警務課 甲府市丸の内1-6-1

64 山梨ヤクルト販売（株）　 甲府市下飯田1-3-2

65 積水ハウス（株）　山梨支店 甲府市上石田3-6-38

66 (株)柳屋 甲府市湯村3-16-2

67 認定こども園　光の森こども園 甲府市山宮町3318

68 国立大学法人　山梨大学 甲府市武田4-4-37

69 （株）山梨放送 甲府市北口2-6-10

70 （株）湯村自動車学校 甲府市塩部2-2-15

71 社会福祉法人　和告福祉会 甲府市中村町4-12

72 （株）SHOEI 甲府市古府中町4914-1

73 佐藤建材金物（株） 甲府市城東1-9-2

74 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ(株) 甲府市相生1-4-23　日本興亜鮎川ビル6F

75 東京海上日動火災保険（株）　山梨支店 甲府市中央1-12-28東京海上日動ビル

76 山梨共栄石油（株） 甲府市中央2-12-14

77 （株）秋山製作所 甲府市城東4-4-15

78 （株）興龍社 甲府市富竹1-10-31

79 （株）若尾忠男商店 甲府市上石田3-5-1

80 （株）ＹＢＳ　T＆L 甲府市北口2-6-10

81 公益財団法人　山梨県健康管理事業団 甲府市宝1-4-16

82 宏和建設（株） 甲府市横根町472-1

83 大栄設備（株） 甲府市下飯田2-11-17



84 中央電気（株） 甲府市下飯田2-7-13

85 オギノ食糧（株） 甲府市徳行5-12-10

86 山梨ダイハツ販売（株） 甲府市横根町48

87 甲府冷暖工業（株） 甲府市貢川1-5-55

88 甲府税務署 甲府市丸の内1-1-18

89 富士観光開発（株）　事務用品部　甲府営業所 甲府市相生1-1-12

90 山梨県立盲学校 甲府市下飯田2-10-2

91 日東建設（株） 甲府市朝日2-13-4

92 （株）ソネット 甲府市若松町5-1

93 キヤノンシステムアンドサポート（株） 甲府市上石田3-14-7

94 山梨クラリオン（株） 甲府市塩部3-16-17

95 昭和建設工業（株） 甲府市寿町29-1

96 甲府信用金庫 甲府市丸の内2-33-1

97 （株）エヌディエス 甲府市大和町1-48-1

98 甲府文化瓦斯（株） 甲府市城東1-10-17

99 （株）なじみや酒販 甲府市中央5-1-32

100 ＹＫＫ ＡＰ（株） 甲府市下石田2-11-11

101 共栄火災海上保険（株） 甲信支店　甲府支社 甲府市相生1-1-2

102 （株）渡辺商会 甲府市中央5-2-14

103 （株）山梨文化会館　 甲府市北口2-6-10

104 （株）吉野建設 甲府市宝1-35-7

105 ＳＭＢＣ日興証券(株)　甲府支店 甲府市丸の内2-2-1

106 （有）山縣塗装店 甲府市和戸町147-3

107 （株）甲府キンダイサービス 甲府市西田町2-65

108 （株）遠藤紙店 甲府市丸ノ内3-2-11

109 日産プリンス山梨販売（株） 甲府市富竹2-1-29

110 （株）関電工　山梨支店 甲府市中央4-12-25

111 社会福祉法人　清長会　千代田荘 甲府市下帯那町3215-1

112 （株）パナホーム山梨 甲府市上石田4-12-1

113 和泉産業（株） 甲府市徳行2-3-20

114 田辺三菱製薬（株）　北関東甲信越支店　山梨営業所 甲府市丸ノ内3-20-7　甲府ﾌﾛﾝﾄﾋﾞﾙ6階

115 （株）みずほ銀行　甲府支店　 甲府市丸ノ内1-19-10

116 中北建設事務所 甲府市貢川2-1-8

117 甲府警察署 甲府市中央1-10-1

118 中央消防署 甲府市丸の内1-1-19

119 中央ベニヤ（株） 甲府市相生1-16-15

120 山梨県立甲府工業高等学校 甲府市塩部2-7-1

121 日昇電気工業（株） 甲府市緑ケ丘1-1-11

122 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社　山梨支店　山梨サービスセンター 甲府市丸の内3-20-３　ジブラルタ生命甲府ビル４Ｆ

123 協和産業（株） 甲府市丸の内2-7-16

124 （株）朱宮神佛具店 甲府市中央4-3-4

125 （株）商工組合中央金庫　　甲府支店 甲府市丸の内2-2-1CROSS500　2階

126 山梨森林管理事務所 甲府市宮前町7-7



127 塩野義製薬（株） 　甲府営業所 甲府市中央1-12-20　異人館ビル1F

128 三井住友海上火災保険（株） 甲府市相生2-3-16

129 （医）山角会　山角病院 甲府市美咲1-6-10

130 （有）飯窪建材 甲府市善光寺3-35-11

131 山梨スズキ販売（株） 甲府市飯田3-9-3

132 山梨日野自動車（株） 甲府市酒折1-2-10

133 日星（株） 甲府市酒折1-1-11

134 山梨県赤十字血液センター 甲府市池田1-6-1

135 山梨スバル自動車（株） 甲府市富士見1-4-30

136 小野建設（株） 甲府市緑が丘1-2-4

137 山梨県信用農業協同組合連合会 甲府市飯田1-1-20

138 中外製薬（株）関東北甲信越統括支店　甲府オフィス 甲府市相生1-2-31 大同生命ビル3F

139 甲府ビルサービス株式会社 甲府市池田1-5-9

140 日本電子サービス（株） 甲府市東光寺3-12-34

141 （株）アペックス　甲府営業所 甲府市徳行4-16-30

142 リコージャパン(株) 甲府市酒折1-3-15

143 （株）土屋工業 甲府市池田1-4-20

144 協同組合山梨県ＬＰガス保安センター 甲府市飯田一丁目４－４

145 山梨県立甲府支援学校 甲府市下飯田2-10-3

146 エーザイ（株）甲府コミュニケーションオフィス　 甲府市中央1-12-28　甲府東京海上日動ビル2F

147 三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ（株）　山梨支店 甲府市飯田3-2-44

148 甲府記念日ホテル 甲府市湯村3-2-30

149 ＮＥＣフィールディング（株）　西関東支社　甲府支店 甲府市相生2-3-16　三井住友海上甲府ビル

150 （株）帝国データバンク　甲府支店 甲府市飯田1-1-24OSD-Ⅲビル４階

151 甲府市山宮福祉センター 甲府市山宮町383-1

152 甲府市貢川福祉センター 甲府市徳行3-12-1

153 甲府警備保障（株） 甲府市下飯田1-4-11

154 山梨県企業局 甲府市丸の内1-6-1

155 山梨中銀リース（株） 甲府市武田2-9-4　山梨中央銀行ローンセンター5階

156 （株）常磐ホテル 甲府市湯村2-5-21

157 東京ガス山梨株式会社 甲府市北口3-1-12

158 （株）岡酒類店 甲府市城東1-8-17

159 （有）ホテル吉野 甲府市湯村3-11-14

160 野村證券（株）　甲府支店 甲府市丸の内1-17-10

161 東日本旅客鉄道（株）　八王子支社　八王子電力技術センター　甲府メンテナンスセンター 甲府市丸の内1-1-8

162 （株）日設工業 甲府市湯村3-5-21

163 全労済山梨推進本部 甲府市丸の内3-29-11

164 学校法人　貢川進徳幼稚園 甲府市貢川1-7-22

165 （株）石友 甲府市川田町アリア106

166 クリナップ（株）　甲府営業所 甲府市貢川本町9-34

167 グローリー（株）　甲府営業所 甲府市徳行3-4-9

168 山梨県中小企業団体中央会 甲府市飯田2-2-1

169 東京コンピュータサービス（株） 甲府市丸の内1-17-10　



170 山梨県信用保証協会 甲府市飯田2-2-1

171 山梨県商工会連合会 甲府市飯田2-2-1

172 日新火災海上保険（株） 甲府市丸の内1-17-10　東武穴水ビル9F

173 小野薬品工業（株）　山梨営業所 甲府市相生1-2-31　大同生命甲府ビル7F

174 大面建設（株） 甲府市塩部3-2-8

175 山梨県民信用組合 甲府市相生1-2-34

176 （株）秋山種菌研究所 甲府市高畑1-5-13

177 甲府市上下水道局 甲府市下石田2-23-1

178 （株）望月電気 甲府市高畑1-2-33

179 独立行政法人　地域医療機能推進機構　山梨病院 甲府市朝日3-11-16

180 （株）メイキョー 甲府市徳行2-2-38

181 ササキ（株）　甲府支店 甲府市徳行2-10-38

182 （株）日立ビルシステム　首都圏支社東京西支店甲府統括営業所 甲府市飯田3-2-44　山梨県ＪＡ会館南別館

183 日本電気（株）　甲府支店 甲府市相生2-3-16

184 太平ビルサービス（株）　甲府支店 甲府市丸の内1-17-10　東武穴水ビル７F

185 損害保険ジャパン株式会社　山梨支店 甲府市相生1-4-23

186 甲府市社会福祉事業団　甲府市障害者センター 甲府市東光寺1-10-25

187 （株）山根園 甲府市丸の内2-16-18

188 山梨県立甲府第一高等学校 甲府市美咲2-13-44

189 （株）中村製作所 甲府市下飯田1-6-2

190 社会福祉法人　善隣会 甲府市和田町2948-6

191 山梨県警察本部　警備部　警備第一課 甲府市丸の内1-6-1

192 山梨県警察本部　刑事部　捜査第二課 甲府市丸の内1-6-1

193 山梨県警察本部　刑事部　捜査第一課 甲府市丸の内1-6-1

194 住友ファーマ株式会社（甲府集会所） 甲府市丸の内3-32-11　住友生命甲府丸の内ビル6F

195 ＮＸ商事株式会社　甲府営業センター 甲府市丸の内2-26-1

196 山梨県警察本部　交通部　交通指導課 甲府市丸の内1-6-1

197 （有）高添工業所 甲府市下飯田2-3-30

198 キヤノンメディカルシステムズ（株） 甲府市丸の内3-20-7

199 タカラスタンダード（株）　甲府支店 甲府市徳行2-9-5

200 関東管区警察局　山梨県情報通信部 甲府市丸の内1-6-1

201 （株）ドコモＣＳ　山梨支店　 甲府市丸の内2-31-3

202 日信電子サービス（株）　山梨営業所 甲府市富士見1-22-11

203 西山塗装（株） 甲府市下飯田4-3-38

204 （株）エフエム富士 甲府市川田町アリア105

205 （株）フジオ 甲府市北口1-4-14

206 （株）アサンテ　甲府営業所 甲府市池田1-2-7　サンライズＧＯＭＩ103号

207 （福）青い鳥　成人寮 甲府市下飯田2-10-1

208 山梨県立甲府東高等学校 甲府市酒折1-17-1

209 協和キリン（株）　山梨営業所 甲府市丸の内3-32-11　住友生命丸の内ビル５Ｆ

210 甲府商工会議所 甲府市相生2-2-17

211 （株）日本政策金融公庫甲府支店 甲府市丸の内2-26-2

212 （学）澁谷学園　琢美幼稚園 甲府市城東2-16-18



213 （株）エヌ・ティ・ティ　エムイー　ネットワークサービス事業本部　東京事業所　山梨ネットワークサービスセンタ 甲府市中央2-12-18

214 関東建設マネジメント（株）甲府支店 甲府市丸の内2-12-6

215 コニカミノルタジャパン（株） 甲府市下飯田2-1-27

216 （株）山梨クリーンサービス 甲府市和戸町1219-4

217 (株)ホンダ四輪販売関東中央（株）　ホンダカーズ山梨緑が丘店 甲府市塩部3-1-36

218 大和冷機工業（株）　甲府営業所 甲府市徳行1-17-32 AYAビル2F

219 （株）ツムラ　甲府営業所 甲府市相生1-2-31 3F

220 日本赤十字社　山梨県支部 甲府市池田1-6-1

221 ホシザキ東京（株）　甲府支店 甲府市下石田2-12-22

222 山梨県立甲府城西高等学校 甲府市下飯田1-9-1

223 大和証券（株）　甲府支店 甲府市丸の内2-1-1

224 （株）ＬＳＩメディエンス　山梨営業所 甲府市徳行5-12-15

225 山梨県警察本部　刑事部　組織犯罪対策課 甲府市丸の内1-6-1

226 社会福祉法人　ホープ会 甲府市富竹1-12-11

227 日本電計（株） 甲府市下石田2-20-22

228 （株）大成電気 甲府市美咲1-9-7

229 甲府市相川福祉センター 甲府市古府中町6019

230 関東農政局山梨県拠点 甲府市丸の内1-1-18

231 キリンビール（株）　長野・山梨支社　山梨支店 甲府市丸の内2-30-3　甲府丸の内ビル2F

232 （株）ノーリツ 甲府市下石田2-21-28

233 東芝エレベータ（株）　甲府営業所 甲府市丸の内1-17-10　東武穴水ビル

234 （株）山梨中央銀行　貢川支店 甲府市上石田3-6-40

235 （株）ベルクラシック甲府 甲府市丸の内1-1-17

236 古名屋ホテル 甲府市中央1-7-15

237 株式会社　テツフジ 甲府市中央5-7-3

238 医療法人　八香会　湯村温泉病院 甲府市湯村3-3-4

239 （株）ワイ・シー・シー 甲府市飯田3-1-2

240 丸浜舗道（株） 甲府市東光寺1-7-8

241 （株）ヤマシタ山梨営業所 甲府市和戸町1018-1

242 （有）アルファケア　北甲府介護施設 甲府市山宮町703-1

243 山梨県立かえで支援学校 甲府市東光寺2-25-1

244 山梨信用金庫 甲府市中央1-12-36

245 富士ビジネスサービス（株） 甲府市中央1-12-36

246 （株）ゼンリン甲府支店 甲府市朝日4-3-11　第2共栄ビル2F

247 社会福祉法人　明和福祉会　和泉愛児園 甲府市湯村3-12-13

248 ケアパートナー甲府 甲府市徳行5-12-21

249 （株）やさしい手甲府　西事業所 甲府市上石田1-7-14

250 くぬぎの森 甲府市下帯那町2980

251 ＯＫＩクロステック（株）　甲府支店 甲府市中央3-10-14　ＴＦビル４Ｆ

252 松美運転代行 甲府市上石田3-10-10

253 山梨県農業協同組合中央会 甲府市飯田1-1-20

254 宮前保育園 甲府市岩窪町379

255 社会福祉法人　ぶどうの里　サポートハウスすきっぷ 甲府市東光寺1-9-8



256 小泉久司税理士事務所 甲府市上石田1-2-18　山田ビル3Ｆ

257 （福）山梨樫の会　介護老人保健施設　甲府相川ケアセンター 甲府市塚原町359

258 大和リビング（株）山梨営業所 甲府市上石田4-2-23

259 日本テレコムシステム（株）甲府営業所 甲府市相生1-2-26

260 社会福祉法人　奥湯村福祉会　特別養護老人ホーム　奥湯村園 甲府市羽黒町1657-5

261 日本テクノ(株)　甲府営業所 甲府市丸の内2-29-4　明治安田生命甲府ビル３階

262 甲府ケアセンターそよ風 甲府市富竹3-3-5

263 杏林製薬（株）　山梨営業所 甲府市相生1-2-31　大同生命甲府ビル5Ｆ

264 三ツ輪産業(株)　甲信支店　甲府営業所 甲府市横根町180-1

265 社会福祉法人　伸芽保育会 甲府市高畑1-5-5

266 (株)山梨施設管理 甲府市山宮町3271-3

267 ＶＩＰ運転代行 甲府市山宮町3371-545

268 (株)ニチイ学館　ニチイケアセンター甲府西 甲府市下飯田2-4-30

269 日本年金機構　甲府年金事務所 甲府市塩部1-3-12

270 (株)ハウスメイトマネジメント　山梨支店 甲府市下石田2-10-9

271 北恵(株) 甲府市相生2-3-16　三井住友海上甲府ビル2F

272 山梨県警察本部　生活安全部　生活安全捜査課 甲府市丸の内1-6-1

273 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社　山梨支店 甲府市丸の内3-20-5

274 株式会社ゆうちょ銀行 山梨パートナーセンター 甲府市北口1-5-17

275 積水ハウスリフォーム東日本（株）東京西営業所山梨リフォームセンター 甲府市上石田3-6-38

276 あおぞらの里　甲府デイサービスセンター 甲府市荒川1-3-25

277 山梨県警察本部　刑事部　機動捜査隊 甲府市中央1-10-1

278 ＳＯＭＰＯひまわり生命保険(株)　山梨支社 甲府市相生1-4-23　損保ジャパン日本興亜鮎川ビル２階

279 共立在宅ケアセンター甲府 甲府市丸の内2-9-28　勤医協駅前ビル４階

280 ＧＴ代行サービス 甲府市高畑1-21-21

281 東日本メルテック（株） 甲府市飯田3-2-44　山梨県JA会館南別館1F

282 みずほ証券（株） 甲府支店 甲府市丸の内1ｰ19ｰ10

283 （株）テクノ・サービス　山梨営業所 甲府市朝日1-3-12　倉金ビル甲府北口4F

284 日本光電工業（株）　東京支社　山梨営業所 甲府市下石田2-6-23

285 （株）丸増ベニヤ商会甲府営業所 甲府市徳行2-11-19

286 セコム山梨（株）甲府支社 甲府市徳行3-12-25

287 TOTOエムテック（株）　山梨支店 甲府市上石田3-14-5

288 Sky運転代行 甲府市下飯田２丁目２番６号　マノアールＡ　Ａ２－２

289 （株）オリエントコーポレーション 甲府市丸の内1-17-14　甲府センタービル7Ｆ

290 （株）やさしい手甲府　東事業所 甲府市酒折1-20-23

291 (株)かんぽ生命保険　甲府支店 甲府市丸の内1-17-10　東武穴水ビル4F

292 三井住友海上あいおい生命保険（株）　山梨生保支社 甲府市相生2-3-16三井住友海上甲府ビル1階

293 山梨みらい農業協同組合 甲府市下飯田3-5-12

294 デイサービスセンター　たから 甲府市宝1-4-16

295 ミドリ安全山梨（株） 甲府市大手1-2-21

296 地域密着型総合介護施設　コスモ・アンシア 甲府市相生3-3-14

297 （福）　山梨ライトハウス　青い鳥支援センター 甲府市下飯田1-10-22

298 セコム（株）テクノ事業本部　東京支店　山梨支所 甲府市徳行3-12-16



299 損害保険ジャパン株式会社　山梨保険金サービス課 甲府市丸の内1-12-4

300 （株）LIXIL　甲信越支社　山梨営業所 甲府市貢川本町12-25

301 りぼんデイサービスセンター 甲府市高畑2-8-2

302 日本電技（株）　山梨営業所 甲府市下石田2-25-11

303 山梨県警察本部　生活安全部　少年・女性安全対策課 甲府市丸の内1-6-1

304 甲信アルプスホーム（株）山梨支社 甲府市下石田2-13-9

305 SUN運転代行 甲府市岩窪町１２０－３

306 社会福祉法人　甲西厚生会　和成保育園 甲府市徳行1-1-1

307 学校法人C2C Global Education Japan　山梨学院大学カレッジスポーツセンター 甲府市酒折2-4-5

308 学校法人C2C Global Education Japan 山梨学院中学・高等学校 甲府市酒折3-3-1

309 学校法人C2C Global Education Japan 山梨学院小学校 甲府市酒折1-11-1

310 学校法人C2C Global Education Japan 山梨学院幼稚園 甲府市酒折2-8-1

311 （株）ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブ 甲府市北口2-6-10

312 （株）ＮＨＫテクノロジーズ 甲府市飯田1-1-24　ＯＳＤ－Ⅲビル４階

313 （株）プレナス 山梨事務所 甲府市下石田2-17-18

314 （株）LIXIL　トータルサービス 甲府市川田町アリア102　2F

315 アサヒドラフトマーケティング（株） 甲府市朝日1-3-12　倉金ビル甲府北口２Ｆ

316 帝人ヘルスケア（株）　山梨営業所 甲府市相生1-4-23損保ジャパン日本興亜鮎川ビル1F

317 甲府共立診療所 甲府市宝1-10-5

318 ＪＡ共済損害調査（株）南関東支社　山梨支店 甲府市飯田１-１-20

319 （株）LIXIL　トータル販売　山梨営業所 甲府市川田町アリア102

320 特別養護老人ホーム　志麻の郷・湯村 甲府市湯村3-11-10

321 旭化成ファーマ（株） 甲府市相生１-２-３１大同生命甲府ビル７Ｆ

322 ツクイ甲府中央 甲府市中央4-12-4

323 ティーエーシー武田消毒（株） 甲府市徳行3-9-28

324 共立介護福祉センター　いけだ 甲府市下飯田1-2-18

325 社会福祉法人　山梨県社会福祉協議会 甲府市北新1-2-12　山梨県福祉プラザ４階

326 甲府市健康支援センター 甲府市相生2-17-1

327 (株)ＵＳＥＮ　甲府支店 甲府市丸の内1-17-10  東武穴水ビル６Ｆ

328 アフラック生命保険（株） 甲府市丸の内2-30-2　第一生命ビル２Ｆ

329 天然温泉　甲斐路の湯　ドーミーイン甲府 甲府市中央1-14-3

330 東京電力エナジーパートナー（株）山梨支店 甲府市丸の内1-10-7

331 （株）ＳＴＣ 甲府市塩部4-1-24

332 （株）東横イン甲府駅南口Ｉ 甲府市丸の内1-13-20

333 積水ハウス（株）西東京カスタマーズセンター山梨オフィス 甲府市上石田3-6-38

334 社会福祉法人　甲府市社会福祉協議会 甲府市相生2-17-1

335 山梨県農業共済組合 甲府市宝1-21-20

336 医療法人　慶友会 甲府市城東4-13-15

337 日本機材(株)　甲府営業所 甲府市相生1-4-23　損保ジャパン日本興亜鮎川ビル５Ｆ

338 パーソルテンプスタッフ(株) 甲府市丸の内2-30-2　甲府第一生命ビル５F

339 大和ハウスリフォーム(株)　東日本支社　山梨営業所 甲府市貢川本町4-19

340 プライム代行サービス 甲府市天神町5-10レジデンス桂C-101

341 三井建設工業（株） 甲府市飯田4-1-33



342 (株)トーヨータイヤジャパン　山梨営業所 甲府市新田町1-2

343 積水ハウス不動産東京（株） 甲府市上石田3-6-38

344 キリンビバレッジ(株) 甲府市丸の内2-30-3　甲府丸の内ビル２Ｆ

345 雨宮工業（株） 甲府市荒川2-13-1

346 神宮代行 甲府市中村町501-1

347 公益財団法人　山梨ＹＭＣＡ　 甲府市中央3-10-7

348 ハロー代行 甲府市下石田2-8-6

349 ＭＳ関東甲信越(株) 甲府市相生2-3-16

350 ＫＩ運転代行サービス 甲府市羽黒町739

351 児童発達支援センター　かしのみ学園 甲府市下飯田2-5-12

352 ローレルバンクマシン(株)　甲府営業所 甲府市宝1-20-22

353 （株）山梨中央銀行　湯村支店 甲府市塩部4-10-11

354 （株）山梨中央銀行　和戸支店 甲府市和戸町970-1

355 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社甲府ＣＳセンター 甲府市丸の内1-17-10東武穴水ビル5階

356 地方独立行政法人山梨県立病院機構　山梨県立中央病院 甲府市富士見1-1-１

357 日本空調サービス株式会社　関東支店山梨営業所 甲府市酒折2-11-22

358 株式会社アーネストワン　甲府営業所 甲府市相生1-1-1　Ｍ－１ビル1階

359 シャープマーケティングジャパン株式会社山梨営業所 甲府市富竹2-1-27

360 東京電力パワーグリッド（株）山梨通信ネットワークセンター 甲府市丸の内1-10-7

361 （株）丸八ダイレクト 甲府市中央５－８－２１

362 おとわ運転代行 甲府市音羽町2-10

363 エレベーターコミュニケーションズ（株）甲府支店 甲府市丸の内2-16-4丸栄ビル６Ｆ

364 （株）電算　山梨支社 甲府市相生１－２－３１

365 訪問看護ステーション　デューン甲府 甲府市丸の内2-28-9　寺田ビル２階

366 甲州デイサービスセンターきぼう甲府中央事業所 甲府市中央2ｰ10ｰ8

367 甲州デイサービスセンターきぼう甲府西事業所 甲府市池田1-10-11

368 （株）マイナビ 甲府市丸の内1-17-10東武穴水ビル5階

369 キッセイ薬品工業（株） 甲府市丸の内1-17-14　甲府センタービル7Ｆ

370 （株）クラシアン山梨営業所 甲府市徳行2ｰ17ｰ11

371 （株）旭商工社 甲府市上石田4-15-4

372 菜の花こども園 甲府市徳行5-12-12

373 （株）ジャックス　甲府支店 甲府市相生2-3-16三井住友海上甲府ビル6階

374 山梨県警察本部　警務部　監察課 甲府市丸の内1-6-1

375 （学）駿台甲府学園 甲府市塩部2-8-1

376 （株）アウトソーシング　山梨営業所 甲府市丸の内2-29-4

377 甲州デイサービスセンターきぼう甲府南事業所 甲府市高畑1-22-14

378 興和（株）　東京第一支店　山梨営業所 甲府市相生1-4-23損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ鮎川ﾋﾞﾙ３Ｆ

379 アサヒサンクリーン（株）山梨営業所 甲府市上石田2-31-38

380 （公社）山梨県看護協会　貢川訪問看護ステーション 甲府市貢川本町12-10

381 森久保薬品（株） 甲府市飯田5-8-13

382 （公社）山梨県看護協会　荒川ホームヘルパーステーション 甲府市荒川2-10-26

383 （株）サニックス　甲府営業所 甲府市上石田4-13-7

384 永照寺幼稚園 甲府市高畑1-21-2



385 （公社）山梨県看護協会　荒川訪問看護ステーション 甲府市荒川2-10-26

386 やさしい手　しょうがい福祉サポート甲府 甲府市上石田1-8-16

387 （株）ＮＴＴ東日本－南関東　東京事業部　山梨支店 甲府市中央2-12-18

388 山梨県教育庁総務課 甲府市丸の内1-6-1

389 （株）東京海上日動パートーナーズＥＡＳＴ　山梨支店　甲府支社 甲府市中央1-12-28東京海上日動ビル

390 株式会社フィリップス・ジャパン　山梨支店 甲府市相生1-2-31　大同生命ビル６Ｆ

391 タツミエンジニアリング（株） 甲府市上石田2-26-19

392 アスク代行 甲府市大和町1-53　ＮＤＳビル３Ｆ

393 (株)警備サービス輝 甲府市徳行2-16-28

394 オリックス保険コンサルティング（株）東京支社甲府サテライトオフィス 甲府市丸の内3-20-7　甲府フロントビル９F

395 山梨県警察本部警備部警備第二課 甲府市丸の内1-6-1

396 静銀ティーエム証券株式会社　山梨本店 甲府市丸の内1-20-8　山梨中央銀行本店２階

397 ツクイ甲府大手 甲府市大手2-4-4

398 株式会社フォネット 甲府市下石田2-10-6

399 日成ビルド工業株式会社甲府営業所 甲府市徳行4-14-22 徳行Ｍビル２－Ａ

400 株式会社　ヒューマックス 甲府市下飯田2-3-3

401 株式会社　オギノ　本部 甲府市徳行1-2-18

402 （株）マルアイ産機 甲府市上石田4-8-30

403 （株）テラオカ　山梨営業所 甲府市下石田2-21-24

404 株式会社日本工業経済新聞社　甲府支局 甲府市丸の内3-20-7　フォワードビル６F

405 株式会社　帯金造園 甲府市池田2-11-12

406 布亀株式会社　マザーケア甲府デリバリーセンター 甲府市徳行5-7-3

407 フクダ電子長野販売株式会社　山梨営業所 甲府市徳行3-13-23

408 株式会社スタッフサービス 甲府市朝日1-3-12　倉金ビル甲府北口

409 医療法人　社団すずき会　すずきネフロクリニック 甲府市塩部1-6-10

410 株式会社　ワタナベ　甲府支店 甲府市上石田4-1-25

411 損保ジャパンパートナーズ株式会社　山梨支店 甲府市丸の内1-17-10　東武穴水ビル7階

412 株式会社羽中田自動車工業　Ｋばっか 甲府市徳行1-16-3

413 株式会社羽中田自動車工業　アップル車検　美術館通り店 甲府市貢川1-1-6

414 株式会社羽中田自動車工業　ボルボ・カー　甲府 甲府市貢川1-5-62

415 株式会社羽中田自動車工業　ボディショップ　もど～る 甲府市貢川1-6-23

416 株式会社サンテレコム 甲府市中央2-13-2

417 有限会社サンテレコムサービス 甲府市中央2-13-2

418 ＤＣＭ株式会社　和戸店 甲府市和戸町367

419 ネッツトヨタ山梨株式会社　Ｕ－ｃａｒセンター和戸 甲府市和戸町171-3

420 オカダ保温有限会社 甲府市徳行3-9-25 サンユウビル１階

421 五光電工株式会社 甲府市宝1-36-1

422 かえで総合保険株式会社 甲府市寿町1-15

423 富士冷暖株式会社 甲府市上石田3-17-13

424 株式会社　Eins Motors 甲府市富竹1-1-10

425 ＮＥＣファシリティーズ（株）府中ファシリティーマネージメント事業部甲信支社 甲府市中央3-10-14 ＴＦビル甲府２階

426 株式会社ブルケンマルタマ甲府営業所 甲府市上石田4-6-24

427 デイサービス　リハビリテーション　こんね千塚 甲府市千塚3-1-43



428 株式会社そうごう　甲府支店 甲府市下石田2-10-4

429 株式会社メディアブレイン 甲府市下石田2-14-18

430 株式会社エイジェック甲府オフィス 甲府市下石田2-10-5

431 穴水株式会社　酒折油槽所 甲府市酒折1-4-1

432 清水建設株式会社　山梨営業所 甲府市丸の内2-30-2 甲府第一生命ビル３階

433 あいおいニッセイ同和インシュアランスサービス株式会社 甲府市丸の内3-20-7 甲府フロントビル２Ｆ

434 甲府住販株式会社 甲府市高畑1-1-17

435 アルプス事務機有限会社 甲府市丸の内2-39-4

436 有限会社フィッシュランドイシハラ 甲府市相生3-5-40

437 中央労働金庫　甲府支店 甲府市丸の内3-32-11　住友生命甲府丸の内ビル１階

438 株式会社　津々美造園 甲府市愛宕町146

439 ワタミ株式会社宅食事業部　山梨甲府営業所 甲府市徳行3-14-27

440 有限会社　オオノ 甲府市天神町4-7

441 創夢株式会社 甲府市上石田2-32-1

442 河野造園土木株式会社 甲府市下飯田2-5-27

443 株式会社　樋口 甲府市上石田3-14-18

444 山梨トヨタ自動車株式会社　南アルプス通り店 甲府市徳行1-9-5

445 MSD株式会社 甲府市丸の内1-17-10 東武穴水ビル３F

446 中込建設工業株式会社 甲府市富竹1-8-17

447 関東自動車共済協同組合 甲府市飯田4-4-2

448 昭和測量株式会社 甲府市中央3-10-12

449 株式会社　印傳屋　上原勇七 甲府市川田町アリア201

450 山梨スズキ販売株式会社スズキアリーナ甲府東 甲府市和戸町166

451 株式会社堀田組 甲府市桜井町408-1

452 デンタルサポート株式会社甲府事業所 甲府市北口1-2-14　北口プラザビル１０７

453 ホンダ自動車販売株式会社　甲府支店 甲府市丸の内1-17-10　東武穴水ビル３Ｆ

454 株式会社ＦＰパートナー　山梨支社 甲府市宝1-6-4　宝クロワビル１Ｆ

455 第一環境株式会社　甲府事務所 甲府市下石田2-23-2

456 丸光建設株式会社 甲府市大手2-2-21

457 株式会社　シグマ技研 甲府市池田1-10-18

458 株式会社　三井住友銀行　甲府支店　法人営業部 甲府市丸の内2-2-1CROSS 500 3階

459 株式会社　ジットセレモニー 甲府市高畑2-19-2

460 株式会社ニチイ学館　甲府支店 甲府市丸の内1-17-14　甲府センタービル４階

461 アイエス企画株式会社 甲府市飯田2-17-2

462 有限会社　サンリツ造園土木 甲府市善光寺町3135

463 社会福祉法人　山梨太陽の家 甲府市羽黒町1272-1

464 株式会社　ハイテック畠山 甲府市塩部1-15-12

465 株式会社　内外 甲府市中央5-2-26

466 株式会社　ブレイン 甲府市相生1-9-3　長坂ビル２F

467 株式会社　北栄 甲府市徳行3-9-34　藤ビル202号

468 アイザワ証券株式会社　甲府支店 甲府市中央1-20-9

469 株式会社ドコモビジネスソリューションズ 甲府市丸の内2-31-3

470 井口工業（株） 甲府市国母5-18-22



471 三英電業（株）　山梨営業所 甲府市国母6-2-14

472 甲斐日産自動車（株） 甲府市上今井町706

473 （株）かいや 甲府市下曽根町3330-1

474 （株）サンキムラヤ 甲府市西下条町1065-1

475 タマパック（株）　甲府工場 甲府市国玉町831

476 甲府市環境センター道路公園等保全センター 甲府市上町601-4

477 （株）シンケン 甲府市蓬沢1-9-10

478 （株）小林製作所 甲府市大津町1262-5

479 （株）ＭＦＰ古守 甲府市落合町817

480 （株）前田製作所　山梨営業所 甲府市国母8-12-48

481 甲南立正保育園 甲府市下今井町707

482 甲府みなみ幼稚園 甲府市蓬沢町1213

483 甲府東洋（株） 中央市布施91

484 山光石油（株） 甲府市青葉町7-30

485 東日本三菱自動車販売（株）　甲府店 甲府市青葉町3-11

486 新興繊維（株） 甲府市伊勢1-7-28

487 新生保育園 甲府市上町350

488 甲府昭和自動車教習所 中巨摩郡昭和町上河東371

489 社会福祉法人　国母保育園 甲府市国母7-2-4

490 （株）テンヨ武田 中央市高部1921-8

491 第一物産（株） 甲府市湯田1-15-15

492 （株）甲府大一実業 中央市布施358

493 山梨みらい農業協同組合　玉穂経済センター 中央市成島2410-2

494 中央市役所　田富庁舎 中央市臼井阿原301-1

495 （株）巴商会 中巨摩郡昭和町築地新居917

496 鍋林（株）　甲府営業所 甲府市上阿原町240

497 （学）川口学園 甲府市住吉1-6-22

498 (株)キムラ 甲府市国母5-10-17

499 丸統商事（株） 甲府市国母4-2-4

500 （株）内藤乳販 甲府市下曽根町3400-7

501 （株）関東日立　山梨支社 甲府市上今井町753

502 山梨中央青果（株） 甲府市国母6-5-1

503 (株)木工ランド 甲府市上町1206

504 （株）トーレイ 甲府市中町5-1

505 （株）山梨ボーリング 甲府市西高橋町233

506 （株）丸亀商店　 甲府市七沢町330

507 （株）柳川芳鉄工所 中巨摩郡昭和町築地新居1683

508 カネコ種苗（株）甲府支店 中央市山之神流通団地3-7-2

509 日東金属（株） 甲府市国玉町910-1

510 （学）岩田学園 甲府市国母1-24-6

511 むろい（株） 中央市山之神流通団地1-5-2

512 （株）山梨中央広告社 中央市西新居330-7

513 甲府刑務所 甲府市堀之内町500



514 （株）オオキ 中央市山之神流通団地1-3-2

515 （株）マルモ 中央市山之神流通団地2-3-5

516 ＢＥ．ナショナル（株） 中央市山之神流通団地3-7-1

517 （株）正直堂 中央市山之神流通団地1-4-3

518 (有)豊臣興業 中央市浅利2990

519 （株）クリエート 甲府市幸町8-9

520 （株）吉字屋本店　流通センター営業所 中央市山之神流通団地3-8-2

521 （株）渡辺商店 中央市山之神流通団地1-1-1

522 （有）甲府第一運送　三洋生コン工場 中央市今福1038

523 （株）小泉中部　中部本社 甲府市蓬沢町945-1

524 （株）ふじでん 甲府市朝気3-21-29

525 （株）田中重建 中巨摩郡昭和町西条2166

526 甲楠給食（有） 甲府市国母6-6-6

527 （学）わかば幼稚園 中央市井之口937-2

528 （株）富士薬品　甲府営業所 甲府市上阿原町1143-14

529 （株）スズケン　甲府支店 中央市山之神流通団地3-7-3

530 （株）旭建設 中巨摩郡昭和町西条455

531 ブリヂストン・生産財タイヤソリューション・関東(株)甲府店 甲府市上町2197

532 甲府青果（株） 甲府市下曽根町1160

533 山梨パナソニックシステム（株） 中巨摩郡昭和町西条2331

534 シキシマ醤油（株） 中央市山之神流通団地3-1-1

535 中楯建設（株） 中央市大鳥居2760

536 中日本高速道路（株）　八王子支社　甲府保全・サービスセンター 中巨摩郡昭和町西条2858

537 （株）ロード 甲府市下小河原町262

538 （株）菱和園 甲府市太田町4-7

539 山梨県警察本部　交通部　高速道路交通警察隊 中巨摩郡昭和町西条2858

540 （株）ジャパンメディカル 中央市乙黒354-11

541 中部食品（株） 甲府市国母6-2-38

542 （株）丹澤電機 甲府市伊勢1-10-3

543 （株）ゴープラス 甲府市上町1023-9

544 （株）平和堂 甲府市下曽根町3400-8

545 甲信商事（株）　甲府支店 中央市山之神流通団地3-4-1

546 山梨県警察本部　交通部　交通機動隊 甲府市中小河原町404-1

547 （有）石田工業 中巨摩郡昭和町清水新居1008

548 ＴＨＫ（株）　甲府工場 中央市中楯754

549 日産プリンス山梨販売（株）　甲府国母店 甲府市国母5-10-21

550 甲府地区広域行政事務組合　南消防署 甲府市伊勢3-8-23

551 市立甲府病院 甲府市増坪町366

552 （株）ミツウロコヴェッセル山梨 中央市山之神流通団地2-8-4

553 甲府市環境センター 甲府市上町601-4

554 南甲府警察署 甲府市中小河原町404-1

555 (株)ヨコハマタイヤジャパン山梨カンパニー 甲府市上阿原町449-1

556 （株）文祥堂オフィスファシリティーズ 中央市山之神流通団地3-6-2



557 （株）甲府明電舎 中央市中楯825

558 山崎製パン株式会社　武蔵野工場　甲府営業所 中央市山之神流通団地2-2-1

559 ネッツトヨタ甲斐（株） 甲府市朝気3-10-21

560 昭和町役場 中巨摩郡昭和町押越542-2

561 中央市役所　玉穂支所 中央市成島2266

562 （株）アセラ 甲府市西高橋町156

563 （株）ＮＴＴ東日本 南関東 東京事業部 山梨支店 甲府市青沼1-12-13

564 山梨交通（株）山梨交通自動車学校 甲府市湯田2-16-25

565 よっちゃん食品工業（株） 中央市高部1921-1

566 （株）渡辺工業所 甲府市国母5-9-24

567 名工建設（株）　甲府支店 甲府市南口町6-15

568 昭和総合警備保障（株） 甲府市朝気1-1-5

569 中日本ハイウェイ・メンテナンス中央（株）甲府事業所 中巨摩郡昭和町西条2785

570 （株）保健科学研究所　甲府営業所 甲府市大里町2829-4 コーナン第1ハイツ2F

571 （株）七保　甲府営業所 甲府市向町296

572 （株）キトー 中巨摩郡昭和町築地新居2000

573 （株）フィッツ　フィッツスポーツクラブ青葉 甲府市青葉町9-12

574 東京電力パワーグリッド（株）　山梨総支社　甲府事務所 甲府市住吉5-15-1

575 （株）シャトレーゼ 甲府市下曽根町3440-1

576 日本連合警備（株） 甲府市後屋町363

577 東電タウンプランニング（株）　山梨総支社 甲府市中小河原町1592-1

578 （株）アピオセレモニー 中巨摩郡昭和町西条3600

579 東京電設サービス（株）　山梨センター 甲府市伊勢4-24-2

580 （株）アダストサービス 中巨摩郡昭和町築地新居1885-3

581 （株）藤二誠 甲府市国玉町879

582 みかさこども園 中央市臼井阿原813-6

583 三菱ふそうトラック・バス（株）甲信ふそう甲府支店 甲府市下曽根町408

584 リコージャパン（株）　山梨支社 中央市山之神流通団地東１

585 （株）ヨシケイ　山梨事業部 甲府市国母8-13-6

586 （株）テレビ山梨 甲府市湯田2-13-1

587 サンヨー山梨デンカシステム（株） 甲府市国母6-4-2

588 （株）関東甲信クボタ　甲府営業所 甲府市下曽根町424-1

589 （有）ホテル湯王温泉 甲府市住吉5-9-12

590 太陽建機レンタル（株）　甲府支店 甲府市上今井町西河原1025

591 マコト医科精機株式会社 中央市山之神流通団地北5

592 山梨県立甲府昭和高等学校 中巨摩郡昭和町西条3000

593 甲府市立甲府商業高等学校 甲府市上今井町300

594 花王グループカスタマーマーケティング（株）首都圏支社　多摩山梨支店　山梨オフィス 中央市山之神流通団地3-2-3

595 杉本電機産業（株）　甲府営業所 甲府市中小河原町1-11-11

596 中央道路（株） 甲府市上阿原町966

597 甲府地区広域行政事務組合消防本部 甲府市伊勢3-8-23

598 （株）鶴田冷凍機 甲府市伊勢2-9-12

599 （株）宗家日本印相協会 甲府市上曽根町4011



600 （株）いちやまマート 中央市若宮50-1

601 （株）シオザワ 甲府市国母1-9-12

602 （株）城南ロードサ－ビス 甲府市西下条町1330

603 （株）甲府情報システム 中央市山之神流通団地2-5-1

604 （株）三工社　 甲府市大津町1262-7

605 （株）山梨フジカラー 甲府市大里町1224-13

606 交通工業（株） 中央市若宮44-1

607 （株）井澤 中巨摩郡昭和町押越1889-1

608 生活協同組合ユーコープ　おうちＣＯ－ＯＰ　甲府センター 甲府市落合町59-2

609 （株）五幸商会 甲府市湯田2-10-7

610 （有）甲南電設 甲府市上向山208

611 サントリービバレッジソリューション（株）関東・甲信越支社　甲府支店 中巨摩郡昭和町西条2171

612 （株）セブン-イレブン・ジャパン山梨地区事務所 甲府市伊勢4-32-2

613 冨士機材（株）甲府支店 甲府市中小河原町550-1

614 ユーシーシーコーヒープロエッショナル株式会社甲府支店 中央市山之神流通団地3-1-2

615 （株）カルク 中央市乙黒158-2

616 （株）ヤナセ甲府支店 甲府市上阿原町441-1

617 （株）センティス廿一 甲府市後屋町363

618 ブリヂストンタイヤソリューションジャパン（株）東京カンパニー 中巨摩郡昭和町西条新田501-1

619 （株）マルニ 甲府市国母2-12-10

620 （株）サンニチ印刷 甲府市宮原町608-1

621 ＮＴＴデータカスタマサービステクノロジ（株）　甲府サービスセンター 中巨摩郡昭和町西条5108　ＮＴＴ新甲府ビル3Ｆ

622 芙蓉実業（株）　甲府営業所 中巨摩郡昭和町紙漉阿原2509

623 中食フーズサプライ（株） 甲府市大里町1001

624 ネッツトヨタ山梨（株）本社セイリア店 甲府市国母5-6-17

625 （株）クリーンライフ 中央市西花輪4377

626 向山塗料（株） 甲府市上町2244

627 （株）望月重機 甲府市上町875

628 新清和建設（株） 甲府市湯田1-13-23

629 大新工業（株） 甲府市太田町7-1

630 （医）慈光会　甲府城南病院 甲府市上町753-1

631 山梨英和カートメルこども園 甲府市上町1740

632 （株）中家製作所 中巨摩郡昭和町築地新居1641-8

633 （有）山梨ハウスクリーニング 甲府市上町320

634 （株）ユニマットライフ　甲府営業所 甲府市堀之内町698

635 ミヤシタ工業（株） 甲府市落合町590

636 昭和電機産業（株）　甲府支社 甲府市蓬沢町1021-1

637 （株）中共開発 甲府市上今井町824-3

638 （株）湊與 甲府市国母6-6-2

639 山梨県土地改良事業団体連合会 甲府市蓬沢1-15-35

640 （株）第一興商　山梨支店 甲府市国母5-5-12

641 （株）入兆 甲府市国母6-6-8

642 折武(株) 甲府市国母6-4-1



643 （有）金源水産 甲府市国母6-6-1

644 （有）伊東工務店 甲府市国母2-4-1

645 （株）富貴堂　甲府支店 中巨摩郡昭和町西条3308-1

646 （株）中部環境開発 甲府市国母6-5-1

647 大東建託（株）　甲府支店 中巨摩郡昭和町河西1632-3

648 名古屋製酪（株）　甲府営業所 中央市山之神1122-315

649 株式会社　カジハラ 甲府市国母1-5-20

650 (一社)日本自動車連盟　山梨支部 甲府市中小河原町730-3

651 （株）中通 甲府市蓬沢1-778

652 （有）いちのせ 甲府市向町395-5

653 甲府市資源回収協同組合 甲府市上町601-4

654 特別養護老人ホーム　田富荘 中央市西花輪499

655 中楯スポーツセンター 甲府市相生3-7-11

656 甲斐清和高等学校 甲府市青沼3-10-1

657 （株）平野屋本店 甲府市国母6-6-11

658 日本食研（株）　甲府営業所 甲府市大里町字北耕地5273

659 協和医科器械（株）　甲府支店 甲府市国母1-5-1

660 （株）ダスキン山梨 中巨摩郡昭和町西条2802-1

661 中楯電気（株） 甲府市大里町60-2

662 高砂熱学工業（株）　山梨営業所 甲府市大津町317-13

663 三浦工業（株）　山梨支店 甲府市堀之内町753

664 富士フィルムビジネスイノベーションジャパン（株） 甲府市国母1-3-7

665 （株）河西金属商事 中巨摩郡昭和町築地新居743-1

666 いすゞ自動車首都圏（株）甲府支店　甲府サービスセンター 中巨摩郡昭和町築地新居751-28

667 国分首都圏株式会社第三支社山梨支店 甲府市下小河原町135

668 積和建設東京（株）山梨支店 甲府市住吉4-2-24

669 リコージャパン（株）　甲府事業所 甲府市幸町23-10

670 （株）サニクリーン甲信越　山梨営業所 中巨摩郡昭和町築地新居736-1

671 タマパック（株）　甲府事業部 中央市下三條550

672 （株）渡邊酒販 甲府市伊勢3-5-18

673 山梨日化サービス（株） 中巨摩郡昭和町築地新居907-1

674 （株）マルイチ産商　甲府支社 中巨摩郡昭和町築地新居2000-6

675 （株）鈴与ガスあんしんネット 甲府市朝気3-22-10

676 （株）ハギ・ボー 甲府市上今井町740-4

677 （株）ローソン　山梨支店 甲府市上阿原町446-1

678 山梨トヨペット（株）　国母店 甲府市国母7-9-33

679 ワイエムカンパニー（株） 中央市山之神流通団地3-8-5

680 （株）クスリのサンロード 甲府市後屋町452

681 アルフレッサ（株）　甲府支店 中央市下河東3011-13

682 （株）メディセオ　山梨支店 中央市山之神流通団地北2

683 三和電材（株）　本社 中巨摩郡昭和町西条4310

684 （株）マツムラ酒販 甲府市小瀬町1317

685 山梨県産業技術センター 甲府市大津町2094



686 （株）ヨコハマタイヤサービス甲信 甲府市上阿原町449-1

687 鈴与商事（株）甲府支店 甲府市朝気3-22-10

688 関東日本フード（株）　甲府営業部 中央市山之神3634-1

689 アサヒプリテック（株）　甲府営業所 中央市一町畑720-1

690 進明福祉会　ケアハウスパンセ進明園デイサービスセンター 中央市成島2448-2

691 山梨グローブシップ（株） 甲府市伊勢3-5-24

692 建協クリーンロード（株） 甲府市西下条町1347-1

693 （株）アセラ技建 甲府市蓬沢町1171

694 山梨大学　医学部 中央市下河東1110

695 大東建託パートナーズ（株）　甲府営業所 甲府市中小河原1-11-12　新仙ビル

696 （株）アクアテック 中巨摩郡昭和町河西1639-10

697 （株）エクシオモバイル　山梨技術センタ 甲府市落合町602-2

698 甲信食糧（株） 中央市山之神流通団地2-1-2

699 コスモ運転代行 中央市中楯1361-6

700 米久（株）　甲府支店 甲府市西下条町1167-8

701 （株）セブンサービス　企画装飾 甲府市西下条町417

702 オオタ総合食品（株） 中巨摩郡昭和町築地新居1741-1

703 （有）金丸組 中央市布施1938

704 （株）エスケーツー 中央市山之神流通団地1-4-1

705 （有）アルファケア 甲府市南口町2-7

706 （株）トヨタレンタリース山梨　営業本部 中巨摩郡昭和町築地新田98

707 大国運転代行 甲府市国母6-6-10

708 （株）ＮＴＴ東日本 南関東 東京事業部 山梨支店（朝気ビル） 甲府市朝気3-21-15

709 （株）ダスキンファイブ 中央市山之神2017-27

710 ユーメディカル（株） 甲府市朝気2-1-31-105

711 大和リース(株)山梨営業所 甲府市国母8-21-1

712 横河マニュファクチャリング（株）　甲府事業所 甲府市高室町155

713 ホンダカーズ山梨　国母バイパス店 甲府市国母8-13-39

714 住友林業（株）　住宅・建築事業本部　甲府支店 中巨摩郡昭和町西条5115

715 滝田建材（株）　中道生コン工場 甲府市下曽根町2752-1

716 （株）コロナ　甲府営業所 中巨摩郡昭和町西条2491-2

717 豊前医化（株） 中央市乙黒107-6

718 かえる運転代行 中巨摩郡昭和町西条新田653-21

719 （有）宏和電設 甲府市里吉4-16-10

720 障害者支援施設　向徳舎 甲府市向町277

721 （株）サンカイゴ 中央市中楯91-1

722 山梨空調設備（株） 中巨摩郡昭和町西条4310

723 (株)ホンダ四輪販売関東中央　ホンダカーズ山梨　甲府店　 甲府市国母6-3-10

724 （公財）山梨県スポーツ協会 甲府市小瀬町840

725 社会福祉法人　聖愛会　なでしこ保育園 甲府市大里町2262-1

726 （株）システムインナカゴミ 中央市山之神流通団地1-8-2

727 （株）常盤メディカルサービス甲府営業所 中央市東花輪781-2

728 （株）オートバックス山梨 甲府市国母8-14-53



729 ＮＴＴインフラネット（株）　東京事業部　山梨支店 甲府市朝気3-17-10　ＮＴＴドコモ朝気ビル南館

730 （株）コニカミノルタサプライズ 甲府市宮原町303

731 （株）アクティオ　山梨支店 甲府市上曽根町3000

732 社会福祉法人　甲府市社会福祉協議会　甲府市中道デイサービスセンター 甲府市下向山町910

733 （有）中道電設 甲府市上向山33

734 社会福祉法人　大国会 甲府市後屋町207

735 ＮＴＴアノードエナジー株式会社　東日本事業部南関東支店山梨支店 中巨摩郡昭和町西条5108

736 （株）土木管理総合試験所　 中巨摩郡昭和町河西928

737 ＴＯＴＯ（株）　甲府営業所 中巨摩郡昭和町西条5263

738 綜合警備保障（株）　山梨支社 甲府市太田町8-1

739 （株）大里代行 甲府市堀之内町20-1

740 （有）管清社 甲府市古上条町126-2

741 テルモ（株）　甲府工場 中巨摩郡昭和町築地新居1727-1

742 ＣＫＤ（株）　甲府営業所 中巨摩郡昭和町清水新居1509

743 アズサイエンス（株）　甲府営業所 中巨摩郡昭和町清水新居600

744 明友建設（株） 中巨摩郡昭和町上河東294

745 （株）山梨中央銀行　城南支店 甲府市上今井町177-5

746 花王フィールドマーケティング（株）首都圏地区　多摩山梨エリア　山梨オフィス 中央市山之神流通団地3-2-3

747 介護老人福祉施設　コスモ 甲府市下向山町1280-1

748 （株）ツヅキ通信特機 甲府市大里町５０８０

749 （株）山梨中央銀行　国母支店 甲府市国母6-2-36

750 タマホーム（株）　甲府支店 甲府市上阿原町1086

751 （有）坂本屋 甲府市古関町1063

752 ドライブイン　たちばな屋 甲府市梯町7

753 （株）コイケ 中巨摩郡昭和町紙漉阿原1360

754 （株）レンタルのニッケン　甲府営業所 甲府市中小河原町731

755 ホッと代行サービス 中巨摩郡昭和町西条1535-1

756 ダイキンＨＶＡＣソリューション東京（株）山梨営業所 中巨摩郡昭和町西条2098-2

757 （福）中央市社会福祉協議会 中央市下河東620

758 （株）ゆうちょ銀行　甲府店 甲府市太田町6-10

759 総合在宅支援センターひかり 甲府市上町753-1

760 おおくに在宅ケアセンター 甲府市大里町5328

761 特別養護老人ホームらくえん 中央市極楽寺748

762 盟和産業（株）甲府工場 中巨摩郡昭和町築地新居751-2

763 グローバルハウス（株） 中巨摩郡昭和町西条14-1

764 日本郵便（株）　田富郵便局 中央市臼井阿原270-1

765 日本郵便（株）甲府中央郵便局 甲府市太田町6-10

766 アエラホーム（株）甲府店 中巨摩郡昭和町西条122

767 特別養護老人ホーム　快晴苑 甲府市大津町333

768 イー・エンジニアリング（株）山梨フィールドサポートセンター 甲府市朝気3-17-10

769 旭化成ホームズ（株） 中巨摩郡昭和町西条5143-4

770 エコワークス（株） 甲府市上阿原町310-2

771 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京（株）甲府道路事務所 中巨摩郡昭和町西条2858



772 ＴＨＫ（株）甲府支店 中央市中楯754

773 （株）Ｔｒｏｔｓやよい 甲府市蓬沢町1296-1

774 （株）トラバースエンジニアリング　山梨営業所 甲府市国母7-5-17　サンライン甲府ビル1Ｆ

775 （有）ケントス 甲府市大里町3558

776 甲州聖愛ハッピークリニック 甲府市上阿原町487-1

777 齋藤建設株式会社 甲府市青沼2-11-22

778 矢崎建設興業（株） 甲府市住吉3-4-27

779 甲府市上九の湯ふれあいセンター 甲府市古関町1174

780 セーフティー運転代行 中巨摩郡昭和町西条947 成功住宅３号

781 甲府市環境事業協業組合 甲府市上町601-4

782 地建工業(株) 甲府市大里町2141-1

783 住友林業ホームテック(株)甲府支店 中巨摩郡昭和町西条5115

784 髙瀬物産(株)甲府支店 中央市山之神流通団地2-8-1

785 独立行政法人　高齢・障害・求職者雇用支援機構　山梨支部　山梨職業能力開発促進センター 甲府市中小河原町403-1

786 （株）フロンティア　山梨営業所 甲府市住吉4-3-38

787 甲府市廃棄物協業組合 甲府市上町601-4

788 住友不動産(株) 甲府市中小河原町533-5

789 ブリヂストン・生産財タイヤソリューション・関東(株) 中巨摩郡昭和町飯喰1120

790 相田化学工業(株) 中巨摩郡昭和町清水新居宮の上38-1　平岩ビル1Ｆ

791 ネオス(株)　甲府営業所 甲府市青葉町6-16

792 （株）あさひ警備保障 甲府市後屋町363

793 東芝テックソリューションサービス（株）　甲府サービスステーション 甲府市青葉町20-7

794 (株)エクシング　甲府支店 甲府市国母5-4-12 ESPERANCE・I・H&T101

795 ＥＮＥＯＳグローブエナジー（株）山梨支店 甲府市下曽根町2643-1

796 （有）甲府骨材センター 甲府市上今井町221-1

797 TOP代行 中央市布施3459-1　中沢住宅1号室

798 （株）ハートメディカル 甲府市国母1-12-3

799 甲府市農業センター 甲府市増坪町791-1

800 パナソニックコンシューマーマーケティング（株）　山梨サービスセンター 中央市山之神流通団地1-5-1

801 IPA運転代行 甲府市国母4-7-22　グリーンビレッジ国母208

802 山梨県立甲府南高等学校 甲府市中小河原町222

803 エクシオグループ株式会社　甲信支店 甲府市落合町602-2

804 東京セキスイハイム（株）　山梨支店 中巨摩郡昭和町西条5229

805 セコム山梨（株）　中央支社 中央市若宮51-3

806 My運転代行サービス 甲府市伊勢1-1-9

807 スマイル運転代行 甲府市青葉町8-40

808 カシオビジネスサービス（株） 中央市一町畑217

809 ミサワホーム甲信（株） 甲府市国母7-9-1

810 （株）ファミリーマート　甲府営業所 甲府市国母6-2-1

811 東和薬品（株）　甲府営業所 中巨摩郡昭和町西条5150

812 （株）ゼロ 甲府市住吉四丁目6-24

813 ポテト代行 中央市成島265

814 （株）山梨テクニカルサービス 甲府市七沢町502-12



815 南甲府ケアセンターそよ風 甲府市住吉3-27-7

816 日清医療食品（株）　中部支店 甲府市住吉4-9-15

817 （株）甲信マツダ 甲府市国母8-12-39

818 （株）ツクイ甲府国母 甲府市国母8-21-25

819 社会福祉法人　大鎌田保育園 甲府市大里町4530

820 社会福祉法人　心和会 甲府市増坪町681

821 社会福祉法人　日新会 甲府市上町2473

822 （株）レオハウス　山梨支店 甲府市向町532-1

823 （株）石原グリーン建設 甲府市高室町269

824 （株）サンクレックス山梨支店 甲府市落合町602-2

825 （株）マルヤ水産 甲府市国母6-5-1

826 ナブコシステム（株）　甲府支店 甲府市国母8-15-5

827 （株）エス・ティ・ネット 甲府市大里町5000

828 (株)マキタ　甲府営業所 甲府市大里町2382-1

829 シルクの里デイサービスセンター 中央市大鳥居3738-1

830 （株）パブリック・べンディング・サービス 甲府市国玉町784-3

831 (株)シダー　あおぞらの里 甲府南デイサービスセンター 甲府市国母5-10-27

832 スズデン（株）　甲府営業所 甲府市国母8-26-7

833 金太郎代行 甲府市朝気3丁目9-10

834 特別養護老人ホーム　ソレイユ甲府 甲府市西高橋町２７７

835 （株）トレンド山梨支社 中巨摩郡昭和町河東中島1151-7

836 南星運転代行 甲府市伊勢3-7-8

837 ヤマトオートワークス（株）山梨工場 中巨摩郡昭和町築地新田95

838 マルネン(株) 甲府市古上条町150-1

839 タニコー(株)甲府営業所 中巨摩郡昭和町清水新居1638オキタパークビル１Ｆ

840 住友林業ホームエンジニアリング（株）東京事業部甲府センター 中巨摩郡昭和町清水新居1527　ＮＫビル２

841 山梨県リニア用地事務所 中央市布施1573-1

842 社会福祉法人　さくら会　オアゾＳやましろデイサービスセンター　特別養護老人ホーム　オアゾＳやましろ 甲府市上町916-2

843 特別養護老人ホーム　風林荘 甲府市宮原町1191

844 グローバル運転代行 甲府市大里町2348-2

845 ケアプラザ昭和 中巨摩郡昭和町河西1149-2

846 和田代行 中巨摩郡昭和町西条新田861-7

847 社会福祉法人　山梨立正光生園 甲府市伊勢2-1-19

848 Ｆｉｔ代行 甲府市上今井町2460　ハイツクボタ101

849 社会福祉法人　くだま福祉会　くだま保育園 甲府市国玉町468-1

850 信玄運転代行 甲府市住吉3-25-16

851 （株）三ツ矢　甲府工場 甲府市落合町817

852 トヨタホーム山梨（株） 中巨摩郡昭和町河西1043

853 パナソニック（株）エレクトリックワークス社　甲府電材営業所 中巨摩郡昭和町西条125

854 (株)協栄住建 中央市布施2106-1

855 エトー(株)　甲府営業所 中央市中楯1175-1

856 (株)フレアス 中巨摩郡昭和町西条1514

857 Ｒｉｓｅ運転代行 中央市東花輪2093田中住宅Ｄ



858 Ｊｕｓｔ代行 甲府市国母8-16-26遠藤アパート16号

859 エクシオインフラ(株)　甲信支店 甲府市落合町602-2

860 ＳＭＣ(株) 中巨摩郡昭和町西条3346-1

861 東京電力パワーグリッド（株）　リニア供給線山梨建設事務所 甲府市住吉5-15-1　甲府事務所３階

862 社会福祉法人　恵優会 甲府市青葉町14-15

863 (株)ＪＴＢ商事　甲府営業所 中巨摩郡昭和町清水新居38-1　平岩ビル１階

864 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京（株）甲府道路事務所分室 中巨摩郡昭和町西条1680

865 橋本総業(株)山梨支店 中巨摩郡昭和町西条2396

866 北斗運転代行 甲府市大里町2887-8

867 山信ホーム（株） 甲府市上今井町２１８－１

868 （株）日本ハウスホールディングス 甲府市住吉4-24-14

869 ダイナマイト代行 甲府市宮原町1350-55

870 (株)アシストエンジニアリング 中央市布施2106-1

871 介護老人福祉施設　トリアス 甲府市国玉町951-1

872 三和シャッター工業(株)　甲府営業所 中巨摩郡昭和町清水新居1500-1

873 （株）山梨リース 甲府市青葉町11-8

874 代行疾風はやて 中巨摩郡昭和町押越742-1

875 （株）システムインナカゴミ　本社　営業本部 中央市山之神流通団地1-8-2

876 東京セキスイファミエス（株）　山梨営業部 中巨摩郡昭和町西条5229

877 名工建設（株）　身延軌道事務所　南甲府駐在 甲府市南口町6-15

878 （社福）さかき会　みらいファーム 中巨摩郡昭和町紙漉阿原1808-2

879 タカヤマケミカル（株）　山梨営業所 中央市山之神流通団地1-6-3

880 （株）信栄 甲府市増坪町216-1

881 (株)クロスフォー 甲府市国母7-11-4

882 (株)山梨中央銀行　昭和支店 中巨摩郡昭和町飯喰1533-1

883 サノヤス精密工業(株)　甲府製造部 甲府市大津町1566-8

884 （株）ＵＫ　甲府支社 中央市乙黒135-3

885 中央新幹線推進本部　中央新幹線建設部　中央新幹線山梨東工事事務所 甲府市南口町1-38

886 武田食品（株） 甲府市幸町9-30

887 （株）エクシオテック　甲信支店 甲府市落合町602-2

888 ＲＯＩＡＬ運転代行 甲府市伊勢3-4-5

889 トヨタエルアンドエフ山梨(株)　本社 中巨摩郡昭和町築地新居709-1

890 甲府中央郵便局　業務インストラクター室 甲府市太田町6-10

891 (株)もりぞう　山梨支店 中巨摩郡昭和町西条132

892 大東建託リーシング（株）　甲府店 中巨摩郡昭和町河西1632-3

893 （株）山梨中央銀行　南支店 甲府市幸町23-12

894 （株）山梨中央銀行　ライフスクエア甲府支店 中巨摩郡昭和町清水新居5-7

895 エコア株式会社山梨事業所 甲府市大里町2062

896 環境未来株式会社　山梨検査センター 中央市流通団地一丁目6-1

897 甲陽建機リース株式会社 甲府市国玉町797

898 ＰＨＣメディコム（株）甲府営業所 中巨摩郡昭和町清水新居1559　ベストライフビル２Ｆ

899 東京電力パワーグリッド（株）　工務部西部建設センター 甲府市住吉5-15-1

900 （株）ビー・エム・エル　山梨営業所 甲府市住吉5-5-6



901 富士山天然水合同会社山梨支社 中巨摩郡昭和町西条5277

902 （福）山梨県社会福祉事業団　きぼうの家 甲府市西油川町117-1

903 はなまる運転代行 中巨摩郡昭和町清水新居431-16

904 （社福）四葉会　フォーリブス甲府 甲府市東下条町107

905 ＡＮＧＥＬ運転代行 中巨摩郡昭和町河東中島965-4

906 パリ代行 甲府市七沢町313-1

907 山梨ジャパン・パトロール警備（株） 甲府市伊勢3-6-22

908 (株)文教 中央市若宮19-1

909 甲府市玉諸福祉センター 甲府市向町568

910 共信冷熱（株） 甲府市大里町1094

911 (株)エリゼ 中巨摩郡昭和町西条1949

912 テルウェル東日本（株）山梨支店 甲府市青沼1-12-13

913 安全代行社 中巨摩郡昭和町西条5253-2

914 （有）小口熱研　甲府営業所 中巨摩郡昭和町築地新居2088

915 コニカミノルタ（株）　甲府サイト 中央市極楽寺1221

916 （株）アルテック 甲府市下小河原町467-1

917 富士桜学院 中巨摩郡昭和町押越766

918 （株）徳力本店　甲府事業所 中巨摩郡昭和町清水新居100-4

919 住友電工デバイス・イノベーション（株）　山梨事業所 中巨摩郡昭和町紙漉阿原1000

920 渡辺パイプ（株）　山梨住設サービスセンター 甲府市住吉4-23-6

921 日本郵便（株）南関東支社　山梨営業統括本部 甲府市太田町6-10

922 （学）駿台甲府学園　今井キャンパス 甲府市上今井町884-1

923 （公財）やまなし産業支援機構 甲府市大津町2192-8

924 （株）洗心 甲府市朝気3-18-5

925 丸井産業（株）　山梨営業所 中巨摩郡昭和町西条4353-1

926 トロニク（株） 甲府市大津町111-7

927 大成建設(株)　山梨ＣＳセンター 甲府市伊勢1-10-3丹澤ビル5階

928 山梨県中央児童相談所 甲府市住吉2-1-17

929 （株）山梨中央銀行　田富支店 中央市布施2609-3

930 三和エナジー（株）甲府デリバリーセンター 甲府市西髙橋町115-3

931 セカイエ山梨株式会社 中巨摩郡昭和町紙漉阿原2715-2-2Ｆ

932 ＧＯＧＯ代行 中巨摩郡昭和町河西1635-1

933 （公社）山梨県看護協会ゆうき訪問看護ステーション 甲府市住吉1-15-23

934 （福）ひとふさの葡萄 中央市山之神1522-83

935 （株）ホンダ四輪販売関東中央　Honda　Cars　山梨和戸店 甲府市向町318-1

936 タイヘイ（株）　甲府営業所 甲府市中畑町304

937 トキコシステムソリューションズ（株）　甲府営業所 甲府市上今井町1470－4

938 （株）パパまるハウス　甲府支店 中巨摩郡昭和町西条155-1

939 株式会社あっとほーむ 甲府市住吉4-20-15

940 ＴＫ運転代行 甲府市大里町４４４９番地１ サザンクロスＡ号室

941 新明電財株式会社甲府営業所 甲府市国母５－４－２２

942 株式会社アンビシャス・コンサルタント 甲府市中小河原町703-1

943 株式会社日本ケアサプライ山梨営業所 中央市山之神流通団地2473-30



944 鉄建建設株式会社東京支店ＪＶリニア南アルプス作業所 中央市布施2132

945 鈴与ホームパル株式会社　甲府店 甲府市朝気3-22-10

946 中日本ハイウェイ・パトロール東京株式会社 甲府基地 中巨摩郡昭和町西条2858

947 ホンダカーズ山梨東　昭和店 中巨摩郡昭和町飯喰1553-1

948 医療法人武川会　介護老人保健施設ひばり苑 中巨摩郡昭和町飯喰1277

949 株式会社共栄電設　山梨営業所 中巨摩郡昭和町上河東540-2

950 甲斐運転代行 甲府市中小河原1-8-29

951 株式会社なかみち 甲府市上曽根町2395

952 有限会社ひだまり 中巨摩郡昭和町河西1493

953 株式会社シーティーエス　甲府支店 中巨摩郡昭和町西条112-2

954 田富荘北デイサービスセンター 中央市山之神912

955 株式会社　山梨管工業 甲府市中小河原1-9-17

956 ＵＤトラックス株式会社甲府カスタマーセンター 中央市中楯715-2

957 クローバー運転代行 甲府市下曽根町1415-1

958 株式会社シンコーハイウェーサービス 中巨摩郡昭和町西条３８１６

959 株式会社オーナメント依田　中央営業所 中央市一丁畑663

960 東芝コンシューママーケティング株式会社 山梨サービスステーション 甲府市後屋町422

961 岡谷酸素株式会社　山梨営業所 中央市山之神流通団地1-2-2

962 株式会社ブロードリーフ山梨営業所 甲府市国母7-5-17　サンライン甲府ビル３Ｆ

963 株式会社鈴木デンソーサービス昭和営業所 中巨摩郡昭和町築地新居732-1

964 山梨トヨペット（株） 甲府市国玉町238-1

965 スタンデックスエレクトロニクスジャパン株式会社 甲府市大津町1088-7

966 仲沢工業株式会社 甲府市幸町9-24

967 株式会社羽中田自動車工業　アップル車検　田富店 中央市山之神流通団地3-2-2

968 一般社団法人　山梨県食品衛生協会 甲府市小瀬町1145-1

969 株式会社　山梨中央銀行　後屋支店 甲府市大里町５２３０

970 株式会社　ウィザースホーム　甲府オフィス 甲府市国母8-13-40 丸藤ビル２Ａ

971 株式会社　サクセン山梨 甲府市住吉3-6-20

972 株式会社　スキル 甲府市国母8-13-34

973 千野建材株式会社 甲府市朝気1-1-22

974 株式会社　キステム　甲信支店 甲府市落合町602-2

975 株式会社　ラボ・テック 中巨摩郡昭和町築地新居659-3

976 デイサービスセンター下小河原３丁目 甲府市下小河原町293

977 辻緑化土木株式会社 甲府市朝気3-3-16

978 山梨木材市場株式会社　甲府店 甲府市西高橋町128-5

979 株式会社電溶工業 中巨摩郡昭和町築地新居1648-5

980 株式会社　ＹＳＫ　ｅ－ｃｏｍ 甲府市湯田1-13-2

981 株式会社富士科学 甲府市住吉2-6-16

982 中央ＯＡサービス株式会社 中巨摩郡昭和町築地新居1648-5

983 有限会社山宮造園 甲府市大里町3608

984 株式会社　富士メディカルイサービス 中央市山之神流通団地2-5-1

985 山崎製パン株式会社　デーリーヤマザキ事業統括本部甲府エリア 中央市山之神流通団地2-2-1

986 清水建設株式会社東京支店山梨営業所　山梨大学（医病）病棟Ⅲ新営その他工事作業所 中央市下河東1110



987 株式会社　双成化建 甲府市国母3-12-34

988 山梨みらい農業協同組合　玉諸経済センター 甲府市国玉町867

989 有限会社アメミヤ住宅設備サービス 甲府市上今井町2573-1

990 医療法人立史会　介護老人保健施設ノイエス 中巨摩郡昭和町河東中島443

991 山梨みらい農業協同組合　忍経済センター 中央市藤巻2958-1

992 ジャパン建材株式会社　甲府営業所 甲府市堀之内町845

993 株式会社ヨコハマタイヤジャパン山梨カンパニー　甲府西営業所 中巨摩郡昭和町築地新居797

994 株式会社ソートマン山梨 甲府市住吉1-14-14

995 株式会社アルムメディカルサポート甲府支店 中巨摩郡昭和町西条5040　花形ビル２階

996 社会福祉法人　たくみ会 甲府市青沼2-22-14

997 山梨日野自動車株式会社　田富営業所 中央市山之神流通団地2473

998 株式会社エーアイ 甲府市大里町101-3

999 株式会社大林組　リニア笛吹川ＪＶ工事事務所 甲府市西下条町1049

1000 山梨みらい農業協同組合　昭和支店 中巨摩郡昭和町河東中島328

1001 株式会社かんぽ生命保険　甲府中央郵便局　かんぽサービス部 甲府市太田町6-10

1002 太田工業株式会社 甲府市蓬沢町1146

1003 山梨トヨタ自動車株式会社　甲府バイパス小瀬店 甲府市住吉本町1378-1

1004 株式会社　森山組 甲府市中町240-1

1005 株式会社テラダパーツ甲府営業所 中巨摩郡昭和町築地新居1598-9

1006 （株）キャリアポケット 中巨摩郡昭和町清水新居897-3

1007 新光梱包フォワーディング株式会社甲府事業所 甲府市下曽根町1366-1

1008 浅川熱処理株式会社 中巨摩郡昭和町築地新居1584-2

1009 山梨トヨタ自動車株式会社　昭和バイパス店 中巨摩郡昭和町飯喰1350-1

1010 山梨トヨタ自動車株式会社　レクサス甲府 中巨摩郡昭和町西条新田798-1

1011 山梨トヨタ自動車株式会社　フォルクスワーゲン甲府東 甲府市向町69-1

1012 山梨トヨタ自動車株式会社　甲府マイカーセンター 甲府市上町2165-1

1013 株式会社ａｑｕｌｌｅ 甲府市国母4-16-18

1014 株式会社ヤマカ水産 甲府市国母4-21-11

1015 山梨トヨタ自動車株式会社　フォルクスワーゲン甲府 中巨摩郡昭和町西条新田808-1

1016 株式会社　三枝組 甲府市中小河原町375-3

1017 有限会社　共栄軌道 中央市木原353-1

1018 ステップライフ株式会社 中央市西花輪4588-5

1019 山梨スズキ販売株式会社スズキアリーナとよとみ 中央市浅利1195

1020 医療法人恵信会　恵信甲府ケアセンター 甲府市上阿原町487-1

1021 有限会社　内田総業 中央市極楽寺368

1022 株式会社　総合電設 甲府市青葉町11-12

1023 小沢建設株式会社 甲府市朝気1-4-8

1024 株式会社ユーティーワイ企画 甲府市湯田2-9-8

1025 株式会社塩田組 中央市極楽寺1108-1

1026 株式会社　太陽社 中巨摩郡昭和町押越100

1027 大真建設株式会社 甲府市青沼3-13-6

1028 山本基礎工業株式会社 甲府市上町306-7

1029 株式会社　山梨新報社 甲府市湯田2-9-8　ユー・ティー・ワイ会館内



1030 株式会社桧家住宅東海支社甲府営業所甲府昭和展示場 中巨摩郡昭和町西条130

1031 中央新幹線推進本部　中央新幹線建設部　中央新幹線山梨西工事事務所 甲府市南口町1-38

1032 株式会社グローブガーデン 甲府市上町321-1

1033 株式会社ライブ・レット 甲府市西下条町965

1034 今井整形外科医院 甲府市上阿原町1151

1035 坂本土建株式会社 甲府市上阿原町587-3

1036 医療法人　立星会 甲府市住吉5-24-14

1037 株式会社　アルビス 中央市下三條550

1038 株式会社　富士エンジニアリング 甲府市大里町148-2

1039 株式会社　峰岸商会 甲府市増坪町74

1040 株式会社　エーティーエルシステムズ 甲府市太田町9-7

1041 株式会社　三正興産 甲府市下鍛冶屋町955-1

1042 中央森林組合 甲府市住吉1-2-19

1043 旭陽電気株式会社　甲府工場 甲府市大津町1566-9

1044 川鉄産業株式会社 甲府市向町665

1045 富士フィルムＢＩ山梨株式会社 甲府市国母1-3-7

1046 社会福祉法人　昭和町社会福祉協議会 中巨摩郡昭和町押越955-1

1047 ＣＩＨ株式会社 中央市山之神流通団地3-4-2

1048 株式会社ヨネヤマ 甲府市国母6-6-2

1049 株式会社　一条工務店　山梨営業所 中巨摩郡昭和町西条130

1050 株式会社　丸正渡邊工務所 甲府市青葉町10-13

1051 藤沢鉄工株式会社 甲府市住吉3-26-23

1052 株式会社ヤマフジ 甲府市下曽根町83-1

1053 株式会社サラダボウル 中央市西花輪3684-3

1054 ＪＡＰＡＮ運転代行 甲府市大津町1349

1055 サンリエモア株式会社 中巨摩郡昭和町西条5205

1056 ニチイケアセンター甲府昭和 中巨摩郡昭和町飯喰895-1

1057 ニチイケアセンター甲府南 甲府市増坪町366266-11

1058 株式会社　新ニホンテック 甲府市高室町688-2

1059 株式会社　E-クリエイト 甲府市高室町688-2　(株)新ニホンテック内

1060 青柳土木（株） 南アルプス市西野2229

1061 （株）飯丘観光 南アルプス市飯野新田676

1062 岩園館 南アルプス市安通588

1063 （株）小笠原自動車教習所 南アルプス市小笠原1523

1064 小笠原幼稚園 南アルプス市小笠原210-1

1065 （医）南山会　峡西病院 南アルプス市下宮地421

1066 （株）キョーサイ 南アルプス市田島820

1067 南アルプス市役所 南アルプス市小笠原376

1068 小松陸送（株）　櫛形生コン工場 南アルプス市十日市場890-1

1069 南アルプス市教育委員会 南アルプス市鮎沢1212

1070 （株）魚覚 南アルプス市小笠原307

1071 日立Astemo（株）　山梨工場 南アルプス市吉田1000

1072 東京電力パワーグリッド（株）　山梨総支社　櫛形事務所 南アルプス市小笠原429-1



1073 （株）清月 南アルプス市桃園591

1074 富士通アイ・ネットワークシステムズ（株） 南アルプス市有野3346

1075 南アルプス市消防本部 南アルプス市十五所1014

1076 山梨県立わかば支援学校 南アルプス市有野3346-3

1077 （株）松田 南アルプス市飯野2431-2

1078 （有）小林建材 南アルプス市有野3155

1079 （株）山梨中央銀行　小笠原支店 南アルプス市十日市場1140

1080 日東物産（株） 南アルプス市下今諏訪423

1081 （株）ふじでん　櫛形営業所 南アルプス市下宮地616

1082 南アルプス市農業協同組合　若草支店 南アルプス市加賀美2592

1083 （有）松田屋商店 南アルプス市荊沢1321

1084 高野工業（株） 南アルプス市戸田65

1085 （有）長沼工業所 南アルプス市荊沢1312-1

1086 清水建設興業（株） 南アルプス市有野3294

1087 （株）エコ・フカサワ 南アルプス市藤田2352-4

1088 （株）サニカ 南アルプス市十日市場789

1089 富士生コンクリート（株） 南アルプス市上今諏訪843

1090 たちばな保育園 南アルプス市鏡中条700

1091 三階屋（株） 南アルプス市在家塚161-2

1092 （株）ホンダカーズ山梨　浅原店 南アルプス市藤田2560-1

1093 南アルプス市農業協同組合 南アルプス市小笠原455

1094 （株）白根ベニヤ 南アルプス市下今諏訪29

1095 山梨アサノコンクリート（株） 南アルプス市下今諏訪1466

1096 甲斐日産自動車（株）　南アルプス南湖店　 南アルプス市東南湖882

1097 （有）藤原建材工業 南アルプス市浅原234

1098 トーヨーコーケン（株）　 南アルプス市宮沢301

1099 社会福祉法人　山梨県手をつなぐ親の会　山梨県立育精福祉センター 南アルプス市有野3303-2

1100 中沢建設（株） 南アルプス市百々2446

1101 （株）岩間建設 南アルプス市戸田284

1102 日本郵便（株）　南アルプス郵便局 南アルプス市下宮地563-4

1103 南アルプス警察署 南アルプス市十五所759-2

1104 清水建材土木（株） 南アルプス市百々1997-12

1105 （株）山梨中央銀行　白根支店 南アルプス市在家塚735

1106 深沢農機（株）　十日市場店 南アルプス市十日市場982

1107 （株）浅利清興 南アルプス市芦倉781

1108 （有）清水工設 南アルプス市安通544-2

1109 （株）金丸工務所 南アルプス市西南湖4241

1110 小林建設（株） 南アルプス市有野2724

1111 謹吾紙業（株） 南アルプス市東南湖749

1112 （株）山扇印刷 南アルプス市小笠原168-6

1113 山本建設（株） 南アルプス市有野2647

1114 認定こども園　みだい幼稚園 南アルプス市有野4571

1115 （株）市川工務店 南アルプス市西南湖1788



1116 （株）米山住研 南アルプス市飯野1810

1117 あさひセンチュリーホテル 南アルプス市東南湖788

1118 （有）樋口自工 南アルプス市下今井58

1119 （株）輪田道路 南アルプス市曲輪田2846

1120 ヤマト科学（株）南アルプス工場 南アルプス市戸田322

1121 村松建設（株） 南アルプス市東南湖3207-1

1122 （有）峡西ＣＡＴＶ 南アルプス市小笠原1106-2

1123 コカ・コーラボトラーズジャパン（株）　関東営業部　山梨支店　山梨西支店 南アルプス市上今諏訪185-1

1124 中央コンクリート工業（株） 南アルプス市下今諏訪1479

1125 甲斐ダイアログシステム（株） 南アルプス市下市之瀬1429-8

1126 （株）トーア工業 南アルプス市落合898

1127 新津建設（株） 南アルプス市塚原1700

1128 山梨県立巨摩高等学校 南アルプス市小笠原1500-2

1129 南アルプス市上下水道局 南アルプス市飯野3303

1130 （株）塩澤建設 南アルプス市落合2094

1131 （有）保坂建設工業 南アルプス市秋山597

1132 山下電気（株）　山梨工場 南アルプス市戸田916-1

1133 （有）荻原組 南アルプス市湯沢1114-1

1134 （有）塩谷工業 南アルプス市有野3021

1135 （株）櫻本鉄工 南アルプス市有野3442-3

1136 （株）富士種菌 南アルプス市有野499-1

1137 山梨自動車学校 南アルプス市下高砂847

1138 （株）荒井建材 南アルプス市六科1107-2

1139 湯澤工業（株） 南アルプス市六科1186

1140 （有）丸利森本建設 南アルプス市百々1668-215

1141 （株）山梨高圧容器検査所 南アルプス市下高砂224

1142 （株）ミヤザワ 南アルプス市野牛島2642-1

1143 （株）内田建設 南アルプス市曲輪田新田103

1144 三栄精工（株） 南アルプス市野牛島527-1

1145 （株）清水総合工業 南アルプス市有野3274

1146 田代電化工業（株）　山梨事業所 南アルプス市戸田916-5

1147 （株）日建 南アルプス市上今諏訪564-1

1148 （株）織戸組　山梨白根工場 南アルプス市駒場148-1

1149 日本瓦斯（株）　甲府営業所 南アルプス市上今諏訪361-1

1150 三和住設（株） 南アルプス市小笠原435-2

1151 千野建材（株）　八田工場 南アルプス市野牛島880

1152 （株）青柳興業 南アルプス市上市之瀬118

1153 （有）野呂瀬建設 南アルプス市上市之瀬758

1154 三菱ふそうトラック・バス(株)甲信ふそう　白根サービスセンター 南アルプス市上今諏訪552

1155 （株）中澤 南アルプス市在家塚1235

1156 （有）Ｋ.・Ｃ金丸工務店 南アルプス市西南湖872

1157 （株）小泉中部　甲府西営業所 南アルプス市十五所630-1

1158 巨摩共立病院 南アルプス市桃園340



1159 (株)シンワ 南アルプス市野牛島2427-2

1160 （株）サークル 南アルプス市飯野3795

1161 （医）徳洲会　白根徳洲会病院 南アルプス市西野2294-2

1162 山梨県立白根高等学校 南アルプス市上今諏訪1180

1163 （有）甲西管工 南アルプス市山寺1254-6

1164 （株）清水建材 南アルプス市和泉929

1165 （株）三木工務所 南アルプス市寺部2732-1

1166 島村工業（株） 南アルプス市上八田783

1167 山梨県農業共済組合　南アルプス支所 南アルプス市小笠原1339-1

1168 みらいコンパニー 南アルプス市上宮地1143

1169 中部運転代行サービス 南アルプス市六科1107-69

1170 長谷川醸造（株） 南アルプス市鏡中條3481

1171 櫛形デイサービスセンターひまわり 南アルプス市小笠原1077-7

1172 （株）オーテックメカニカル 南アルプス市下宮地68-2

1173 （株）ノナカ 南アルプス市古市場501

1174 南信工営（株）　甲府支店 南アルプス市藤田2287

1175 清水工機（株） 南アルプス市上今諏訪750

1176 （株）千代田　甲府営業所 南アルプス市寺部1418-1

1177 生活協同組合ユーコープ　若草センター 南アルプス市藤田1537-1

1178 山梨県警察本部　交通部　運転免許課 南アルプス市下高砂825

1179 ワークハウスみどりの家 南アルプス市寺部199

1180 社会福祉法人千歳会 南アルプス市田島1108

1181 日本郵便（株）　白根郵便局 南アルプス市在家塚1195-4

1182 （株）環境計量センター山梨検査所 南アルプス市宮沢129-1

1183 特別養護老人ホーム　南岳荘 南アルプス市徳永436-1

1184 社会福祉法人　白根聖明会 南アルプス市在家塚1305

1185 山梨森紙業（株）甲府事業所 南アルプス市野牛島2443-11

1186 (株)安藤板金工業 南アルプス市西南湖4399

1187 マルネンカーサポートセンター 南アルプス市百々1841-1

1188 （有）シグナル 南アルプス市西野1748-3

1189 （株）戸栗鉄構電設 南アルプス市鏡中條3558-3

1190 医療法人　高原会 南アルプス市荊沢255

1191 株式会社早野組　舗装本部合材事業所 南アルプス市野牛島885

1192 （株）シーティーエス　甲府支店 南アルプス市十日市場1904-1

1193 社会福祉法人　南アルプス市社会福祉協議会 南アルプス市鏡中条1642-2

1194 山梨県立　梨の実寮 南アルプス市有野4370

1195 全国農業協同組合連合会山梨県本部　八田事務所 南アルプス市下高砂816

1196 （株）さんけい 南アルプス市下高砂1180-1

1197 山梨スバル自動車(株)　峡南店 南アルプス市東南湖885

1198 わらべや日洋(株)南アルプス工場 南アルプス市上今諏訪850-4

1199 共立在宅ケアセンター巨摩 南アルプス市桃園377-2

1200 ラッキー運転代行 南アルプス市飯野3731-3

1201 南アルプス市健康福祉センター 南アルプス市飯野2806-1



1202 ロジスネクスト東京株式会社山梨支店 南アルプス市上今諏訪681

1203 社会福祉法人　南アルプス市社会福祉協議会　デイサービスゆうかり 南アルプス市野牛島2727

1204 伊藤ハムミート販売東（株）　山梨営業所 南アルプス市下今諏訪1552-17

1205 ナカキンリース（株） 南アルプス市上高砂765

1206 （有）峡南環境サービス 南アルプス市戸田916-18

1207 ともろうらんど 南アルプス市飯野2939-1

1208 ヴァンフォーレ甲府　八田クラブハウス 南アルプス市下高砂字道下360-1

1209 南アルプス子どもの村小・中学校 南アルプス市徳永1717

1210 ヤンマーアグリジャパン株式会社 南アルプス市吉田944-1

1211 学校法人バンビバイリンガル学園 南アルプス市徳永１６０５-２

1212 ラブ代行 南アルプス市西南湖810-1

1213 甲府運転代行サービス 南アルプス市山寺1212

1214 （株）桜井工業 南アルプス市中野2125-1

1215 一般財団法人　山梨県交通安全協会 南アルプス市下高砂847

1216 (株)やさしい手甲府　南アルプスデイサービスセンター 南アルプス市百々3011-6

1217 南アルプス市商工会 南アルプス市寺部971

1218 （医）藤和会　斉藤医院 南アルプス市在家塚1189

1219 社会福祉法人　さかき会　ぽけっとはうす 南アルプス市山寺1095-5

1220 （株）アクティオ　南アルプス営業所 南アルプス市東南湖955-1

1221 （株）ＴＯＳＹＳ　山梨西部サービスセンター 南アルプス市上今諏訪850-7

1222 共立介護福祉センター　ももその 南アルプス市桃園379

1223 （有）磯野建設 南アルプス市東南湖1619

1224 （株）ナカゴミ建設 南アルプス市西南湖264

1225 (株)コーゲツ　山梨営業所 南アルプス市下今諏訪1552-17

1226 幻運転代行 南アルプス市西野1650

1227 （有）東昇興業 南アルプス市飯野3253-1

1228 （有）加賀美塗装店 南アルプス市落合588-3

1229 甲州デイサービスセンターきぼう南アルプス事業所 南アルプス市上今諏訪461ｰ3

1230 南アルプス市農業協同組合　櫛形支店 南アルプス市桃園1518-2

1231 社会福祉法人　南アルプス市社会福祉協議会　白根げんき館 南アルプス市在家塚1156-1

1232 太陽建機レンタル株式会社　甲西支店 南アルプス市和泉900

1233 白根ケーブルネットワーク株式会社 南アルプス市飯野2970

1234 東日本三菱自動車販売株式会社甲西店 南アルプス市東南湖948-1

1235 株式会社宮入バルブ製作所甲府工場 南アルプス市六科1588

1236 共栄工業株式会社　山梨工場 南アルプス市在家塚1057-2

1237 有限会社　城北建設 南アルプス市徳永1884

1238 日立Astemo ビジネスソリューションズ（株）山梨事業所 南アルプス市吉田1000

1239 ネッツトヨタ山梨株式会社　南湖店 南アルプス市東南湖877

1240 ネッツトヨタ山梨株式会社　南アルプス店 南アルプス市上今諏訪513-1

1241 ＤＣＭ株式会社　南アルプス店 南アルプス市在家塚565

1242 有限会社ムネカタ工業 南アルプス市浅原428-1

1243 株式会社ウッドプロジン 南アルプス市浅原422-1

1244 大陸商事株式会社 南アルプス市下高砂358-1



1245 株式会社　ウチダ 南アルプス市浅原216

1246 株式会社　ニッコー保安施設 南アルプス市鏡中條3443

1247 内外電機株式会社　山梨工場 南アルプス市野牛島3179-1

1248 釜無川右岸土地改良区連合 南アルプス市飯野2815-5

1249 名工建設株式会社甲府支店　山梨高架作業所 南アルプス市東南湖3299

1250 株式会社スズキ産業 南アルプス市桃園1420

1251 中央労働金庫南アルプス支店 南アルプス市桃園1732-5

1252 アグリガーデン南部店 南アルプス市戸田45

1253 アグリガーデン西部店 南アルプス市曲輪田995

1254 株式会社オーテックエレクトロニクス 南アルプス市上八田140-41

1255 アグリガーデン北部店 南アルプス市百々2907

1256 すずらんホール甲西 南アルプス市鮎沢879-1

1257 アグリガーデン東部店 南アルプス市寺部1336

1258 山梨トヨタ自動車株式会社　ボディーサービス工場 南アルプス市野牛島456-1

1259 有限会社　加賀美電工 南アルプス市西南湖4234

1260 ジットグループ株式会社 南アルプス市和泉984-1

1261 甲府伊奈鋼業株式会社 南アルプス市十日市場1155

1262 また明日株式会社 南アルプス市百々2355-1　ハイツ２１

1263 南アルプス市農業協同組合　甲西支店 南アルプス市鮎沢208

1264 南アルプス市農業協同組合　白根八田支店 南アルプス市飯野2832

1265 株式会社　ミヤケファブリカ 南アルプス市下高砂1160

1266 山梨県立あけぼの医療福祉センター 韮崎市旭町上條南割3251-1

1267 （株）関電工　韮崎営業所 韮崎市下祖母石2081

1268 丸久ホテル　神の湯温泉（株） 甲斐市龍地17

1269 日本キャタピラー合同会社　山梨営業所 甲斐市下今井427

1270 太陽建機レンタル（株）　韮崎支店 韮崎市藤井町北下条1458-1

1271 東京エレクトロン（株）山梨事業所 韮崎市穂坂町三ツ沢650

1272 （株）エフ・ジェイ 韮崎市穂坂町上今井1849

1273 輿石建材（株） 韮崎市竜岡町下条東割775

1274 （有）輿石建設工業所 韮崎市竜岡町下条南割1314

1275 駒井土建（株） 韮崎市本町1-12-24

1276 サントリーワインインターナショナル(株)登美の丘ワイナリー 甲斐市大垈2786

1277 梨北農業協同組合　双葉支店 甲斐市岩森211

1278 昭和産業（株） 韮崎市上ノ山3850

1279 （株）シミズヤ 韮崎市本町1-6-1

1280 滝田建材（株）　韮崎生コン工場 韮崎市一ッ谷2012

1281 中部建材興業（株） 韮崎市竜岡町若尾新田1212

1282 （有）土橋工務店 韮崎市竜岡町下条南割994-4

1283 丸は橋本工業　(有) 韮崎市中田町中条4185

1284 東京電力パワーグリッド（株）　山梨総支社　韮崎事務所 韮崎市若宮1-8-21

1285 東洋測量設計（株） 韮崎市一ツ谷2044-1

1286 （株）内藤 韮崎市円野町上円井3025

1287 金丸重機（株） 韮崎市藤井町北下條1383



1288 日産プリンス山梨販売（株）　韮崎店 韮崎市本町3-8-15

1289 （有）韮崎環境メンテナンスサービス 韮崎市竜岡町若尾新田848

1290 梨北農業協同組合 韮崎市一ッ谷1895

1291 甲斐警察署 甲斐市志田670

1292 韮崎市役所 韮崎市水神1-3-1

1293 （株）韮崎自動車教習所 韮崎市中島2-8-73

1294 日本郵便（株）　韮崎郵便局 韮崎市中央町5-22

1295 （学）聖テレジア学園　韮崎カトリック白百合幼稚園 韮崎市若宮3-10-1

1296 日本航空高等学校 甲斐市宇津谷445

1297 富士島建設（株） 韮崎市富士見3-7-29

1298 甲斐市役所　双葉支所 甲斐市下今井171

1299 上野電子（株） 韮崎市水神2-8-10

1300 鉄筋工業　秋山組 韮崎市中田町中条1130

1301 （株）山梨中央銀行　韮崎支店 韮崎市本町2-9-33

1302 菊島設備（株） 韮崎市大草町若尾970

1303 （株）ハイチック 甲斐市下今井917

1304 （株）関東甲信クボタ　韮崎営業所 韮崎市本町4-7-30

1305 アミューズメントサービス（株） 韮崎市藤井町南下条485

1306 （有）細田工務所 韮崎市円野町上円井2177

1307 （有）鈴屋リネンサプライ 韮崎市若宮1-3-14

1308 峡北広域行政事務組合　韮崎消防署 韮崎市本町4-8-36

1309 （株）内藤ハウス 韮崎市円野町上円井3139

1310 リバーエレテック（株） 韮崎市富士見ケ丘2-1-11

1311 （株）山中産業 韮崎市清哲町青木175

1312 山梨県立北病院 韮崎市旭町上条南割3314-13

1313 山本製麺所 韮崎市本町2-15-9

1314 山梨県総合農業技術センター 甲斐市下今井1100

1315 （株）島村組 韮崎市穴山町8795

1316 日産プリンス山梨販売（株）　須玉インター店 韮崎市中田町小田川853-1

1317 三井金属ダイカスト（株） 韮崎市大草町下條西割1200

1318 山梨県立韮崎高等学校 韮崎市若宮3-2-1

1319 山梨県立韮崎工業高等学校 韮崎市竜岡町若尾新田50-1

1320 （有）海老菜給食センター 甲斐市下今井2706

1321 社会福祉法人　信和会　穴山の里 韮崎市穴山町5164

1322 清水工業（株）　山梨工場 韮崎市竜岡町下条南割300

1323 山寺自動車工業（株） 韮崎市本町4-5-11

1324 (有)エコサービス 甲斐市宇津谷342-1

1325 峡北開発（株） 甲斐ヒルズカントリー倶楽部 甲斐市団子新居1927-4

1326 （有）日向工業 韮崎市藤井町南下条112-1

1327 甲斐日産自動車（株）　韮崎店 韮崎市中田町中條1425

1328 （株）日設管興 韮崎市穂坂町宮久保5293

1329 梨北農業協同組合  韮崎支店 韮崎市藤井町北下條293　

1330 明友機工（株） 韮崎市龍岡町下條南割466



1331 中北地域県民センター 韮崎市本町4-2-4

1332 （株）ホンダ四輪販売関東中央　ホンダカーズ山梨　韮崎南店 韮崎市栄1-1-62

1333 東鉄工業（株）　甲府出張所 韮崎市若宮1-2-21

1334 （学）山梨集成学園 甲斐市龍地3188

1335 山梨県立あさひワークホーム 韮崎市旭町上條南割3294

1336 （医）忠友会 韮崎市神山町北宮地3

1337 社会福祉法人　山梨県手をつなぐ親の会 障害者支援施設　みだい寮 韮崎市旭町上條南割3561-1

1338 （株）ジャネット 甲斐市宇津谷445-1

1339 （福）韮崎市社会福祉協議会 韮崎市大草町若尾1680

1340 （有）こすもす 韮崎市藤井町北下條2003-4

1341 （株）ササキ 韮崎市穂坂町宮久保1155-1

1342 東京ガス山梨（株）韮崎営業所 韮崎市一ツ谷1881

1343 （有）雨宮建材　富士運転代行 甲斐市富竹新田1210清水店舗D号

1344 （株）敷島陸送 甲斐市大下条935-1

1345 甲斐市役所　敷島支所 甲斐市島上条2254-1

1346 昇仙峡カントリークラブ 甲斐市牛句3859

1347 敷島金属工業（株） 甲斐市島上条1694

1348 松島建設（株） 甲斐市中下条1744

1349 大日興業（株） 甲斐市中下条1352

1350 敷島カントリー倶楽部 甲斐市神戸440

1351 （有）甲信環境 甲斐市大下条818-6

1352 ぎんが工房 甲斐市天狗沢306

1353 山梨東海（株） 甲斐市長塚126-1

1354 （株）いのまた 甲斐市長塚270

1355 鮎川学園　かおり幼稚園 甲斐市篠原1087

1356 （株）トキワ甲府営業所 甲斐市竜王新町583

1357 甲信建設工業（株） 甲斐市西八幡4362

1358 甲斐生コン（株） 甲斐市西八幡847

1359 西関東機材（株）　山梨営業所 甲斐市名取上河原49

1360 トヨタカローラ山梨（株） 甲斐市富竹新田1941

1361 （株）中村建設 甲斐市万才300

1362 サンコー機材（株） 甲府支店 甲斐市名取729

1363 羽黒工業（株） 甲斐市竜王新町1279

1364 望月重機工業 甲斐市富竹新田1424-2

1365 （株）甲府建材商会 甲斐市万才71

1366 （株）オスカー 甲斐市篠原2169

1367 （株）中村荘助商店 甲斐市富竹新田1550

1368 あおばこども園 甲斐市篠原88-3

1369 甲斐市役所　 甲斐市篠原2610

1370 （株）タムラ 甲斐市玉川156-1

1371 甲府地区広域行政事務組合西消防署 甲斐市竜王3314-1

1372 山梨県警察本部　警備部　機動隊 甲斐市西八幡4434-2

1373 山梨県立農林高等学校 甲斐市西八幡4533



1374 龍王産業（株） 甲斐市竜王2111

1375 ユーセレクト甲府 甲斐市富竹新田1797-1

1376 （株）湯ーとぴあ 甲斐市富竹新田1300-1

1377 トヨタモビリティパーツ（株）東京・山梨統括支社 甲斐市富竹新田1902-1

1378 ユタカ電機（株） 甲斐市富竹新田1355

1379 日本郵便（株）　竜王郵便局 甲斐市名取12-1

1380 （株）みやさか食品 甲斐市下今井2621-2

1381 （株）インテリアワコー 甲斐市名取572-1

1382 日本フィールド・エンジニアリング（株）　山梨支社 甲斐市竜王新町321

1383 疾測量（株） 甲斐市篠原1436-1

1384 （株）フィッツ 甲斐市玉川181

1385 大塚製薬（株）　甲府出張所 甲斐市富竹新田1824

1386 （株）アマノ 甲斐市篠原1433

1387 （株）新光土木 甲斐市竜王2476-1

1388 四谷建設（株） 甲斐市竜王1278-1

1389 （株）ニシノ建設管理 甲斐市竜王1488-2

1390 （株）タケムラルーフ 甲斐市富竹新田1737-1

1391 特別養護老人ホーム　めぐみ荘 甲斐市竜王644-5

1392 山梨県警察学校 甲斐市西八幡4422-3

1393 （株）山梨県環境科学検査センター 甲斐市竜王新町2277-12

1394 （株）まもかーる竜王店 甲斐市玉川88-2

1395 （株）ムトウ山梨 甲斐市篠原1945

1396 ダイドービバレッジサービス（株）甲府営業所 甲斐市富竹新田1071-1

1397 （株）三共道路 甲斐市篠原182-4

1398 （株）ネムール産業 甲斐市竜王新町932-7

1399 （株）海老正 甲斐市名取718-2

1400 ホンダカーズ山梨　竜王店 甲斐市竜王1316

1401 日立グローバルライフソリューションズ（株）山梨営業所 甲斐市玉川1433

1402 （株）伸電工業 甲斐市富竹新田1619-1

1403 ハッピー運転代行 甲斐市篠原3089-19

1404 社会福祉法人　清長会　敷島荘 甲斐市大久保1357

1405 内外テック（株）甲府営業所 甲斐市龍地4926-1

1406 山梨県立あけぼの支援学校 韮崎市旭町上条南割3251-1

1407 特別養護老人ホームゆめみどり 甲斐市玉川1700-1

1408 （株）ホンダカーズ山梨　韮崎北店 韮崎市藤井町北下條605-1

1409 （株）関東技研 韮崎市穴山町三ツ石8786

1410 社会福祉法人　ぎんが福祉会 甲斐市竜王267-3

1411 社会福祉法人　三井福祉会 甲斐市牛句2027-3

1412 社会福祉法人　韮南福祉会　こぶし授産園 韮崎市旭町下條東割775-7

1413 共立建設（株）　甲府事業所 甲斐市龍地4429-1

1414 キャリモ代行 甲斐市富竹新田743-2

1415 （株）タワーライン・ソリューション　山梨営業所 韮崎市一ツ谷2041

1416 （株）サン・ワーク・サービス 甲斐市大垈2786



1417 中北林務環境事務所 韮崎市本町4-2-4

1418 山梨県中北建設事務所　峡北支所 韮崎市本町4-2-4

1419 中北保健福祉事務所 韮崎市本町4-2-4

1420 中北農務事務所 韮崎市本町4-2-4

1421 （株）山梨中央銀行　敷島店 甲斐市中下条995

1422 韮崎相互病院 韮崎市一ツ谷1865-1

1423 セコム山梨(株)　峡北営業所 韮崎市藤井町南下條649-1

1424 (株)レンティック中部　山梨営業所 韮崎市上ノ山3651-1

1425 (株)ニチイ学館　ニチイケアセンター甲斐 甲斐市篠原1659

1426 (株)髙山建設 甲斐市大下条1023

1427 日本年金機構　竜王年金事務所 甲斐市名取347-3

1428 (株)タンガロイ製品事業本部 韮崎市大草町上條東割114

1429 ＸＩＶ代行社 甲斐市竜王新町828-16

1430 （株）前田製作所 コマツ甲信 山梨営業所 リフト事業部 甲斐市大下条315-1

1431 (株)介護センター花岡　甲府店 甲斐市西八幡3800-1

1432 ルート代行 甲斐市玉川1470-10

1433 ＳＰ・リニア運転代行 甲斐市篠原2086-2

1434 （株）ガスパル　山梨販売所 甲斐市富竹新田1182-4

1435 トモプロ（株）　山梨営業所 韮崎市上ノ山外輪原3673-1

1436 (株)西関東パワーテクノ山梨支社 甲斐市龍地4322-1

1437 大丸商事(株) 甲斐市竜王1238

1438 居宅介護支援事業所やすらぎ　訪問看護ステーションやすらぎ 甲斐市富竹新田401-4

1439 ホンダカーズ山梨東　甲斐店 甲斐市富竹新田1657

1440 釜無運転代行 韮崎市藤岡町下條東割728

1441 公益社団法人　峡中広域シルバー人材センター 甲斐市篠原2644-3

1442 山梨県農業共済組合　北部支所 韮崎市藤井町駒井3206-1

1443 絆運転代行 甲斐市篠原824-1

1444 恵信りほくケアセンター 甲斐市岩森1170-1

1445 （株）清水クレーン工業 韮崎市穴山町1546-2

1446 山梨英和学院　認定こども園　山梨英和ダグラスこども園 韮崎市富士見2-2-25

1447 日立建機日本（株）　甲府営業所 甲斐市玉川1561-2

1448 セブ代行 甲斐市竜王220-1

1449 （株）ネクステージ　甲府バイパス店 甲斐市富竹新田1655-1

1450 （福）山梨福祉事業会　清山寮 韮崎市旭町上條南割3248-1

1451 平賀建設(有) 韮崎市藤井町坂井６１３

1452 韮崎愛生幼稚園 韮崎市本町1-14-15

1453 社会福祉法人　子育ち・発達の里　乳児院ひまわり 甲斐市島上条1441

1454 エース代行 韮崎市旭町上條中割2208-124

1455 えびす運転代行 甲斐市宇津谷8322

1456 (株)五味建設 韮崎市円野町下円井1014

1457 三ツ輪産業（株）甲信支店　韮崎営業所 韮崎市富士見3-14-23

1458 （有）丸天 韮崎市中田町中条4020ｰ1

1459 （株）髙野塗装店　竜王営業所 甲斐市富竹新田1323



1460 ＮＸエネルギー関東（株）　甲府支店 韮崎市竜岡町下条南割西原489-1

1461 運転代行　ｍｅｒｃｉ 韮崎市旭町上條北割1984-66

1462 リバー代行サービス 韮崎市若宮3-4-1-2

1463 社会福祉法人　清長会　しあわせホーム竜王 甲斐市篠原3000-1

1464 医療法人　甲療会　赤坂台病院 甲斐市竜王新町2150

1465 （株）ハンデックス　甲府営業所 甲斐市富竹新田2092

1466 （株）雅エンジニア 韮崎市藤井町北下条268-1

1467 三井クリニック　デイサービスセンター　福福 甲斐市宇津谷4036-1

1468 （株）巴商会　韮崎営業所 韮崎市上ノ山3673-1

1469 山運転代行 甲斐市西八幡1160サンライズ竜南303

1470 社会福祉法人　ひかりの里 甲斐市宇津谷1103

1471 (株)あんしん　療育センターなないろ 甲斐市岩森580-1

1472 滝口建設（株） 甲斐市島上条392

1473 （株）山梨中央銀行　南竜王支店 甲斐市篠原794-1

1474 （株）山梨中央銀行　竜王支店 甲斐市富竹新田1192-2

1475 株式会社　クリーンシステム 韮崎市藤井町南下條733-1

1476 丸文通商株式会社　甲府営業所 甲斐市篠原22-1　1号

1477 （株）エル機材 甲斐市竜地5540

1478 （有）塚原塗装工業 韮崎市旭町上條北割1990-20

1479 （株）サンキョウテクノスタッフ　山梨営業所 甲斐市竜王1733ｰ17

1480 東京電力リニューアブルパワー（株）　甲府事業所 韮崎市若宮1ｰ8ｰ21

1481 ミナミ代行 韮崎市旭町上條北割1990-24

1482 （株）光・彩 甲斐市竜地3049

1483 甲斐ケアセンターそよ風 甲斐市大下条869-1

1484 （株）山梨福祉総研 甲斐市西八幡3822-1

1485 （有）佐野防水 甲斐市篠原1444-2

1486 えみ運転代行 甲斐市西八幡4148-1山本住宅10号

1487 （株）メイコー 甲斐市下今井732

1488 ハートフル運転代行サービス 甲斐市竜王新町242番地1

1489 （有）リアライズ 韮崎市神山町北宮地483-1

1490 生活協同組合パルシステム山梨　甲斐センター 甲斐市下今井3590-1

1491 山梨県立あけぼの医療福祉センター成人寮 韮崎市旭町上條南割3251-1

1492 （有）竜王運転代行 甲斐市篠原2086-2

1493 合同会社Ｒｏｕｔｅ３　山梨運転代行 甲斐市篠原2086-2

1494 4416運転代行 韮崎市龍岡町下條南割386-4

1495 （公社）山梨県看護協会　訪問看護ステーションほっと・ほっと韮崎 韮崎市本町1-14-21

1496 東日本三菱自動車販売（株）竜王店 甲斐市富竹新田1211－1

1497 （株）ダスキン伊那　ダスキン甲斐 甲斐市富竹新田2241-5

1498 特別養護老人ホーム　フルリールにらさき 韮崎市富士見2-15-27

1499 大鵬薬品工業（株）　静岡支店　甲府出張所 甲斐市富竹新田1842

1500 学校法人　鈴木学園　富士幼稚園 甲斐市島上条２２２８

1501 株式会社フロンティアサイトー 甲斐市竜王1560

1502 株式会社ヰセキ関東甲信越　山梨支店 甲斐市富竹新田1567-2



1503 太陽建機レンタル株式会社　竜王支店 甲斐市西八幡3656-1

1504 株式会社　いずみエネルギー 甲斐市下今井８９

1505 株式会社　男組 韮崎市穂坂町宮久保4977-5

1506 １１７代行 甲斐市玉川456　雨宮住宅5

1507 家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ山梨本店 甲斐市富竹新田1902-3

1508 株式会社韮崎電子 韮崎市大草町若尾359-1

1509 有限会社　岩間電気工業 甲斐市下今井2127

1510 Ａｕｄｉ　山梨 甲斐市西八幡3825-1

1511 株式会社　サンポー 甲斐市竜王新町2277-15

1512 ナンシン機工株式会社　山梨支店 韮崎市藤井町北下条1755

1513 株式会社　丸眞熱処理工業 甲斐市玉川1578

1514 株式会社　ＯＫＩ 韮崎市藤井町駒井2212-1

1515 FIRSTcutter合同会社 韮崎市穴山町5063-1

1516 一般財団法人山梨県森林土木コンサルタント 甲斐市下今井2868

1517 小田切解体工業株式会社 甲斐市龍地4119-1

1518 デイサービス　リハビリテーション　こんね藤井 韮崎市藤井町駒井2658-1

1519 デイサービス　リハビリテーション　こんね中下条 甲斐市中下条1928-1

1520 株式会社高見澤新建材 甲斐市長塚378-1

1521 有限会社源和興業 韮崎市若宮1-2-21

1522 山梨みらい農業協同組合　敷島拠点 甲斐市島上条262-6

1523 株式会社かんぽ生命保険　韮崎郵便局かんぽサービス部 韮崎市中央町5-22

1524 株式会社かんぽ生命保険　竜王郵便局かんぽサービス部 甲斐市名取12-1

1525 株式会社コンピュータムーブ 甲斐市西八幡4281-4

1526 荻野工業株式会社 甲斐市岩森2238-1

1527 山梨みらい農業協同組合　竜王支店 甲斐市篠原2635

1528 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社 韮崎市藤井町北下条2381-1

1529 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社穂坂事業所 韮崎市穂坂町三ツ沢650

1530 有限会社ひだまり 韮崎市旭町上條北割2757-1

1531 医療法人　仁和会 甲斐市万才287

1532 株式会社サンクシア 甲斐市大下条1157

1533 デイサービスセンター幸せのリボン 甲斐市岩森184-1

1534 エドワーズ株式会社 韮崎市富士見1-7-3 清水ビルＡ館１Ｆ

1535 山梨トヨタ自動車株式会社　ツインズ韮崎店 韮崎市藤井町北下條1475

1536 社会福祉法人　甲斐市社会福祉協議会 甲斐市島上条3163

1537 シムラ産業株式会社 甲斐市富竹新田2152

1538 イワタニ山梨株式会社 甲斐市竜王新町228-1

1539 ヤマナシケンソー株式会社 甲斐市竜王1434-15

1540 株式会社シャトレーゼベルフォーレワイナリー 甲斐市下今井1954

1541 デイサービスセンターつづく 甲斐市玉川718

1542 社会福祉法人　三井福祉会　春日の杜 甲斐市長塚184-2

1543 大成建設株式会社　ＴＴＳ穂坂開発新棟計画作業所 韮崎市穂坂町三ツ沢650　東京エレクトロン穂坂作業所内大成建設事務所３階

1544 株式会社　龍栄 甲斐市西八幡2599-1

1545 げんき甲斐 甲斐市大下条956-1



1546 医療法人甲療会デイサービスセンター赤坂台 甲斐市篠原315-3

1547 日邦プレシジョン株式会社 韮崎市穂坂町宮久保734

1548 株式会社　眞栄工業 甲斐市富竹新田629-1

1549 （有）秋山建設 北杜市長坂町長坂上条1581-1

1550 (株)井出建設 北杜市長坂町大八田6761-4

1551 北杜市役所　大泉総合支所 北杜市大泉町西井出3164-1

1552 金山土建（株） 北杜市武川町三吹2140-29

1553 金精軒製菓（株） 北杜市白州町台ヶ原2211

1554 （株）キッツ　長坂工場 北杜市長坂町長坂上条2040

1555 （有）北栄建設 北杜市小渕沢町上笹尾3332-252

1556 北杜市役所　小淵沢総合支所 北杜市小淵沢町7711

1557 （株）アルテミス　小淵沢カントリークラブ 北杜市小淵沢町10060

1558 サントリースピリッツ（株）　白州蒸溜所 北杜市白州町鳥原2913-1

1559 特殊興業（株） 北杜市長坂町大八田336

1560 （有）藤森組土木建築 北杜市白州町上教来石553-1

1561 帝京第三高等学校 北杜市小淵沢町2148

1562 （株）長坂自動車教習所 北杜市長坂町長坂上条1531-1

1563 北杜市役所　長坂総合支所 北杜市長坂町長坂上条2575-19

1564 ナガセキトーヨー住器（株） 北杜市長坂町長坂上条2465-1

1565 山梨県立八ケ岳牧場 北杜市小淵沢町大平10061

1566 山梨銘醸（株） 北杜市白州町台ヶ原2283

1567 山梨県畜産酪農技術センター　長坂支所 北杜市長坂町長坂上条621-2

1568 道村建設（株） 北杜市白州町白須7-1

1569 魚光寿司 北杜市長坂町長坂上条2575

1570 八ケ岳環境（有） 北杜市長坂町長坂上条3108-8

1571 山梨住宅工業（株） 北杜市長坂町長坂上条2228-5

1572 北杜市役所　白州総合支所 北杜市白州町白須312

1573 （株）中新土木 北杜市高根町蔵原1905

1574 北杜市役所　武川総合支所 北杜市武川町山高1457-3

1575 （株）浅川運輸土建 北杜市高根町清里3545

1576 峡北建設（株） 北杜市長坂町長坂上条2429

1577 小淵沢自動車教習所 北杜市小淵沢町6907

1578 日本郵便（株）北杜郵便局 北杜市長坂町長坂上条2051-1

1579 北杜市役所　高根総合支所 北杜市高根町村山北割3261

1580 サンレーベン（株） 北杜市白州町下教来石1976-1

1581 （有）山永キングコンクリート 北杜市長坂町長坂上条2827

1582 （株）セラヴィリゾート泉郷 北杜市大泉町谷戸8741

1583 （株）丸政 北杜市小渕沢町996

1584 公益財団法人　キープ協会 北杜市高根町清里3545

1585 北杜警察署 北杜市長坂町長坂上条2575-79

1586 炭平興産（株）　白州工場 北杜市白州町白須7458

1587 （株）山梨ミツウロコ　峡北店 北杜市高根町箕輪2500-2

1588 （株）鈴建 北杜市小淵沢町451



1589 （株）ミヨシ　八ヶ岳育種農場 北杜市小淵沢町上笹尾187

1590 梨北農業協同組合　高根支店 北杜市高根町村山北割1689

1591 （株）ひらやま 北杜市高根町箕輪581

1592 三吹生コン（株） 北杜市武川町三吹1755

1593 大泉生コンクリート（株）大泉工場 北杜市大泉町谷戸1471

1594 東洋建設 北杜市長坂町大井ヶ森773

1595 （株）相川プレス工業　高根工場 北杜市高根町村山北割1657-1

1596 （有）大泉住宅設備 北杜市大泉町西井出2332-2

1597 観音坂ドライブイン 北杜市高根町村山東割2359－2

1598 ハイランドパーク（株）　サンメドウズ清里事業所 北杜市大泉町西井出8240-1

1599 （株）星野リゾート・八ヶ岳 北杜市小淵沢町129-1

1600 （株）カナマル 北杜市小淵沢町5999

1601 甲信自動車（有） 北杜市長坂町大八田250-1

1602 グリーンヒル八ヶ岳 北杜市長坂町中丸1622

1603 杉山設備工業所 北杜市長坂町富岡115-1

1604 （有）横内製麺 北杜市長坂町長坂上条2076

1605 （有）八ツ麓自動車 北杜市長坂町白井沢3226-1

1606 レストラン　じんぐう 北杜市白州町鳥原2174

1607 （株）明和電機 北杜市長坂町塚川581-8

1608 （有）山形屋重工 北杜市白州町白須6804-1

1609 （有）小宮山設備 北杜市高根町村山西割480-1

1610 （株）ダイヤモンド八ヶ岳美術館　ソサエティ 北杜市大泉町谷戸5771-84

1611 守屋建設（株） 北杜市長坂町塚川2126

1612 Ｒｏｙａｌ　Ｈｏｔｅｌ　八ヶ岳 北杜市大泉町西井出8240-1039

1613 （有）山栄建設 北杜市白州町台ヶ原1713

1614 （株）雲松園 北杜市小淵沢町3630

1615 （株）アルソア慧央グループ 北杜市小淵沢町2961

1616 萌木の村（株） 北杜市高根町清里3545

1617 （有）坂本建設 北杜市高根町村山北割3265

1618 (株)和興製作所 北杜市長坂町長坂上条2058-1

1619 特別養護老人ホーム　仁生園 北杜市長坂町小荒間1293

1620 山梨県立北杜高等学校 北杜市長坂町渋沢1007-19

1621 社会福祉法人　八ケ岳名水会　星の里 北杜市長坂町小荒間1095-7

1622 大陽日酸（株）　山梨研究所 北杜市高根町下黒沢3054-3

1623 （株）中央設備 北杜市長坂町中丸1462-1

1624 伊予ロッヂ 北杜市高根町清里3545-2222

1625 （株）清里丘の公園 北杜市高根町清里3545-5

1626 社会福祉法人　友和会 北杜市武川町柳沢2946-12

1627 北杜市社会福祉協議会 北杜市高根町箕輪新町50

1628 社会福祉法人　緑の風 北杜市長坂町大井ヶ森994-1

1629 （株）上村建設 北杜市須玉町大豆生田623

1630 （株）桂精機製作所山梨工場 北杜市須玉町小倉1160

1631 （株）塩川クリーン 北杜市須玉町若神子174



1632 （株）里吉工業所 北杜市須玉町東向2698-1

1633 北杜市役所　須玉総合支所 北杜市須玉町若神子2155

1634 北杜市立塩川病院 北杜市須玉町藤田773

1635 （株）フカサワ 北杜市須玉町藤田363-1

1636 （株）出雲 北杜市須玉町若神子4010

1637 社会福祉法人　緑樹会 北杜市明野町上手520

1638 （株）輿水建設 北杜市須玉町大蔵713-1

1639 （株）生山土木 北杜市明野町上手5935-1

1640 （株）ミラプロ 北杜市須玉町穴平1100

1641 （有）仲沢建材 北杜市明野町三之蔵2004

1642 （株）山口工務店 北杜市須玉町江草2608

1643 北杜市役所 北杜市須玉町大豆生田961-1

1644 北杜市社会福祉協議会　長坂支所 北杜市長坂町長坂上条2575-19

1645 （株）山梨中央銀行　長坂支店 北杜市長坂町長坂上条2496

1646 社会福祉法人 八ヶ岳名水会　春の陽 北杜市長坂町長坂下条1368-1

1647 甲府信用金庫 長坂支店 北杜市長坂町長坂上条2057

1648 特定非営利活動法人　キッズステーション 北杜市須玉町藤田441-2

1649 (有)望月農業センター 北杜市白州町白須596-1

1650 白州いずみの家 北杜市白州町白須8438

1651 やさしい手　北杜事業所 北杜市須玉町藤田799-1

1652 （福）友伸福祉会 ほくと･ぬくもり 北杜市須玉町若神子2120-1

1653 (有)浅川建工 北杜市大泉町西井出2284-2

1654 (有)白州電気サービス 北杜市白州町鳥原2296

1655 (有)さくらファーム 北杜市明野町上手9291

1656 国立研究開発法人　農業・食品産業技術総合研究機構 北杜市小淵沢町6585

1657 生活支援センター 陽だまり 北杜市長坂町長坂下条1368-1

1658 学校法人　自然学園 北杜市須玉町小尾6900

1659 北杜市商工会 北杜市長坂町長坂上条2575-19

1660 特別養護老人ホーム　みのる荘 北杜市高根町箕輪2270-1

1661 健康ランド須玉 北杜市須玉町若神子3900-1

1662 武川町デイサービスセンター 北杜市武川町牧原1322

1663 北杜市立　長坂保育園 北杜市長坂町長坂上条2413-1

1664 宗教法人 生長の家 北杜市大泉町西井出8240番地2103

1665 （有）藤森石材土木 北杜市大泉町西井出8515-5

1666 小淵沢町デイサービスセンター 北杜市小淵沢町6266

1667 北杜消防署 北杜市長坂町大八田6811－18

1668 サントリープロダクツ(株)天然水南アルプス白州工場 北杜市白州町鳥原2913-1

1669 小泉保育園北部こども園 北杜市長坂町白井沢4160

1670 （有）浅川興業 北杜市武川町牧原2030-1

1671 高根町デイサービスセンター 北杜市高根町箕輪新町50

1672 (株)綿半Ｊマート　長坂店 北杜市長坂町大八田169

1673 鴻池運輸（株）　白州水工場営業所 北杜市白州町鳥原2913-1

1674 レイクウッドゴルフクラブサンパーク明野コース 北杜市明野町小笠原字大内窪3394-1



1675 武川保育園 北杜市武川町牧原1146

1676 モリ代行 北杜市明野町上手1725-2

1677 株式会社スパティオ小淵沢 北杜市小淵沢町2968-1

1678 （株）ザイマックスヴィレッジ 北杜市小淵沢町3099-1

1679 光洋電子工業株式会社 北杜市大泉町西井出1230-1

1680 韮崎代行サービス 北杜市明野町上手1883

1681 ざぼう代行 北杜市高根町五町田34-1

1682 かいこま訪問看護ステーション 北杜市武川町牧原1371

1683 （有）原林業 北杜市大泉町谷戸234

1684 （株）鈴建資材 北杜市小淵沢町451

1685 （株）明野九州屋ファーム 北杜市明野町上手13753

1686 清里高原ホテル 北杜市高根町清里3545

1687 （株）ミヨシ　八ヶ岳営業育苗センター 北杜市小淵沢町上笹尾3181

1688 三好アグリテック（株） 北杜市小淵沢町上笹尾3181-10

1689 （株）ミヨシグループ　八ヶ岳管理センター 北杜市小淵沢町上笹尾3181

1690 （株）八ヶ岳ビルドワークス 北杜市長坂町小荒間1823-14

1691 （株）セラヴィリゾート泉郷　不動産事業本部 北杜市長坂町小荒間1823-14

1692 特定非営利活動法人　八峰会 北杜市長坂町塚川175-2

1693 日本瓦斯株式会社北杜営業所 北杜市高根町村山東割2359-16

1694 イワショー株式会社 北杜市武川町牧原1360-1

1695 株式会社ＮＳＤ八ヶ岳ファーム 北杜市大泉町谷戸4816

1696 専門学校　山梨県立農林大学校 北杜市長坂町長坂上条3251

1697 峡北衛生社　有限会社 北杜市長坂町長坂上条3231-4

1698 株式会社　木次商事 北杜市高根町箕輪新町9-3

1699 株式会社　小池組 北杜市武川町柳沢803

1700 リリィ・レイス株式会社 北杜市長坂町長坂上条2575-118

1701 株式会社アサヒファシリティズ甲信事業所アルソア本社ビル 北杜市小渕沢町2961　アルソア本社ビル

1702 梨北農業協同組合　北杜支店 北杜市長坂町大八田6811-95

1703 （株）山梨中央銀行　須玉支店 北杜市須玉町若神子2155　北杜市須玉総合支所内

1704 介護老人保健施設　フルリールむかわ 北杜市武川町柳澤740-1

1705 よりあいどころ・ほくと・さくら苑 北杜市長坂町白井沢1172-19

1706 株式会社　ＴＲＩＳＥ 北杜市大泉町西井出690-1

1707 シャトレーゼヴィンテージゴルフ倶楽部 北杜市須玉町江草3072

1708 （株）旭食品 南巨摩郡富士川町最勝寺1317

1709 井上建設（株） 南巨摩郡富士川町小室2312

1710 （有）入倉鉄工所 南巨摩郡富士川町長沢122-1

1711 （株）小原屋原田商店 南巨摩郡富士川町鰍沢1714

1712 きょうなん自動車学校 南巨摩郡富士川町最勝寺1538

1713 （有）郡司 南巨摩郡富士川町最勝寺1247

1714 （株）TAMAYAロジスティクス 南巨摩郡富士川町青柳町905

1715 （株）天満組 南巨摩郡富士川町大久保488

1716 東京福幸（株） 南巨摩郡富士川町最勝寺1442

1717 （株）はくばく 南巨摩郡富士川町最勝寺1351



1718 （有）深沢電器商会 南巨摩郡富士川町青柳町395

1719 富士川町役場 南巨摩郡富士川町天神中條1134

1720 望月編織工業（株） 南巨摩郡富士川町長澤422

1721 （株）柳澤建設 南巨摩郡富士川町鰍沢124

1722 山梨ガーデン株式会社 南巨摩郡富士川町最勝寺1514

1723 （株）依田組 南巨摩郡富士川町柳川1272

1724 日産プリンス山梨販売（株）　増穂インター店 南巨摩郡富士川町大椚920

1725 高橋商事（有） 南巨摩郡富士川町鰍沢1792

1726 中部ライフエナジー(株) 南巨摩郡富士川町最勝寺1260

1727 鰍沢警察署 南巨摩郡富士川町最勝寺1306

1728 （株）三和 南巨摩郡富士川町長沢31-2

1729 山梨トヨタ自動車（株）　増穂店 南巨摩郡富士川町大椚300-1

1730 いち柳ホテル（有） 南巨摩郡富士川町青柳町293

1731 鰍沢税務署 南巨摩郡富士川町鰍沢1502-1

1732 キヤノンファインテックニスカ（株）　増穂事業所 南巨摩郡富士川町小林430-1

1733 （株）山梨中央銀行　青柳支店 南巨摩郡富士川町青柳町1212

1734 （株）秋山縫製 南巨摩郡富士川町天神中条672

1735 （有）秋山板金工業所 南巨摩郡富士川町舂米1490－乙

1736 田中塗装 南巨摩郡富士川町小林1168-3

1737 （株）建都 南巨摩郡富士川町最勝寺1562

1738 （株）ダスラップサービス 南巨摩郡富士川町青柳町3194

1739 山梨トヨペット（株）　増穂店 南巨摩郡富士川町大椚921

1740 山梨県森林総合研究所 南巨摩郡富士川町最勝寺2290-1

1741 （有）富士川クリーン 南巨摩郡富士川町最勝寺1189

1742 社会福祉法人　富士川町社会福祉協議会 南巨摩郡富士川町長澤1942-1

1743 （株）ケイ・データエンジニア 南巨摩郡富士川町小林382-1

1744 社会福祉法人　くにみ会　くにみ園 南巨摩郡富士川町鰍沢4272-1

1745 峡南森林組合 南巨摩郡富士川町鰍沢新居山官有番地

1746 栄建設工業（株） 南巨摩郡富士川町鰍沢728

1747 山梨県立わかば支援学校　ふじかわ分校 南巨摩郡富士川町鰍沢5673-12

1748 （株）ヒューマンサービス山梨 南巨摩郡富士川町長沢687-2

1749 峡南幼稚園 南巨摩郡富士川町青柳町160

1750 アルプス運転代行サービス 南巨摩郡富士川町舂米308

1751 神田建設(株) 南巨摩郡富士川町最勝寺924-2

1752 （株）三興建設 南巨摩郡富士川町平林2034

1753 特別養護老人ホーム　福寿荘 南巨摩郡富士川町小室1241

1754 （株）ダスキン富士宮山梨店 南巨摩郡富士川町天神中条796-1

1755 ますほ共立診療所　デイサービスふるさと 南巨摩郡富士川町長沢225-4

1756 日本郵便（株）南アルプス郵便局　青柳旧集配センター 南巨摩郡富士川町青柳町1210

1757 山梨県立峡南高等技術専門校 南巨摩郡富士川町青柳町3492

1758 みんなの家どんぐり 南巨摩郡富士川町小林1954-7

1759 峡南保健福祉事務所 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2

1760 ニイハオ運転代行 南巨摩郡富士川町鰍沢94-1



1761 障害福祉サービス事業所　ゆあーず　あんど　ゆうず 南巨摩郡富士川町長澤2374-1

1762 市川三郷町役場　本庁舎 西八代郡市川三郷町市川大門1790-3

1763 鰍沢警察署　市川分庁舎 西八代郡市川三郷町市川大門580-3

1764 伊藤建材（株） 西八代郡市川三郷町大塚3848

1765 （株）ミツウロコヴェッセル　山梨峡南店 西八代郡市川三郷町市川大門1543-1

1766 （株）丸美建設工業 西八代郡市川三郷町高田2974

1767 砂田建設工業（株） 西八代郡市川三郷町上野830

1768 丹澤建設工業（株） 西八代郡市川三郷町市川大門2790

1769 山梨みらい農業協同組合　市川支店 西八代郡市川三郷町市川大門1776-1

1770 （株）二孝 西八代郡市川三郷町市川大門1297

1771 （株）マルアイ 西八代郡市川三郷町市川大門2603

1772 市川三郷町役場　三珠支所 西八代郡市川三郷町上野2714-2

1773 （株）水上建設 西八代郡市川三郷町上野3080-4

1774 三珠産業（株） 西八代郡市川三郷町大塚1438-10

1775 京西電機（株） 西八代郡市川三郷町大塚1064-7

1776 市川三郷町役場　六郷支所 西八代郡市川三郷町岩間495

1777 ホテルニューオオギ 西八代郡市川三郷町黒沢762

1778 峡南広域行政組合消防本部　北部消防署 西八代郡市川三郷町下大鳥居27

1779 （株）アスクテクニカ 西八代郡市川三郷町市川大門1488

1780 社会福祉法人　宝珠苑福祉会　定林寺立正保育園 西八代郡市川三郷町岩間4161-5

1781 （株）一瀬工務店 西八代郡市川三郷町市川大門1365

1782 （株）浅間組 西八代郡市川三郷町高田2389

1783 （株）マルゴー 西八代郡市川三郷町市川大門4411

1784 （株）長田組土建 西八代郡市川三郷町山家491

1785 清珠荘　デイサービスセンター 西八代郡市川三郷町岩間5000

1786 峡南建設（株） 西八代郡市川三郷町上野2487-9

1787 （株）山勇工業 西八代郡市川三郷町岩間3284-1

1788 （学）市川幼稚園 西八代郡市川三郷町市川大門1782

1789 （株）齊木煙火本店 西八代郡市川三郷町市川大門74

1790 (社）六郷文京福祉会　ひまわり保育園 西八代郡市川三郷町岩間2834-3

1791 割烹　とりしん 西八代郡市川三郷町市川大門177-1

1792 （有）丸松 西八代郡市川三郷町上野3047-2

1793 （有）岸本興業 西八代郡市川三郷町印沢18-10

1794 峡南林務環境事務所 西八代郡市川三郷町高田111-1

1795 （株）中央ビルサービス 西八代郡市川三郷町市川大門1914

1796 細田食堂　六郷店 西八代郡市川三郷町岩間1754-2

1797 日本郵便（株）　峡南郵便局 西八代郡市川三郷町岩間928

1798 山梨県峡南建設事務所 西八代郡市川三郷町高田111-1

1799 山梨県峡南農務事務所 西八代郡市川三郷町高田111-1

1800 社会福祉法人　ひかりの家　ひかりの家学園 西八代郡市川三郷町市川大門1783-2

1801 ワンコイン運転代行 西八代郡市川三郷町上野4915番地2

1802 （株）山梨中央銀行　市川支店 西八代郡市川三郷町市川大門1289-5

1803 （株）市川建設 西八代郡市川三郷町高田2613



1804 ケル（株）　山梨事業所 西八代郡市川三郷町大塚1-1

1805 グリーンアース 西八代郡市川三郷町上野６２２

1806 （株）水電社　営業所 西八代郡市川三郷町大塚１０２９－１

1807 峡南医療センター企業団市川三郷病院 西八代郡市川三郷町市川大門428-1

1808 医療法人　桃潤会 西八代郡市川三郷町上野2968

1809 社会福祉法人　市川三郷町社会福祉協議会 西八代郡市川三郷町上野2714-2

1810 （株）ホンダパーツ日商　山梨営業所 西八代郡市川三郷町大塚1108-16

1811 ホテル　丹頂館 西八代郡市川三郷町市川大門1812-1

1812 （株）東日本イノアック 西八代郡市川三郷町大塚700

1813 （有）信栄 南巨摩郡富士川町天神中條1060-1

1814 （有）山城陸運　山梨営業所 西八代郡市川三郷町市川大門425-14-103

1815 甲州デイサービスセンターきぼう富士川事業所 南巨摩郡富士川町長澤2165

1816 （株）ギフトセンター　コスモス 西八代郡市川三郷町岩間50ｰ2

1817 山梨県立青洲高等学校 西八代郡市川三郷町市川大門1733-2

1818 東海旅客鉄道（株）富士電気区　市川大門分室 西八代郡市川三郷町市川大門5

1819 （株）六測 西八代郡市川三郷町岩間2277-1

1820 品川ファーネス（株）山梨工場 西八代郡市川三郷町黒沢1880

1821 （公社）山梨県看護協会　ますほ訪問看護ステーション 南巨摩郡富士川町青柳町3492

1822 特別養護老人ホーム福寿荘　きらきら 南巨摩郡富士川町最勝寺1307-1

1823 株式会社Ｓａｋａｔｅｃ 南巨摩郡富士川町青柳町3492-228

1824 大成・早野共同企業体　中央新幹線第三南巨摩トンネル作業所 南巨摩郡富士川町青柳町448-1

1825 峡南医療センター企業団　介護老人保健施設サンビューふじかわ 南巨摩郡富士川町鰍沢340-1

1826 株式会社　ブリング・夢屋 南巨摩郡富士川町青柳町3492-44

1827 有限会社　峡南圧送 西八代郡市川三郷町市川大門1460-22

1828 今村紙業株式会社 西八代郡市川三郷町市川大門6237-11

1829 株式会社ダイドーフーズ 西八代郡市川三郷町黒沢407-1

1830 吉田直土木株式会社南巨摩東工事事務所 南巨摩郡富士川町小林385-1

1831 峡南会　居宅介護支援事業所 南巨摩郡富士川町鰍沢1544-1

1832 山梨みらい農業協同組合　増穂経済センター 南巨摩郡富士川町天神中条1110

1833 山梨みらい農業協同組合　市川三郷経済センター 西八代郡市川三郷町上野2889

1834 山梨みらい農業協同組合　六郷支店 西八代郡市川三郷町岩間2083

1835 山梨みらい農業協同組合　青柳支店 南巨摩郡富士川町青柳町910

1836 株式会社大林組・株式会社鴻池組　リニア南巨摩東ＪＶ工事事務所 南巨摩郡富士川町鰍沢124-10

1837 株式会社かんぽ生命保険甲府支社峡南郵便局かんぽサービス部 西八代郡市川三郷町岩間928

1838 株式会社オーツヤ測量 西八代郡市川三郷町高田129-2

1839 医療法人峡南会　峡南病院 南巨摩郡富士川町鰍沢1806

1840 みはらしの丘　みたまの湯 西八代郡市川三郷町大塚2608

1841 藤和建設株式会社 西八代郡市川三郷町下大鳥居327

1842 （株）稲葉工業　 南巨摩郡南部町塩沢120

1843 加藤建設（株） 南巨摩郡南部町十島65-3

1844 河西工業（有） 南巨摩郡身延町下山231-61

1845 木内建設（株） 南巨摩郡南部町大和1200

1846 山梨みらい農業協同組合　栄支店 南巨摩郡南部町内船4812



1847 （株）高山工業所 南巨摩郡身延町相又497-1

1848 南部町役場　本庁舎 南巨摩郡南部町福士28505-2

1849 （株）南部自動車教習所 南巨摩郡南部町内船8900

1850 南部町役場　南部分庁舎 南巨摩郡南部町内船4473-1

1851 扶桑建設（株） 南巨摩郡身延町大島1521

1852 東邦地所（株）富士ロイヤルカントリークラブ 南巨摩郡南部町万沢7483

1853 （宗）身延山久遠寺 南巨摩郡身延町身延3567

1854 身延町役場　身延支所 南巨摩郡身延町梅平2483-36

1855 山梨みらい農業協同組合　身延支店 南巨摩郡身延町梅平2447

1856 （有）共和コンクリート 南巨摩郡身延町帯金112

1857 （株）峡南組 南巨摩郡南部町福士1684

1858 （学）南部みどり幼稚園 南巨摩郡南部町南部7576

1859 （福）清和福祉会　大野山保育園 南巨摩郡身延町大野839-3

1860 共栄南部生コンクリート（株） 南巨摩郡南部町十島356ｰ3

1861 十枚荘温泉 南巨摩郡南部町成島2714

1862 南部町森林組合 南巨摩郡南部町南部8013-1

1863 （株）佐野組 南巨摩郡南部町福士22313

1864 （株）南部路 南巨摩郡南部町中野4821-1

1865 （株）山梨山本佐吉商店 中巨摩郡身延町帯金2007

1866 山下荘 南巨摩郡南部町成島2775

1867 身延工業（株） 南巨摩郡身延町梅平738

1868 身延総合設備（株） 南巨摩郡身延町小田船原1157

1869 望月測量設計（株） 南巨摩郡身延町梅平2483-74

1870 峡南広域行政組合消防本部　中部消防署 南巨摩郡身延町下山231-52

1871 南部警察署 南巨摩郡南部町南部9335-1

1872 東海旅客鉄道（株）　静岡支社身延保線区 南巨摩郡身延町角打字荒田1331-1

1873 日本軽金属（株）　発電課 南巨摩郡南部町井出4

1874 山梨県立身延高等学校 南巨摩郡身延町梅平1201-2

1875 （株）リナン 南巨摩郡身延町梅平2444-5

1876 民宿　先祖 南巨摩郡南部町福士16530

1877 （財）関東電気保安協会　身延支所 南巨摩郡身延町梅平2483

1878 渡辺建設（株） 南巨摩郡南部町本郷5033

1879 望月林業（有） 南巨摩郡南部町南部7635

1880 （株）はやし　山梨営業所 南巨摩郡身延町下山210-200

1881 隨縁カントリークラブ　センチュリー富士コース 南巨摩郡南部町万沢7079-1

1882 （有）望月製作所 南巨摩郡南部町万沢5200

1883 （株）イナバ 南巨摩郡南部町福士2700-14

1884 （株）八木沢興業 南巨摩郡身延町上八木沢98

1885 （株）誉建設 南巨摩郡身延町下八木沢98-1

1886 南部自動車工業（株） 南巨摩郡南部町南部8468

1887 （株）田中工務店 南巨摩郡身延町梅平710-2

1888 （有）穂坂自動車工業 南巨摩郡南部町内船8878

1889 山静商会（株） 南巨摩郡南部町南部3986



1890 匠建設工業（株） 南巨摩郡身延町和田1678

1891 峡南広域行政組合　慈生園 南巨摩郡南部町中野2847

1892 魚辰 南巨摩郡南部町福士5155

1893 （株）大南設備 南巨摩郡身延町丸滝158-1

1894 山梨県峡南建設事務所　身延支所 南巨摩郡身延町梅平2483-30

1895 社会福祉法人　身延山福祉会　特別養護老人ホームみのぶ荘 南巨摩郡身延町梅平2483-122

1896 特別養護老人ホーム　ネオライフとみざわ 南巨摩郡南部町福士2688-3

1897 社会福祉法人　深敬園 南巨摩郡身延町身延3637

1898 南部町富沢デイサービスセンター 南巨摩郡南部町福士14123

1899 （株）メッツ　身延工場 南巨摩郡身延町下山10350-1

1900 新生テクノス（株）　富士営業所　身延派出 南巨摩郡身延町角打字北原1010-9

1901 （株）小林建設所 南巨摩郡身延町遅沢2348

1902 太興紙業（株） 南巨摩郡身延町西嶋505-5

1903 身延町役場 南巨摩郡身延町切石350

1904 （有）望月建材 南巨摩郡身延町飯富1291-1

1905 早邦建設（株） 南巨摩郡早川町高住645-27

1906 早川町役場 南巨摩郡早川町高住758

1907 （株）前田製作所　身延営業所 南巨摩郡身延町飯富2048

1908 早川水系発電管理事務所 南巨摩郡早川町奈良田1050

1909 山梨みらい農業協同組合　中富経済センター 南巨摩郡身延町西嶋625

1910 （有）西山温泉　慶雲館 南巨摩郡早川町湯島825

1911 (株)丸一産業 南巨摩郡身延町下田原2095-6

1912 （株）保坂建設 南巨摩郡早川町黒桂582-2

1913 身延町早川町国民健康保険病院一部事務組合立　飯富病院 南巨摩郡身延町飯富1628

1914 ニッケイ工業（株） 南巨摩郡早川町雨畑3655

1915 吉高工業（株） 南巨摩郡早川町高住519

1916 あまんどう 南巨摩郡身延町手打沢666

1917 （有）長澤建材興業 南巨摩郡身延町宮木282

1918 （株）川口建設 南巨摩郡身延町切石687

1919 身延町役場　下部支所 南巨摩郡身延町常葉1093

1920 樋川工業（株） 南巨摩郡身延町車田1002

1921 松井組工友（株） 南巨摩郡身延町瀬戸154

1922 （株）下部ホテル 南巨摩郡身延町上之平1900

1923 （株）古関工業 南巨摩郡身延町古関259-1

1924 湘南興業（有） 南巨摩郡身延町波高島57

1925 （有）多喜本 南巨摩郡身延町下部989

1926 出羽建設(株) 南巨摩郡身延町常葉6219-1

1927 社会福祉法人　興邦会　特別養護老人ホーム　しもべ荘 南巨摩郡身延町常葉7058-1

1928 社会福祉法人 早川町社会福祉協議会 南巨摩郡早川町草塩88

1929 司法書士事務所　ひのき坂 南巨摩郡南部町南部8533

1930 名工建設(株)身延総合事務所 南巨摩郡身延町角打3130

1931 南部町社会福祉協議会 南巨摩郡南部町内船8812

1932 日本郵便株式会社　峡南郵便局　南部集配センター 南巨摩郡南部町南部8323



1933 日本郵便（株）　身延郵便局 南巨摩郡身延町梅平2483-37

1934 （株）佐野建設 南巨摩郡南部町楮根4218-1

1935 社会福祉法人身延町社会福祉協議会 南巨摩郡身延町波木井272-1

1936 社会福祉法人　百葉の会　南部の郷 南巨摩郡南部町南部8058-1

1937 大成・佐藤・錢高共同企業体　中央新幹線南アルプストンネル（山梨工区）作業所 南巨摩郡早川町新倉3210

1938 成豊建設（株）　リニア山梨作業所 南巨摩郡早川町新倉3210

1939 中央新幹線第四南巨摩トンネル新設（西工区）工事共同企業体　南巨摩出張所 南巨摩郡早川町大原野字中州3034

1940 （株）山梨中央銀行　身延支店 南巨摩郡身延町梅平2483-177

1941 特別養護老人ホーム　草塩おんせん 南巨摩郡早川町草塩79-1

1942 （学）身延山学園 南巨摩郡身延町身延3567

1943 前田建設工業（株）　中部支店　雨畑作業所 南巨摩郡身延町飯富1917

1944 吉田西豊建設株式会社　リニア早川出張所 南巨摩郡早川町大原野字中州3034-1

1945 医療法人　財団交道会　しもべ病院 南巨摩郡身延町下部1063

1946 有限会社　佐野興業 南巨摩郡身延町上八木沢719-1

1947 山梨みらい農業協同組合　南部茶業センター 南巨摩郡南部町内船8526-1

1948 コアエネルギー株式会社山梨支店 南巨摩郡南部町十島425-1

1949 エーテック株式会社 南巨摩郡南部町十島65-3

1950 公益財団法人　身延山病院 南巨摩郡身延町梅平2483-167

1951 株式会社　熊谷組 南巨摩郡身延町常葉818

1952 日本郵便（株）　石和郵便局 笛吹市石和町市部458

1953 笛吹市役所 笛吹市石和町市部777

1954 （株）飯塚工業 笛吹市御坂町井之上1511

1955 （株）大沢商店 笛吹市石和町市部1088

1956 （株）川合商店 笛吹市石和町市部538-1

1957 風間興業（株） 笛吹市八代町北1047-1

1958 華やぎの章　甲斐路 笛吹市石和町川中島1607-40

1959 (株)くにたちクリエート 笛吹市石和町川中島410

1960 コニカミノルタメカトロニクス（株） 笛吹市御坂町二之宮920

1961 （医）銀門会　甲州リハビリテーション病院 笛吹市石和町四日市場2031

1962 笛吹市役所　境川支所 笛吹市境川町籐垈2588

1963 ホテル石庭（株）  三和 笛吹市石和町窪中島587

1964 甲斐食産（株） 笛吹市八代町米倉1447

1965 旅館　泉山荘 笛吹市石和町川中島1607-169

1966 （株）甲府国際カントリークラブ 笛吹市御坂町下黒駒3193

1967 中央舗道建設（有） 笛吹市石和町小石和18

1968 ホテル　花いさわ 笛吹市石和町松本1409

1969 （株）常磐ホテル　石和常磐ホテル 笛吹市石和町川中島1607-14

1970 スズラン酒造工業（有） 笛吹市一宮町上矢作866

1971 （株）御坂農園　グレープハウス土産品センター 笛吹市御坂町夏目原656-1

1972 （株）ルミエール 笛吹市一宮町南野呂624

1973 石和びゅーほてる 笛吹市石和町川中島1607

1974 雨宮自動車興業（株） 笛吹市一宮町末木572

1975 (株)旅館　きこり 笛吹市石和町川中島325



1976 （株）滝沢電気 笛吹市八代町南755-1

1977 山梨英和プレストンこども園 笛吹市石和町窪中島190-2

1978 （有）松川（代行） 笛吹市石和町市部822

1979 ホテル　平安 笛吹市石和町川中島538

1980 （株）カイシン 笛吹市八代町米倉1417-1

1981 （株）石和観光ホテル　慶山 笛吹市石和町市部822

1982 笛吹市役所　芦川支所 笛吹市芦川町中芦川585

1983 （有）かげつ 笛吹市石和町川中島385

1984 みなもと旅館 笛吹市石和町八田26-3

1985 ホテル　八田 笛吹市石和町川中島1607

1986 ホテル新光 笛吹市石和町八田97

1987 ホテル石風 笛吹市石和町八田195

1988 （株）日食 笛吹市石和町窪中島122-1

1989 （有）旅館㐂仙 笛吹市石和町川中島482

1990 （株）古柏園 笛吹市石和町市部822

1991 （株）関東リース興業 笛吹市石和町井戸99

1992 （株）地場工務店 笛吹市御坂町金川原850-1

1993 （株）小山電気 笛吹市御坂町成田1752-1

1994 （有）湯元 笛吹市一宮町中尾253-3

1995 （株）中村工務店 笛吹市境川町藤垈880-1

1996 （株）ＮＩＰＰＯ山梨統括事業所 笛吹市八代町米倉1419-1

1997 （株）沼田鉄筋 笛吹市境川町藤垈820

1998 笛吹農業協同組合　境川支所 笛吹市境川町石橋2092

1999 笛吹農業協同組合　一宮西支所 笛吹市一宮町金田1305

2000 笛吹警察署 笛吹市石和町市部555

2001 笛吹農業協同組合　御坂西支所 笛吹市御坂町夏目原620

2002 笛吹市消防本部 笛吹市石和町下平井204

2003 石和健康ランド 笛吹市石和町松本868

2004 笛吹農業協同組合　富士見支所 笛吹市石和町河内70

2005 （株）桔梗屋 笛吹市一宮町坪井1928

2006 （株）見晴し園 笛吹市一宮町土塚240

2007 モンデ酒造（株） 笛吹市石和町市部476

2008 笛吹農業協同組合　八代支所 笛吹市八代町南561

2009 （株）ホテルふじ 笛吹市石和町川中島192

2010 （株）環財 笛吹市御坂町成田1836

2011 矢崎興業（株） 笛吹市八代町北1991

2012 （有）笛南興業 笛吹市境川町寺尾48-2

2013 (株)石和名湯館　糸柳 笛吹市石和町松本1183-1

2014 ホテル千石 笛吹市石和町川中島545

2015 ホテル　花京 笛吹市石和町川中島116

2016 （株）ホテルうかい 笛吹市石和町市部307

2017 （株）山梨中央銀行　石和支店 笛吹市石和町市部789-78

2018 境川カントリー倶楽部 笛吹市境川町小黒坂2266



2019 ダイドービバレッジサービス（株）　山梨営業所 笛吹市石和町広瀬198-1

2020 ダンロップタイヤ中央(株)　東京支店　山梨営業所 笛吹市石和町東高橋421-1

2021 （有）タナカ設備 笛吹市御坂町尾山323-1

2022 （学）石和誠心幼稚園 笛吹市石和町河内505

2023 （株）三和リース 笛吹市御坂町成田2436

2024 （社）美咲会　特別養護老人ホーム　小山荘 笛吹市八代町北760

2025 （有）石原組 笛吹市御坂町国衙573

2026 笛吹農業協同組合　岡部経済支所 笛吹市石和町駅前２－１

2027 友愛工業（株） 笛吹市石和町八田320

2028 協和電気（株） 笛吹市八代町南1610

2029 山梨アスコン(株) 笛吹市八代町米倉1458-1

2030 富士野屋 笛吹市石和町八田286

2031 民宿　ひみね 笛吹市御坂町上黒駒4890-1

2032 望月建業（株） 笛吹市石和町上平井844-3

2033 （株）ユニマットライフ　レンタル山梨営業所 笛吹市一宮町国分1093-2

2034 （株）小野石材店　営業本部 笛吹市石和町唐柏457

2035 （株）カワイ 笛吹市御坂町成田2034

2036 （株）ムラコシ精工　山梨事業所 笛吹市御坂町金川原字大原1222-1

2037 (株)英雅堂 笛吹市石和町四日市場1679

2038 森田測量（株） 笛吹市石和町四日市場1648

2039 （株）サン防災 笛吹市一宮町坪井1005

2040 （株）芦沢組土木 笛吹市石和町井戸111-1

2041 （有）石和洗機工業所 笛吹市御坂町成田2638-2

2042 サンフーズ（株） 笛吹市御坂町金川原867-2

2043 （株）石和植木 笛吹市石和町川中島378

2044 （有）佐野工業所 笛吹市石和町市部794-4

2045 （有）住まいの高野 笛吹市境川町石橋6-1

2046 （株）ふじでん　甲府営業所 笛吹市石和町唐柏1066-1

2047 鈴建興業（株） 笛吹市御坂町下黒駒1602-2

2048 （株）フッコー 笛吹市御坂町下黒駒1611

2049 （株）セキノ興産　甲府店 笛吹市石和町唐柏655

2050 社会福祉法人　境川保育園 笛吹市境川町小黒板1640-1

2051 甲斐日産自動車（株）　バイパス一宮店 笛吹市一宮町末木614

2052 （株）田丸 笛吹市石和町唐柏811-2

2053 （株）真栄電気 笛吹市八代町北1301-1

2054 東京飲料株式会社　甲府営業所 笛吹市境川町石橋819-1

2055 武藤工業（株） 笛吹市一宮町坪井1856-2

2056 春日居びゅーほてる 笛吹市春日居町鎮目178

2057 （株）岩野 笛吹市石和町松本490-1

2058 (株)佐野緑化土木 笛吹市一宮町小城213-8

2059 （有）中央美装サービス 笛吹市一宮町竹原田1824-5

2060 （有）松山興業 笛吹市石和町河内77

2061 滝田建材（株）　御坂生コン工場 笛吹市御坂町金川原287



2062 コカ・コーラボトラーズジャパンベンディング（株）山梨事業所 笛吹市八代町南2744-1

2063 石和共立病院 笛吹市石和町広瀬623

2064 山梨県警察本部　刑事部　鑑識課 笛吹市石和町窪中島312-4

2065 (株)若菜味 笛吹市石和町唐柏677-1

2066 山梨県新環状道路建設事務所 笛吹市石和町市部524

2067 (有)クレスト 笛吹市石和町川中島23-4

2068 社会福祉法人　壽ノ家 笛吹市石和町四日市場2031

2069 （株）有電 笛吹市石和町河内368-1

2070 ダイドードリンコ（株）　中部第一支店 笛吹市石和町広瀬198-1

2071 社会福祉法人　幸徳会 笛吹市一宮町南野呂422-1

2072 （有）わたなべ食品 笛吹市御坂町二之宮2485-1

2073 笛吹運転代行 笛吹市御坂町下黒駒99

2074 飯田鉄工（株） 笛吹市境川町石橋1314

2075 石和生コン（株） 笛吹市石和町中川523-1

2076 花の丘たちかわクリニック 笛吹市境川町大坪103

2077 川村義肢（株）山梨営業所 笛吹市一宮町一ノ宮824-1

2078 （株）栄和交通 笛吹市春日居町別田361-1

2079 （有）大東苑 笛吹市春日居町小松855-123

2080 （医）景雲会　春日居サイバーナイフ・リハビリ病院 笛吹市春日居町国府436

2081 サンコー貴金属（株） 笛吹市春日居町熊野堂584-2

2082 ホテル　春日居 笛吹市春日居町小松855

2083 （株）トーコー　アルス山梨 笛吹市一宮町国分1558-5

2084 知的障害者授産施設　美咲園 笛吹市八代町北175-1

2085 社会福祉法人　笛吹市社会福祉協議会 笛吹市八代町南917

2086 生活協同組合　パルシステム山梨　一宮センター 笛吹市一宮町北都塚288-1

2087 山梨県流域下水道事務所 笛吹市石和町広瀬785

2088 ＡＢＣ運転代行 笛吹市四日市場1022-1

2089 ハーモニー 笛吹市石和町下平井329

2090 クリーンネット笛吹協業組合 笛吹市石和町小石和2620-2

2091 （有）小林電気工業 笛吹市石和町東油川159

2092 山梨県総合県税事務所 笛吹市石和町広瀬785

2093 (株)ケアガーデン風間 笛吹市石和町八田163

2094 ミライフ株式会社　石和店 笛吹市石和町東高橋400-1

2095 藤本電業(株)東京本社 笛吹市石和町松本589

2096 ピース代行 笛吹市御坂町成田2528-3

2097 （株）ウッドストック　カントリークラブ 笛吹市八代町竹居5740

2098 (株)フローレン　境川事業所 笛吹市境川町石橋1500-1

2099 山梨県立笛吹高等学校 笛吹市石和町市部3

2100 (株)伊藤園　山梨支店 笛吹市御坂町成田２１８１

2101 (株)米福 笛吹市石和町唐柏９９６

2102 東電用地(株)山梨支社 笛吹市石和町市部608

2103 澤田産業 笛吹市一宮町坪井１９７６

2104 (有)まるい園芸 笛吹市石和町河内３５７



2105 (株)ふじでんサービス 笛吹市石和町井戸２１８－２

2106 株式会社三和商会 笛吹市御坂町夏目原8-2

2107 医療法人社団　協友会　笛吹中央病院 笛吹市石和町四日市場47-1

2108 エコ・サポート(株) 笛吹市御坂町下黒駒388-2

2109 ハーネス運転代行 笛吹市石和町松本237-6

2110 ＧＯＯＤ代行 笛吹市石和町川中島653-7

2111 甲斐リゾートホテル 笛吹市石和町上平井391

2112 日産プリンス山梨販売(株)　笛吹石和支店 笛吹市石和町八田280

2113 山梨県立高等支援学校　桃花台学園 笛吹市石和町中川1400

2114 (株)土橋製作所 笛吹市八代町増利五反田365-1

2115 社会福祉法人　天寿会　デイサービスセンター弘寿園 笛吹市石和町川中島1160-1

2116 （医）銀門会　甲州デイサービスセンター　一宮事業所 笛吹市一宮町塩田741-1

2117 株式会社チコー 笛吹市一宮町田中11-4

2118 株式会社正建工業 笛吹市石和町小石和1842-1

2119 山梨中央交通(株) 笛吹市御坂町金川原1205-2

2120 日本地工（（株）山梨営業所 笛吹市一宮町田中11-4

2121 （株）サンライフ寿 笛吹市石和町四日市場2031-24

2122 （株）上組 笛吹市境川町小黒坂539

2123 （株）アイメック 笛吹市御坂町成田2739-2

2124 オートバックス一宮御坂 笛吹市一宮町竹原田1417

2125 ホテル　やまなみ 笛吹市石和町駅前15-1

2126 元旦ビューティ工業（株）山梨第一工場・甲信営業所 笛吹市御坂町下黒駒1330

2127 タカハタプレシジョン山梨(株) 笛吹市境川町前間田390

2128 共立介護福祉センター　いさわ 笛吹市石和町広瀬781

2129 コカ・コーラボトラーズジャパンビジネスサービス（株） 笛吹市八代町南2744-1

2130 総合建設ワーク飯島合同会社 笛吹市石和町唐柏431-5

2131 (株)丸山製作所　山梨営業所 笛吹市御坂町金川原1115-53

2132 中日本ﾊｲｳｪｲ･ﾒﾝﾃﾅﾝｽ中央株式会社　甲府事業所笛吹作業所 笛吹市御坂町金川原1249-1

2133 エスコート代行 笛吹市東高橋９９番地１

2134 株式会社　丸トモ設備工業 笛吹市石和町砂原137-1

2135 トレジャー代行 笛吹市石和町川中島465-1

2136 株式会社鈴木デンソーサービス 笛吹市春日居町加茂210-1

2137 株式会社中央エコテック境川営業所 笛吹市境川町寺尾488-1

2138 株式会社ジインズ 笛吹市境川町三椚301

2139 有限会社藤原林業 笛吹市石和町窪中島235-1

2140 ＤＣＭ株式会社　ＤＣＭ一宮店 笛吹市一宮町竹原田1414

2141 やまびこジャパン株式会社東日本支社山梨営業所 笛吹市一宮町北都塚287-1

2142 株式会社建築資料研究社　山梨支店 笛吹市石和町広瀬782

2143 株式会社ＥＮＥＯＳウイング甲府東ＴＳ 笛吹市石和町四日市場1718

2144 清水建設株式会社東京支店山梨営業所　中央新幹線境川変電所建物新設 笛吹市境川町前間田891-2

2145 スパランド　ホテル内藤 笛吹市石和町四日市場1690

2146 ＯＢＡＲＡ株式会社 笛吹市境川町藤垈4151

2147 株式会社小林リース 笛吹市石和町山崎182



2148 第一環境株式会社笛吹事務所 笛吹市石和町市部809-1　笛吹市役所市民窓口館５Ｆ

2149 シャトレーゼホテル石和 笛吹市石和町松本348-1

2150 株式会社　せんたくクラブ 笛吹市石和町山崎133-4

2151 訪問看護ステーション和来ふえふき 笛吹市一宮町竹原田1797-1

2152 株式会社シップス 笛吹市石和町四日市場1787

2153 甲菱運輸株式会社 笛吹市石和町井戸221

2154 有限会社　マルサフルーツ古屋農園 笛吹市一宮町塩田163

2155 笛吹農業協同組合 笛吹市八代町南561

2156 デイサービス　いずみ 笛吹市一宮町金田52-3

2157 株式会社　加々美建設 笛吹市石和町広瀬1374-60

2158 石和通所介護事業所 笛吹市石和町下平井578

2159 八代・境川通所介護事業所 笛吹市八代町南326-1

2160 春日居通所介護事業所 笛吹市春日居町加茂77-1

2161 新星電機株式会社 笛吹市御坂町下黒駒1550-2

2162 株式会社　内外　笛吹営業所 笛吹市石和町小石和282

2163 株式会社　匠家 笛吹市石和町唐柏750-2

2164 安藤紙業株式会社　笛吹営業所 笛吹市境川町大坪103

2165 医療法人　芙蓉会　介護老人保健施設　いちのみやケアセンター 笛吹市一宮町竹原田1255-1

2166 イリオスネット株式会社　ドコモショップ甲府石和店 笛吹市石和町市部1129

2167 明友機工株式会社　石和事業所 笛吹市石和町中川961

2168 株式会社　布施組 笛吹市境川町三椚852-1

2169 有限会社　大雅建設 笛吹市御坂町八千蔵431

2170 医療法人　石和温泉病院 笛吹市石和町八田330-5

2171 株式会社　ＡＫＩ研究所 笛吹市石和町市部1125-1

2172 日本電子サービス株式会社　笛吹営業所 笛吹市石和町井戸241-1

2173 （株）赤沢鉄工 山梨市歌田984-4

2174 社会医療法人  加納岩 山梨市上神内川1309

2175 （有）奥井技建 山梨市牧丘町窪平30

2176 障害者支援施設　そだち園 山梨市牧丘町室伏1861

2177 （株）甲斐建設 山梨市牧丘町窪平19

2178 （株）古屋興業 山梨市七日市場1375-10

2179 （株）広瀬土木 山梨市三富下荻原387

2180 （学）双葉幼稚園 山梨市小原西733-4

2181 山梨トヨタ自動車（株）　山梨日川店 山梨市下栗原1078

2182 日本郵便（株）　山梨郵便局 山梨市小原西1043

2183 山梨県立日川高等学校 山梨市一町田中1062

2184 （株）山梨中央銀行　日下部支店 山梨市上神内川1222-1

2185 山梨市役所 山梨市小原西843

2186 山梨県果樹試験場 山梨市江曽原1204

2187 （財）山梨厚生会　山梨厚生病院 山梨市落合860

2188 （株）佐藤建設工業 山梨市小原西1274

2189 フルーツ山梨農業協同組合　笛川支所 山梨市牧丘町倉科70

2190 雨宮光学機械（株） 山梨市一町田中999



2191 東山梨消防本部　山梨消防署 山梨市小原西100-1

2192 山梨税務署 山梨市上神内川738

2193 フルーツ山梨農業協同組合　山梨支所 山梨市落合688

2194 山梨県立ろう学校 山梨市大野1009

2195 （有）中村架設工業 山梨市小原西91

2196 富士商工（株） 山梨市下神内川25-1

2197 フルーツ山梨農業協同組合　八幡支所 山梨市市川1370

2198 日下部警察署 山梨市北261

2199 山梨市老人健康福祉センター　 山梨市小原西649-1

2200 山梨プロパン（株） 山梨市東308

2201 （有）宮脇工業 山梨市堀内440

2202 山梨建設（株） 山梨市上神内川1126-1

2203 山梨県立山梨高等学校 山梨市上神内川194

2204 甲信東京ホールセール（株） 山梨市七日市場581

2205 （有）山梨技建 山梨市下井尻480

2206 （株）タカギ 山梨市小原西626-1

2207 （株）恩田組 山梨市牧丘町窪平1124-1

2208 （株）吉原明販 山梨市下神内川183-6

2209 （株）藤プラント建設 山梨市三ヶ所309-1

2210 （有）根津重機興業 山梨市南919

2211 （株）東京洗染機械製作所 山梨市東後屋敷707-1

2212 （株）富士植木　山梨支店 山梨市上栗原945

2213 奥山建設（株） 山梨市万力1147

2214 （株）まもかーる 山梨市下石森379-1

2215 （株）ちの工務店 山梨市小原西190-10

2216 富士住宅（株） 山梨市小原西841-2

2217 （株）ＮＴＴ東日本－南関東 山梨市小原西109　

2218 社会福祉法人　いずみ会　児童発達支援センター　ひまわり 山梨市東後屋敷635-1

2219 （株）カザマ 山梨市小原東198

2220 （有）三森建材土木 山梨市下栗原1124-1

2221 （株）奥井商工 山梨市小原西587

2222 （有）鈴木産業 山梨市下栗原1399-1

2223 （有）風間工業 山梨市市川1036-2

2224 雨宮設備（株） 山梨市市川1944

2225 （有）古屋土木設備 山梨市南1359

2226 山梨ＣＡＴＶ（株） 山梨市上神内川1716

2227 社会福祉法人　忠恕会　山梨クリナース 山梨市大野1551-1

2228 社会福祉法人　壽光会 山梨市牧丘町室伏2452

2229 ワタキューセイモア（株）　山梨営業所 山梨市北1709

2230 （株）岡本興業 山梨市上神内川241-1

2231 （株）ほったらかし温泉 山梨市矢坪1669-18

2232 学校法人　和光学園　くさかべ幼稚園 山梨市小原東356

2233 （株）松土建設興業 山梨市下井尻1254-2



2234 セコム山梨（株）峡東営業所 山梨市上神内川1716

2235 恵信ロジェ山梨 山梨市南1335

2236 根津自動車工業（株） 山梨市正徳寺439

2237 三富福祉会　サポートセンター　ハロハロ二番館 山梨市東後屋敷566-5

2238 山梨ケアセンター　そよ風 山梨市上神内川15-5

2239 峡東保健福祉事務所 山梨市下井尻126-1

2240 ＤＫＴコーポレーション（株） 山梨市鴨居寺47-2

2241 (株)山梨ミツウロコ　峡東店 山梨市下栗原1041

2242 河野斫工業（株） 山梨市下栗原1405

2243 （株）小野設備 山梨市下石森702

2244 玄坂カークリニック(有) 山梨市牧丘町窪平1495

2245 恵信サテライトロジェ山梨 山梨市落合464-1

2246 岩波建設（株） 甲州市塩山上粟生野1076

2247 植野興業（株） 甲州市塩山上於曽1896

2248 塩山舗装（株） 甲州市塩山上於曽1778

2249 フルーツ山梨農業協同組合　勝沼支所 甲州市勝沼町勝沼1205

2250 （株）塩山製作所 甲州市塩山下於曽276

2251 日本郵便（株）　塩山郵便局 甲州市塩山上於曽326

2252 甲州市役所　勝沼支所 甲州市勝沼町勝沼756-1

2253 木曽川産業（株） 甲州市塩山上萩原163-1

2254 甲信建設（株） 甲州市勝沼町菱山1063

2255 神金工業（株） 甲州市塩山上萩原2715-23

2256 昭和建設（株） 甲州市塩山熊野80-1

2257 （株）髙野建設 甲州市勝沼町勝沼2893

2258 （株）天川組 甲州市塩山千野559

2259 東山梨消防本部　塩山消防署 甲州市塩山西広門田385

2260 （株）山梨中央銀行　塩山支店 甲州市塩山上於曽1106-4

2261 甲州市役所　大和支所 甲州市大和町初鹿野1693-1

2262 （株）石川工務所 甲州市塩山上於曽1990

2263 （有）広瀬土建 甲州市塩山上萩原2117

2264 日下部警察署　塩山分庁舎 甲州市塩山熊野105

2265 甲州市役所 甲州市塩山上於曽1085-1

2266 （株）塩山自動車教習所 甲州市塩山赤尾１

2267 山梨県笛吹川水系発電管理事務所 甲州市塩山藤木2043

2268 野澤工業（株） 甲州市大和町初鹿野1953-1

2269 宏池荘 甲州市塩山上於曽1959

2270 （株）廣川工業所 甲州市塩山上萩原142

2271 （有）内川自動車工業 甲州市塩山下於曽1518-1

2272 マンズワイン（株）　勝沼ワイナリー 甲州市勝沼町山400

2273 （株）宮原重機 甲州市塩山牛奥2471

2274 （株）関電工 西関東営業本部 山梨支店 韮崎営業所 勝沼工事事務所 甲州市勝沼町綿塚667-1

2275 （有）山梨明食 甲州市勝沼町小佐手515-1

2276 （株）シャトー勝沼 甲州市勝沼町菱山4729



2277 勝沼醸造（株） 甲州市勝沼町下岩崎371

2278 （株）ＪＯＭＯプロ関東　山梨支店 甲州市塩山下塩後394

2279 山梨県立塩山高等学校 甲州市塩山三日市場440-1

2280 （株）勝沼ゴルフ 甲州市勝沼町中原5368-1

2281 （有）曽根建材 甲州市塩山藤木1260

2282 白百合醸造（株） 甲州市勝沼町等々力878-2

2283 （株）東栄 甲州市塩山熊野46-1

2284 （株）オートショップセイワ 甲州市塩山下塩後353-4

2285 （有）アップルニュース 甲州市塩山上於曽382

2286 塩山カントリー倶楽部 甲州市塩山中萩原3683-1

2287 勝沼自動車整備工場 甲州市勝沼町小佐手1254-9

2288 勝沼授産園 甲州市勝沼町小佐手633-1

2289 三森建設（株） 甲州市大和町初鹿野1661-8

2290 （株）向山蘭園 甲州市塩山熊野274

2291 豊栄建設（株） 甲州市塩山上於曽1778

2292 フルーツ山梨農業協同組合　塩山支所 甲州市塩山上於曽941-1

2293 株式会社　大和工務店 甲州市塩山赤尾451-1

2294 （有）依田林業 甲州市塩山一ノ瀬高橋30

2295 コスモ電気工業（株） 甲州市塩山下塩後524-1

2296 フジッコワイナリー（株） 甲州市勝沼町下岩崎2770-1

2297 （株）内藤精機 甲州市塩山千野3758-2

2298 中央葡萄酒（株） 甲州市勝沼町等々力173

2299 メルシャン（株）　シャトー・メルシャン 甲州市勝沼町下岩崎1425-1

2300 峡東地域県民センター 甲州市塩山上塩後1239-1

2301 第一設備（株） 甲州市塩山下於曽668-1

2302 （有）田中設備工業所 甲州市塩山上粟生野1433

2303 （株）飯島工事 甲州市塩山藤木1971

2304 （有）ゆばた 甲州市塩山上於曽42

2305 (株)フィッツ甲斐の国　大和自然学校 甲州市大和町田野116

2306 社会福祉法人　山の都福祉会 甲州市勝沼町山1405-1

2307 社会福祉法人　光風会 甲州市塩山西野原603

2308 （有）岩間商興 甲州市勝沼町綿塚65-6

2309 介護老人保健施設　勝沼ナーシングセンター 甲州市勝沼町菱山4300

2310 日本郵便（株）山梨郵便局　勝沼集配センター 甲州市勝沼町勝沼1416

2311 東鉄工業（株）山梨工事所 甲州市塩山上於曽50-1

2312 （株）塩沢 甲州市塩山上萩原2680-125

2313 峡東林務環境事務所 甲州市塩山上塩後1239-1

2314 峡東建設事務所 甲州市塩山上塩後1239-1

2315 峡東農務事務所 甲州市塩山上塩後1239-1

2316 （株）やさしい手甲府　山梨市デイサービスセンター 山梨市小原西649-1

2317 鶴田石材店 甲州市勝沼町山57

2318 在宅総合支援センター　萩の里 甲州市塩山下小田原596-6

2319 （株）山梨商事 甲州市塩山熊野1217-1



2320 やさしい手甲府　大和デイサービスセンター 甲州市大和町田野77

2321 Ｉ’ｍ代行 甲州市塩山下塩後673-2

2322 （株）板倉工業 甲州市塩山三日市場3245-1

2323 給食センター　みつぎ屋 甲州市塩山上於曽2023-2

2324 幼保連携型　認定こども園　たんぽぽこども園 甲州市塩山上於曽445-1

2325 株式会社　ヤマト 甲州市塩山赤尾451-1

2326 サテライト桃源荘 山梨市一町田中197

2327 社会福祉法人　さくら福祉会　岩崎保育園 甲州市勝沼町下岩崎1731

2328 公益財団法人　山梨厚生会　ハートフル塩山 甲州市塩山上於曽1372

2329 （株）尾澤工業 山梨市歌田680-2

2330 （有）樋口土建 甲州市塩山上於曽1645-2

2331 社会福祉法人　三富福祉会 山梨市三富川浦2203

2332 （株）エノモト　本社工場 甲州市塩山熊野666

2333 山梨県農業共済組合中央支所 山梨市小原東1333-1

2334 コミュニティサポートリアン 山梨市七日市場710-1

2335 甲州市勝沼健康福祉センター 甲州市勝沼町休息1867-2

2336 (株)甲斐ネット 甲州市大和町初鹿野1714-6

2337 社会福祉法人　光風会　救護施設甲州市鈴宮寮 甲州市塩山上塩後409

2338 甲州デイサービスセンターきぼう山梨事業所 山梨市上神内川1265ｰ1

2339 岩間農機（株） 甲州市勝沼町山814-1

2340 メディカルコート和叶 甲州市塩山下塩後888-1

2341 （株）峡東測量設計 山梨市小原西1145

2342 太陽建機レンタル株式会社山梨支店 山梨市上栗原916-1

2343 株式会社　西和工務店　日川橋作業所 甲州市大和町日影1541

2344 有限会社　早川建材設備 甲州市塩山千野3493

2345 株式会社　佐藤電機製作所 山梨市中村772-1

2346 有限会社　土橋商店 山梨市上神内川455-1

2347 医療法人恵信会　恵信塩山ケアセンター 甲州市塩山上於曽1195

2348 峡東ケーブルネット株式会社 甲州市塩山上於曽1079

2349 有限会社三和電機商会 甲州市塩山上於曽1078

2350 株式会社　富士工業 山梨市下栗原993

2351 笛吹川沿岸土地改良区 山梨市小原西993

2352 株式会社サードテック 甲州市勝沼町綿塚676

2353 山梨郵便局　かんぽサービス部 山梨市小原西1043

2354 株式会社コーエー 甲州市勝沼町山847-1

2355 株式会社サン．フーズ 甲州市塩山熊野1205-1

2356 株式会社アスカインデックス　塩山テクニカルセンター 甲州市塩山小屋敷2140

2357 株式会社ソリタ 山梨市下栗原1094-1

2358 養護老人ホーム山梨市立晴風園 山梨市大野1035-1

2359 株式会社タスクマスター 甲州市塩山上於曽1085-1

2360 株式会社やさしい手甲府　勝沼事業所 甲州市勝沼町休息1867-2

2361 株式会社　ヤマト 甲州市塩山三日市場2850-5

2362 ふるや環境株式会社 山梨市万力1063



2363 株式会社　望月工務店 山梨市小原西1000

2364 社会福祉法人　山梨市社会福祉協議会本所 山梨市小原西843-4

2365 秋山土建（株） 富士吉田市下吉田東1-24-3

2366 （株）あらや製作所　　　　 富士吉田市上吉田東5-11-23

2367 （株）池上工務所 富士吉田市下吉田5-30-7

2368 （株）湖山亭　うぶや 南都留郡富士河口湖町浅川10

2369 ファナック興産（株） 南都留郡忍野村忍草3558-2

2370 （有）太田屋商事 富士吉田市小明見3-2-13

2371 （有）大屋ホテル 南都留郡富士河口湖町船津4025

2372 （株）大森林業所 南都留郡忍野村忍草514

2373 （株）岳麓自動車教習所 富士吉田市上吉田4853-1

2374 川上建設（株） 富士吉田市中曽根1-4-23

2375 岳麓土建（株） 富士吉田市富士見4-3-11

2376 シチズンファインデバイス（株） 南都留郡富士河口湖町船津6663-2

2377 山梨県道路公社　富士山有料道路管理事務所 南都留郡富士河口湖町小立1204-1

2378 富士河口湖町役場 南都留郡富士河口湖町船津1700

2379 風のテラス　ＫＵＫＵＮＡ 南都留郡富士河口湖町浅川70

2380 クロダ（株） 富士吉田市大明見1-58-1

2381 （有）北井乳販 富士吉田市下吉田5ｰ22ｰ1

2382 （学）月江寺学園 富士吉田市緑ヶ丘1－1－1

2383 秀峰閣　湖月 南都留郡富士河口湖町河口2312

2384 ダイドービバレッジサービス（株）　富士吉田営業所 富士吉田市中曽根２－１１－３７

2385 （株）コバヤシ工業 南都留郡富士河口湖町小立1777-1

2386 生長の家　富士河口湖練成道場 南都留郡富士河口湖町船津5088

2387 清燃料瓦斯（株） 富士吉田市下吉田1-13-16

2388 （株）宝建設 富士吉田市松山1-6-6

2389 太陽電機（株） 南都留郡富士河口湖町小立4555

2390 旅館　泰平館 南都留郡富士河口湖町小立1240

2391 山梨県立富士河口湖高等学校 南都留郡富士河口湖町船津6663-1

2392 都留信用組合　　　 富士吉田市下吉田2-19-11

2393 東京電力パワーグリッド（株）　大月支社　富士吉田事務所 富士吉田市上吉田東1ｰ11ｰ1

2394 梨宮温泉 南都留郡富士河口湖町小立1236

2395 河口湖パークホテル 南都留郡富士河口湖町船津6713-6

2396 （株）ホテルニュー富士 南都留郡富士河口湖町浅川132

2397 （株）富士急ハイランド 富士吉田市新西原5-6-1

2398 羽田電気（株） 南都留郡山中湖村山中865

2399 コカ・コーラボトラーズジャパン(株)　山梨支店 富士吉田市富士見5-6-1

2400 天野電子（株） 南都留郡忍野村内野4740

2401 （株）富士急リゾートアメニティ 南都留郡山中湖村平野506-296

2402 （株）富士レークホテル 南都留郡富士河口湖町船津1番地

2403 富士急建設（株） 富士吉田市新西原5-2-1

2404 富士吉田市外二ケ村　恩賜県有財産保護組合 富士吉田市上吉田5605-3

2405 ブリヂストンタイヤジャパン（株）東京ＣＯ吉田 富士吉田市小明見3-2-20



2406 富士吉田市役所 富士吉田市下吉田6-1-1

2407 富士吉田市環境美化センター 富士吉田市小明見3-11-32

2408 日本郵便（株）　富士吉田郵便局 富士吉田市中曽根3-1-1

2409 シチズン電子(株) 富士吉田市上暮地1-23-1

2410 富士観光開発（株） 南都留郡富士河口湖町船津3633-1

2411 富士ビューホテル 南都留郡富士河口湖町勝山511

2412 ホテル　湖龍 南都留郡富士河口湖町浅川630-1

2413 富士登山観光（株） 南都留郡富士河口湖町船津3449

2414 丸本（株） 富士吉田市上吉田東3-2-20

2415 ホテル　ニューセンチュリー 南都留郡富士河口湖町浅川180-1

2416 （有）山岸旅館 南都留郡富士河口湖町船津4030

2417 山中湖村役場 南都留郡山中湖村山中237-1

2418 （株）山崎屋 富士吉田市中曽根1-3-38

2419 （株）山梨中央銀行　吉田支店 富士吉田市下吉田2-6-9

2420 湯山商店 南都留郡忍野村内野4736

2421 （株）吉野土建 南都留郡富士河口湖町船津981

2422 （株）喜美　レイクランドホテル　みづのさと 南都留郡富士河口湖町小立1070

2423 （株）丸格建築 南都留郡山中湖村平野3215

2424 登り坂石油（株） 南都留郡富士河口湖町船津787

2425 高野熱設備（株） 富士吉田市竜ヶ丘３－１１－２３

2426 （学）聖徳幼稚園 富士吉田市下吉田5775-3

2427 クレイン農業協同組合　吉田支店 富士吉田市下吉田５－３３－１８

2428 河口湖消防署 南都留郡富士河口湖町船津1745

2429 山梨コンクリート（株） 富士吉田市下吉田東1-24-6

2430 （株）河口湖カントリークラブ 南都留郡富士河口湖町船津6236

2431 富士牛乳（株） 富士吉田市下吉田1-8-46

2432 富士冷熱（株） 富士吉田市上吉田東3-3-43

2433 社会福祉法人　聖ヨハネ会　富士聖ヨハネ学園 南都留郡忍野村忍草2748

2434 （株）日産サティオ山梨　富士吉田営業所 富士吉田市上吉田東1-1-27

2435 田村重工（株） 南都留郡忍野村忍草2568

2436 （株）関電工　吉田営業所 富士吉田市新屋1-8-88

2437 有限会社 至誠荘 南都留郡山中湖村平野1811

2438 （株）岳麓山荘　レークピア岳麓 南都留郡山中湖村平野1915

2439 (有)旅館東屋 南都留郡山中湖村平野126

2440 旅館　井戸前 南都留郡山中湖村平野469-2

2441 旅館　三楽荘 南都留郡山中湖村平野214

2442 政功苑 南都留郡山中湖村平野27

2443 見晴荘 南都留郡山中湖村平野1864

2444 旅館　きくすい 南都留郡山中湖村平野1830

2445 三盛荘 南都留郡山中湖村平野95

2446 山吹荘 南都留郡山中湖村平野817-2

2447 富月荘 南都留郡山中湖村平野1903

2448 グリーンヒルズ　ニューみなみ 南都留郡山中湖村平野32



2449 三興荘 南都留郡山中湖村平野118

2450 児島荘 南都留郡山中湖村平野102

2451 民宿　金八 南都留郡山中湖村平野2021

2452 河口湖南中学校組合立　河口湖南中学校 南都留郡富士河口湖町船津1164

2453 （株）富士情報 富士吉田市上吉田1-6-3

2454 旅館　丸石荘 南都留郡山中湖村平野473-21

2455 旅館　若富士 南都留郡富士河口湖町船津6713-90

2456 旅館　小松荘 南都留郡富士河口湖町小立1550-1

2457 大木山旅館　　　　 南都留郡富士河口湖町船津281

2458 あかいし旅館 南都留郡富士河口湖町小立1186

2459 ちとせ荘 南都留郡山中湖村平野978

2460 （有）丸富観光物産 南都留郡富士河口湖町小立1334-1

2461 井出電気(株) 南都留郡富士河口湖町船津3812

2462 (株)丸久総業　　　　 富士吉田市上吉田１－６－３

2463 （株）梶原工業所 南都留郡富士河口湖町船津3036

2464 湖のホテル 南都留郡富士河口湖町浅川187

2465 鳴沢村農業協同組合 南都留郡鳴沢村711-4

2466 民宿　ハラマチロッヂ 南都留郡山中湖村平野116

2467 民宿　大富士荘 南都留郡山中湖村平野811-2

2468 民宿　かねふじ 南都留郡富士河口湖町小立1763

2469 （有）富士山みはらし 南都留郡富士河口湖町船津２０７１－１

2470 （有）明見緑化 富士吉田市大明見1-1-35

2471 グリーンロッヂ山中湖 南都留郡山中湖村平野2018

2472 堀内土建（株） 南都留郡富士河口湖町大石289

2473 （株）大森工務所 富士吉田市ときわ台1-4-5

2474 （有）オオハラ 富士吉田市下吉田5-31-19

2475 （株）渡辺組 南都留郡忍野村内野795

2476 （株）森嶋 富士吉田市下吉田4-10-22

2477 富士ドクタービレッジ管理（株） 南都留郡富士河口湖町富士ヶ嶺12-602

2478 （株）髙木 富士吉田市下吉田東１－２－１５

2479 渡辺工務店 南都留郡忍野村内野160

2480 山梨ヤクルト販売（株）富士吉田営業所　 富士吉田市旭2-9-20

2481 山口牧場 南都留郡富士河口湖町富士ヶ嶺1092

2482 （株）マルモ　吉田営業所 富士吉田市下吉田３－３３－３

2483 小林建設（株） 南都留郡忍野村内野471

2484 （有）魚吉会館 富士吉田市旭4-5-13

2485 長田建設（株） 南都留郡忍野村忍草168

2486 忍野高原ホテル 南都留郡忍野村忍草3102

2487 昭和建設（株） 富士吉田市上吉田東1-4-18

2488 忍野村役場 南都留郡忍野村忍草1514

2489 向山ロッヂ 南都留郡山中湖村平野222-2

2490 いすゞ自動車首都圏（株）　富士吉田支店 富士吉田市上吉田東2-4-7

2491 宮下設備工業（株） 富士吉田市上吉田東5-13-21



2492 マルシン石油（株） 南都留郡富士河口湖町船津6808

2493 富士吉田警察署 富士吉田市旭1-5-1

2494 小佐野工業（株） 富士吉田市下吉田７－３４－４５

2495 鳴沢村役場 南都留郡鳴沢村1575

2496 吉田瓦斯（株） 富士吉田市下吉田6-5-1

2497 （株）西山組 富士吉田市上吉田東7-29-19

2498 （株）山田硝子工業 富士吉田市上吉田東6-8-31

2499 （株）ＣＡＴＶ富士五湖　　　　 富士吉田市上吉田3477-2

2500 小泉機器工業（株）　富士吉田営業所 富士吉田市上吉田東3-1-65

2501 ファナック（株） 南都留郡忍野村忍草3580

2502 （株）小林 富士吉田市竜ヶ丘2-3-16

2503 陸上自衛隊 南都留郡忍野村忍草3093

2504 特別養護老人ホーム　富士山荘 南都留郡鳴沢村5061

2505 甲陽建機リース（株）富士吉田営業所 富士吉田市上吉田東3-4-55

2506 奥浦建設（株） 南都留郡忍野村内野199

2507 富士観光開発（株）　富士緑の休暇村 南都留郡鳴沢村8532-5

2508 富士観光開発（株）　富士レイクサイドカントリー倶楽部 南都留郡鳴沢村8545-6

2509 富士観光開発（株）　富士桜カントリー倶楽部 南都留郡富士河口湖町小立7187-4

2510 富士観光開発（株）　富士スバルランド・ドギーパーク 南都留郡富士河口湖町船津6663-1

2511 （株）ＨＡＭＡＹＯＵリゾート 南都留郡富士河口湖町西湖1023

2512 共同土木（株） 南都留郡富士河口湖町長浜1552-3

2513 吉野荘 南都留郡鳴沢村3360

2514 パイロット測量設計（株） 富士吉田市新西原2-26-1

2515 中央観光（株）ホテル鐘山苑 富士吉田市上吉田東9-1-18

2516 （有）山光工業 南都留郡富士河口湖町富士ヶ嶺615

2517 芙蓉建設（株） 富士吉田市下吉田５－１５－２９

2518 河口湖セント・ビレッヂ 南都留郡富士河口湖町船津1636-1

2519 クレイン農業協同組合富士豊茂支店 南都留郡富士河口湖町富士ケ嶺1219

2520 山梨県立富士北稜高等学校 富士吉田市新西原１－２３－１

2521 （有）ダスキン北富士 富士吉田市新西原3-18-2

2522 （有）渡辺自動車 南都留郡鳴沢村1815

2523 ともゑ旅館 南都留郡鳴沢村7619-17

2524 キヤノンアネルバ（株）　富士事業所 南都留郡鳴沢村8532-28

2525 （株）足和田ホテル 南都留郡富士河口湖町長浜395

2526 山梨トヨタ自動車（株）　富士吉田店 富士吉田市ときわ台2-7-21

2527 （株）正直堂　富士吉田支店 富士吉田市中曽根４－１０－３３

2528 （株）丸栄ホテル 南都留郡富士河口湖町小立498

2529 甲斐日産自動車（株）　富士吉田店 富士吉田市上吉田東1-13-1

2530 トヨタカローラ山梨（株）　吉田店 富士吉田市中曽根3-3-1

2531 （株）石倉工務店 南都留郡忍野村内野4757

2532 （株）宝督建設 富士吉田市上吉田東3-1-37

2533 （有）白銀荘 南都留郡山中湖村平野88

2534 （株）協和生コン 南都留郡富士河口湖町小立5425-1



2535 （有）湖南電工 南都留郡富士河口湖町小立２８２６－１

2536 ネッツトヨタ山梨（株）　富士吉田店 富士吉田市下吉田6－26－62

2537 （有）共和清掃社 富士吉田市小明見3-13-13

2538 山梨スズキ販売（株）  富士吉田営業所 南都留郡富士河口湖町船津4630

2539 山梨トヨペット（株）  河口湖店 南都留郡富士河口湖町船津4894-2

2540 （株）共和組 富士吉田市中曽根２－１－３２

2541 富士ハウス工業（株） 富士吉田市上吉田１－６－１８

2542 峰山荘 南都留郡富士河口湖町大石1256

2543 うのしま荘 南都留郡富士河口湖町勝山143

2544 小佐野商事 南都留郡富士河口湖町勝山1283

2545 北富士オリジン（株） 富士吉田市大明見1261

2546 ペンション　鉱泉閣 富士吉田市大明見3353

2547 ヤマイチスポーツ（株）フジヨシダヤマイチＳＣ 富士吉田市上暮地2-4-16

2548 （有）三喜　ニュースターホテル山中湖 南都留郡山中湖村平野2160

2549 杉本電機産業（株）富士吉田営業所 富士吉田市上吉田東3-12-38

2550 （株）シラス自工 富士吉田市下吉田9-27-29

2551 追坂観光（有）ホテル美富士園 南都留郡富士河口湖町浅川207

2552 山梨県立吉田高等学校 富士吉田市下吉田6-17-1

2553 東京飲料（株）富士吉田セールスセンター 富士吉田市富士見5-6-1

2554 （有）魚孝商店 富士吉田市上吉田東2-5-45

2555 （有）巴組 富士吉田市上暮地１－１８－１

2556 河口湖レイクサイドホテル 南都留郡富士河口湖町小立1226

2557 （学）新倉学園 富士吉田市浅間1-5-5

2558 （株）土手影建設 南都留郡忍野村内野696

2559 芙蓉実業（株） 富士吉田市上吉田東3-11-14

2560 （株）フジコン 富士吉田市新屋1558-3

2561 エレクトロジャパン(有) 南都留郡忍野村忍草2556-3

2562 シーイーエス富士電気(株) 富士吉田市上吉田東1-1-26

2563 有限会社　大森鐵筋興業 南都留郡忍野村忍草2911

2564 （株）一水工業 南都留郡富士河口湖町船津6601-1

2565 日本道路整美（株） 富士吉田市上吉田6-12-20

2566 金邦化成（株） 南都留郡富士河口湖町河口577-1

2567 （株）渡澄工業 富士吉田市富士見４－６－４３

2568 （株）富士山　旅館　熔岩温泉 南都留郡富士河口湖町船津5219

2569 大富工業（株） 富士吉田市小明見1-6-5

2570 （有）松山工業 富士吉田市松山1-5-8

2571 富士環境管理（株） 富士吉田市松山1445-1

2572 三浦化成工業（株） 南都留郡忍野村内野582

2573 （株）加取 南都留郡富士河口湖町船津７５１８

2574 民宿　松屋 南都留郡富士河口湖町西湖2226

2575 湯けむり富士の宿　大池ホテル 南都留郡富士河口湖町船津6713-103

2576 （有）コロコロ 南都留郡山中湖村平野685

2577 ニュー福寿荘 南都留郡山中湖村平野140



2578 （有）釜長 南都留郡忍野村内野402

2579 民宿　富士見園 南都留郡富士河口湖町船津1406

2580 （株）井上塗装 富士吉田市上吉田5397

2581 （株）明光輪業商会 富士吉田市小明見1-10-15

2582 ビレッヂ･サンレーク 南都留郡富士河口湖町船津6705-2

2583 旅館　ラフェスタ 南都留郡富士河口湖町船津6669

2584 （株）吉嶋商店 富士吉田市竜ヶ丘1-3-4

2585 旅館　外川荘 南都留郡富士河口湖町小立939

2586 柏和設備（株） 富士吉田市下吉田6-21-30

2587 忍開発興業（株） 南都留郡忍野村忍草1043

2588 リゾートトラスト（株）　エクシブ山中湖 南都留郡山中湖村平野562-12

2589 （株）宮下 富士吉田市上吉田2-1-11

2590 協栄エンジニアリング（株） 富士吉田市中曽根３－１０－８

2591 響造園土木（有） 富士吉田市上吉田5540-6

2592 日本郵便（株）　山中湖郵便局 南都留郡山中湖村山中446-3

2593 （有）長田燃料 南都留郡山中湖村平野762-5

2594 富士マリオットホテル山中湖 南都留郡山中湖村平野1256-1

2595 富士河口湖ふるさと振興財団 南都留郡富士河口湖町河口3170

2596 大国館 南都留郡山中湖村平野867

2597 富士吉田消防署 富士吉田市下吉田6-2-6

2598 協栄工業（株） 南都留郡富士河口湖町船津3776

2599 三和建設（株） 富士吉田市上吉田4-10-8

2600 河口湖有線テレビ放送（有） 南都留郡富士河口湖町船津3637

2601 セミナープラザ　ロイヤルフジ 南都留郡富士河口湖町船津3062-3

2602 民宿　静香荘 南都留郡山中湖村平野93

2603 平和荘 南都留郡山中湖村平野1875

2604 サンコー電気（株） 南都留郡忍野村内野200-1

2605 旅館　対山荘 南都留郡山中湖村平野437

2606 （株）シンカ東京 富士吉田市新西原4-5-8

2607 甲斐路荘 南都留郡山中湖村平野6

2608 （有）大黒家 南都留郡忍野村忍草882

2609 伊東商店（株） 南都留郡忍野村忍草2613-1

2610 山梨県立ふじざくら支援学校 南都留郡富士河口湖町船津6663-1

2611 富士屋ホテル（株）　ヴィラ本栖 南都留郡富士河口湖町本栖218-119

2612 （株）ジエス　山中湖営業所 南都留郡山中湖村平野562-12

2613 （株）三井金物店 富士吉田市中曽根2-4-70

2614 （有）三浦土木 南都留郡富士河口湖町船津1607-2

2615 日本郵便（株）　河口湖郵便局 南都留郡富士河口湖町船津3451

2616 （有）河口湖倶楽部 南都留郡富士河口湖町船津2065

2617 （有）平井製作所 富士吉田市上吉田東8-23-3

2618 ミッチーラブ 南都留郡山中湖村平野479-142

2619 ホシザキ東京（株）  富士吉田営業所 富士吉田市松山4-6-13

2620 冨士五湖エンジニアリング（株） 富士吉田市中曽根4-10-26



2621 菊水電子工業（株）　富士勝山事業所 南都留郡富士河口湖町勝山2805

2622 山梨県富士山科学研究所 富士吉田市上吉田5597-1

2623 富士・東部保健福祉事務所 富士吉田市上吉田1-2-5

2624 損害保険ジャパン（株） 南都留郡富士河口湖町船津3631-2　丸文ビル４Ｆ

2625 （株）小泉中部　富士吉田営業所　 富士吉田市新屋1-8-81

2626 マリア国際幼稚園 南都留郡富士河口湖町小立5699-2

2627 （有）吉田広告社 富士吉田市下吉田8-3-1

2628 富士吉田運転代行サービス 富士吉田市下吉田５－２２－３２

2629 ニコニコセイフティ運転代行 富士吉田市上吉田東1-16-43

2630 （株）タカムラ生コン（山中工場） 南都留郡山中湖村山中862-1

2631 タカムラ建設（株） 南都留郡山中湖村山中862-1

2632 社会福祉法人　欣寿会 富士吉田市松山1613

2633 （有）渡辺建設工業 南都留郡忍野村内野131

2634 （有）古屋モーター販売 富士吉田市上暮地2-3-8

2635 アカネ運転代行 富士吉田市新西原1-11-10

2636 富士クラシック 南都留郡富士河口湖町富士ヶ嶺2-2

2637 （有）オートボディキー 富士吉田市上暮地3-6-32

2638 （株）渡清興業 南都留郡忍野村内野126

2639 山梨赤十字病院 南都留郡富士河口湖町船津6663-1

2640 特別養護老人ホーム　寿荘 富士吉田市下吉田9-9-10

2641 グリーンヒル中道 南都留郡富士河口湖町小立4930-3

2642 富士吉田市地域福祉交流センター 富士吉田市上吉田東9-14-18

2643 （有）タカヤマ造園 南都留郡富士河口湖町河口1047

2644 （株）アトラス測量 南都留郡富士河口湖町小立3876

2645 （有）大星建設 南都留郡富士河口湖町小立2207-1

2646 中央三共有機（株） 南都留郡富士河口湖町富士ヶ嶺47-2

2647 小立ガーデン 南都留郡富士河口湖町船津５１５－１

2648 薬泉園 南都留郡山中湖村平野８６８

2649 夕映荘 南都留郡山中湖村平野３０６

2650 セコム山梨（株）吉田支社 富士吉田市緑ヶ丘2-7-10

2651 （株）アーク　富士吉田工場 富士吉田市向原2-12-8

2652 忍野村社会福祉協議会 南都留郡忍野村忍草1445-1

2653 （株）大熊土建 富士吉田市大明見2-12-5

2654 特別養護老人ホーム　慶和荘 富士吉田市上吉田字熊穴４５８４

2655 介護老人保健施設　山中湖あんずの森 南都留郡山中湖村山中１０６９－３

2656 東京コンピュータサービス（株） 南都留郡富士河口湖町船津２０９１－２

2657 リコージャパン（株）山梨支社富士吉田事業所 富士吉田市松山5-11-3

2658 社会福祉法人　ムーブ　 南都留郡富士河口湖町小立2487-4

2659 タマホーム（株）富士吉田営業所 富士吉田市上吉田東4-14-35

2660 富士山天然水合同会社 富士吉田市新屋１６４８

2661 富士・東部建設事務所　吉田支所 富士吉田市上吉田1-2-5

2662 ニチイケアセンター富士吉田 富士吉田市上吉田東7-17-22

2663 ホンダ自動車販売（株） 富士吉田市中曽根４－５－１５



2664 東京海上日動火災保険(株)　富士吉田支店 富士吉田市中曽根3-2-29

2665 山梨スバル自動車(株)　富士吉田店 南都留郡富士河口湖町船津6663-90

2666 三井住友海上火災保険（株） 富士吉田市中曽根1-4-29

2667 シチズン時計マニュファクチャリング（株）　河口湖富士工場 富士吉田市上吉田4453

2668 （有）ワタナベ建材土木 南都留郡山中湖村山中865-173

2669 フジプレミアムリゾート 南都留郡富士河口湖町小立7139-1

2670 ハートランド 南都留郡山中湖村平野１９３１

2671 浅間合成（株） 南都留郡富士河口湖町船津6081-1

2672 絆代行 南都留郡富士河口湖町河口1444-1

2673 （株）牧野フライス製作所　富士勝山事業所 南都留郡富士河口湖町勝山3560-1

2674 （有）長田土木 南都留郡山中湖村平野２２８５

2675 （株）エコー電器 南都留郡富士河口湖町小立５４２９

2676 （株）タケエイグリーンリサイクル　富士吉田支店 富士吉田市上吉田4838

2677 河口湖かかし運転代行 南都留郡富士河口湖町船津３６４６-１

2678 介護老人保健施設　白樺荘 富士吉田市新屋1552-3

2679 ＥＮＥＯＳグローブエナジー（株）富士吉田営業所 富士吉田市中曽根2-1-25

2680 東急建設(株)ファナック作業所 南都留郡忍野村忍草1045

2681 社会福祉法人　富士吉田市社会福祉協議会 富士吉田市下吉田4-2-15

2682 (株)長登屋 南都留郡富士河口湖町河口502

2683 （有）三枝舗装 南都留郡富士河口湖町船津4057

2684 前田道路(株)山梨営業所 南都留郡富士河口湖町船津2115

2685 小さき花幼稚園 富士吉田市上吉田3-5-7

2686 桑原重機（株） 富士吉田市上吉田東8-16-14

2687 （株）ツクイ　富士吉田営業所 富士吉田市上吉田東1-8-13

2688 ひかり代行 南都留郡富士河口湖町小立3715-8

2689 株式会社INDEXパイプライン河口湖支社 南都留郡富士河口湖町船津6663-49

2690 山中湖旭日丘温泉ホテル　清渓 南都留郡山中湖村平野506-296

2691 (有)分部組土木 富士吉田市上暮地3-6-14

2692 信和ビジネス（株） 富士吉田市上吉田東6-9-25

2693 倶楽部暖 南都留郡富士河口湖町船津7522

2694 山梨県立富士山世界遺産センター 南都留郡富士河口湖町船津6663-1

2695 （株）甲府キンダイサービス　富士吉田支店 富士吉田市松山5-10-2

2696 はやぶさ運転代行社 富士吉田市下吉田3-21-2

2697 （株）タケエイグリーンリサイクル　富士ヶ嶺事業所 南都留郡富士河口湖町富士ヶ嶺141-1

2698 トヨタモビリティパーツ(株)　東京・山梨統括支社　山梨支社　富士吉田営業所 富士吉田市新西原５－１－１

2699 （株）セイフコ　エコプラネット 富士吉田市上吉田4840-1

2700 富士急オートサービス（株）山梨工場 南都留郡富士河口湖町小立4823-1

2701 （株）三共　富士吉田営業所 富士吉田市大明見2-23-11

2702 富士急行（株） 富士吉田市新西原5-2-1

2703 （有）ショーエー工業 南都留郡鳴沢村4888-4

2704 (株)ファミリーオート 南都留郡富士河口湖町船津1339-1

2705 （株）富士急ビジネスサポート 富士吉田市新西原5-2-1

2706 （有）渡辺石材 南都留郡富士河口湖町船津2441-2



2707 （株）ジャパンネット　サービスイノべーショーン 南都留郡山中湖村山中1065-1

2708 （株）Argos 南都留郡山中湖村山中286－42

2709 一般社団法人　みどり 富士吉田市旭5-1-1

2710 新明電材（株）　富士吉田営業所 富士吉田市上吉田東2-1-81

2711 スターウイング運転代行 富士吉田市旭2-6-18

2712 （株）富士建設 南都留郡山中湖村山中1039-15

2713 ハーレー代行 富士吉田市松山5-2-26

2714 介護老人保健施設　はまなす 南都留郡富士河口湖町船津6901

2715 （株）山梨中央銀行　河口湖支店 南都留郡富士河口湖町船津3639-5

2716 （株）ライフドリンクカンパニー　富士工場 南都留郡山中湖村山中1099-170

2717 富士北麓訪問看護ステーション 富士吉田市上吉田東5-14-17

2718 認定こども園　ウブントゥ忍野の森 南都留郡忍野村内野3395－1

2719 ヒコ星運転代行 富士吉田市上吉田6-8-30

2720 滑川軽銅株式会社 富士吉田市上暮地5-13-1

2721 株式会社　松本工業 富士吉田市上暮地3-10-15

2722 三菱ふそうトラック・バス株式会社　甲信ふそう富士河口湖サービスセンター 南都留郡富士河口湖町船津1920-1

2723 中日本ﾊｲｳｪｲ･ﾒﾝﾃﾅﾝｽ中央株式会社　甲府事業所笛吹作業所河口湖分室 南巨摩郡富士河口湖町船津6663-20

2724 株式会社　奥村組 富士吉田市向原1-4

2725 太陽建機レンタル株式会社富士吉田支店 富士吉田市中曽根3-5-29

2726 （株）サンクレックス　都留技術センター 富士吉田市下吉田6-14-1  NTT東日本山梨支店富士吉田ビル３F

2727 （株）ＳＡＭＢＩオーナーズ 南都留郡山中湖村平野3707

2728 株式会社熱研メンテナンス 南都留郡富士河口湖町小立5451-3

2729 リフレックス株式会社 富士吉田市新倉2971

2730 中村創建株式会社 南都留郡富士河口湖町船津2223-4

2731 学校法人　国際環境福祉教育学院 南都留郡富士河口湖町小立5703

2732 株式会社　吉羽木材 南都留郡山中湖村山中300-68

2733 井出酒類販売株式会社 南都留郡富士河口湖町船津3837-1

2734 陸上自衛隊第４３３会計隊北富士派遣隊 南都留郡忍野村忍草3093

2735 株式会社　富士物産 南都留郡富士河口湖町勝山2833-1

2736 株式会社 ＲＥＦヤマモト 富士吉田市富士見6-17-15

2737 株式会社　大崎　富士第二営業所 南都留郡山中湖村山中1050

2738 鹿島道路株式会社　横浜支店　大月工事事務所 富士吉田市大明見2-8-33

2739 昇辰電気株式会社 南都留郡富士河口湖町小立3815

2740 渡辺工業株式会社 南都留郡富士河口湖町河口1349

2741 障害福祉サービス事業所スイートベリーＫＡＴＵＹＡＭＡ 南都留郡富士河口湖町勝山298

2742 健康科学大学クリニック 南都留郡富士河口湖町小立2487

2743 山梨木材市場株式会社 富士吉田市上吉田東5-12-41

2744 社会福祉法人　不二の里森福祉会 富士吉田市富士見4-11-16

2745 ワタミの宅食　山梨富士吉田営業所 南都留郡富士河口湖町船津4940-1

2746 株式会社はくばく富士吉田 富士吉田市新屋1660-1

2747 株式会社F-agent 富士吉田市中曽根3-2-43

2748 株式会社エー・ピー・エス 南都留郡富士河口湖町船津5672-1

2749 障害福祉サービス事業所　ありんこ 富士吉田市大明見1-13-28



2750 株式会社　アイ機 南都留郡富士河口湖町河口857-3

2751 富士河口湖町じん芥処理場 南都留郡富士河口湖町河口385

2752 富士河口湖町役場勝山出張所 南都留郡富士河口湖町船津1700

2753 富士観光開発（株）　ふじてんリゾート 南都留郡鳴沢村8545-1

2754 富士観光開発（株）　不動産部 南都留郡鳴沢村8545-137

2755 株式会社　蒼天 南都留郡山中湖村山中1099-116

2756 山梨信用金庫富士吉田支店 富士吉田市下吉田5-15-25

2757 株式会社クリエイトコーポレーション 富士吉田市上吉田4841-2

2758 富士河口湖町立船津保育所 南都留郡富士河口湖町船津6760-1

2759 デイサービスセンターなの花 富士吉田市上吉田東5-12-12

2760 ホンダ自動車販売株式会社 富士吉田市中曽根4-5-15

2761 中央労働金庫富士吉田支店 富士吉田市上吉田東3-1-77

2762 西松建設株式会社富士赤坂出張所 富士吉田市松山2-7-14

2763 株式会社ルフラン 南都留郡富士河口湖町船津890

2764 ハイランドリゾート株式会社 富士吉田市新西原5-6-1

2765 守屋商会有限会社 富士吉田市上吉田2-2-2

2766 株式会社マシナリー 富士吉田市下吉田東1-24-5

2767 株式会社　アエラオフィス 富士吉田市上吉田東3-1-68

2768 ドコモショップ富士吉田店 富士吉田市上吉田東6-2-8

2769 ふじ企画株式会社 南都留郡山中湖村平野506-704

2770 株式会社マルヒ自動車整備工場 富士吉田市上吉田東2-1-40

2771 デイサービス福寿草 南都留郡富士河口湖町小立4012-1

2772 デイサービスうらら 富士吉田市ときわ台1-1-26

2773 株式会社タキ鉄筋興業 南都留郡富士河口湖町船津6553-1

2774 有限会社　松島屋 富士吉田市下吉田3-33-13

2775 都留信用組合　明見・大明見支店 富士吉田市小明見1-7-8

2776 都留信用組合　河口期支店 南都留郡富士河口湖町船津1376-1

2777 都留信用組合　本店営業部 富士吉田市下吉田2-19-11

2778 都留信用組合　事務センター 富士吉田市上吉田東3-1-80

2779 都留信用組合　小立支店 南都留郡富士河口湖町小立8006-1

2780 鳴沢ゴルフ倶楽部 南都留郡鳴沢村5224

2781 仲精機株式会社　富士工場 南都留郡鳴沢村5629-1

2782 宗教法人　不二阿祖山太神宮 富士吉田市小明見5-5-18

2783 星のや　富士 南都留郡富士河口湖町大石1408

2784 羽田精密株式会社 富士吉田市上吉田東9-17-1

2785 株式会社　河口湖オルゴールの森 南都留郡富士河口湖町河口3077-20

2786 株式会社　エスエスワイ 富士吉田市上吉田東1-4-56

2787 有限会社　河静クリーンサービス 富士吉田市下吉田1-13-19

2788 株式会社　さくらメディカルケア 富士吉田市下吉田4-21-50

2789 富士山麓電気鉄道株式会社　鉄道技術所 富士吉田市松山4-6-39

2790 天野組土建（株） 都留市大幡1906

2791 （有）岩下産業 都留市法能465

2792 (株)ＮＢＣメッシュテック山梨都留工場 都留市井倉757



2793 奥秋建設(株) 都留市大幡1906

2794 割烹　ふるや 都留市中央3-1-15

2795 （株）マエダ製材所 南都留郡西桂町小沼892

2796 環境管理開発（株） 都留市四日市場23-1

2797 （有）亀田重機建材 都留市玉川193

2798 鹿留興建（株） 都留市鹿留1195

2799 山光荘 南都留郡道志村12050

2800 （株）佐藤工業所 南都留郡道志村8209

2801 （株）サンモト 都留市下谷3-7-26

2802 佐藤工務所 都留市鹿留2048

2803 社会福祉法人　境保育園 都留市境129

2804 山英建設（株） 都留市法能2504

2805 （株）志村工務所 都留市桂町943

2806 （学）青藍幼稚園 都留市上谷3-6-30

2807 タナカ興建（株） 都留市鹿留500-1

2808 大信建設（株） 都留市小野370

2809 （株）ミツワ精機製作所 都留市大幡1185

2810 都留自動車教習所 都留市法能2493

2811 富士・東部地域県民センター 都留市田原2-13-43

2812 大月警察署都留分庁舎 都留市下谷3-2-18

2813 公立大学法人　都留文科大学 都留市田原3-8-1

2814 都留市役所 都留市上谷1-1-1

2815 日伸総建(株) 都留市つる4-3-3

2816 志村工業（株） 南都留郡道志村7329

2817 （学）ひまわり幼稚園 都留市つる2-3-23

2818 鹿留ドライブイン 都留市桂町1051

2819 （有）堀口商店 都留市十日市場1557

2820 （株）丸大産業 都留市井倉694

2821 渡建工業（株） 南都留郡道志村9650

2822 （株）小林工務店　 都留市田野倉838

2823 （一財）関東電気保安協会　山梨事業本部　都留事業所　 都留市田原1-4-2

2824 小沢運送（有） 都留市田野倉1499-4

2825 富岳物産（株） 都留市小形山15-6

2826 （有）ヤマグチ 都留市夏狩1620-2

2827 都留カントリー倶楽部 都留市法能1452

2828 中央都留カントリー倶楽部 都留市大幡舟井沢3036

2829 都留市消防本部 都留市上谷2-2-9

2830 クレイン農業協同組合　本店 都留市田原1-2-3

2831 道志村役場 南都留郡道志村6181-1

2832 （有）新宝商事 都留市金井53

2833 （株）ふじでん　都留営業所 都留市田野倉1199-2

2834 （株）前田製作所　富士吉田営業所 都留市桂町1177-4

2835 （株）槙田商店 南都留郡西桂町小沼1717



2836 民宿　松葉荘 南都留郡道志村12444

2837 山一　yamaichi 都留市上谷3-3-17

2838 谷内建設（株） 都留市盛里20

2839 コニカミノルタメカトロニクス（株） 都留市小野226

2840 西桂町役場 南都留郡西桂町小沼1501-1

2841 （株）平井鉄骨 都留市小形山594

2842 (有)岡山建材 都留市大幡2026-1

2843 （株）山梨中央銀行　都留支店 都留市中央2-2-15

2844 フジプレコン（株） 都留市田野倉18

2845 （株）ベネック山梨事業所 都留市井倉527-1

2846 大建総業（株）　 都留市朝日曽雌157-1

2847 東陽保育園 都留市古川渡655

2848 （有）渡辺工務所 南都留郡道志村9734

2849 （有）牛田土木建設 都留市玉川220

2850 山梨県農業共済組合　富士支所 都留市つる5-2-21

2851 （株）富士薬品　富士吉田営業所 都留市古川渡661-2

2852 （株）ＯＭＴ 都留市下谷3-2-3

2853 （株）コメット 都留市つる5-7-32

2854 文化シャッター山梨販売（株） 都留市つる5-3-39

2855 （株）丸昇建設 都留市鹿留621

2856 （株）アピオプラザ都留 都留市田野倉1290

2857 （株）ユーシン 都留市玉川632-1

2858 （有）佐藤商店 都留市桂町1173-8

2859 株式会社　大月木材センター 都留市田野倉308

2860 （有）上田屋商会　都留営業所 都留市鹿留1225

2861 （株）中村酒販 都留市厚原1010-1

2862 （株）日向 都留市朝日馬場224

2863 西関東機材(株)　都留営業所 都留市四日市場1068-1

2864 （株）プログレス 都留市小野260

2865 堀内電気（株） 都留市上谷2-3-9

2866 横浜市水道局　水源林管理所 南都留郡道志村9020

2867 八宏産業（株） 都留市法能2504

2868 大月ガーデンゴルフクラブ 都留市朝日馬場1407

2869 （株）鈴木工務店 都留市井倉430

2870 （株）ミツウロコヴェッセル山梨都留店 南都留郡西桂町小沼194

2871 東電タウンプランニング（株）　都留支社 都留市中央2-6-25

2872 大幡建設（有） 都留市大幡3425

2873 はなぎく 南都留郡西桂町倉見877-14

2874 第一石産運輸（株） 都留市四日市場1212

2875 （株）アサンテ　都留営業所 都留市上谷1547-1メゾンM1F

2876 佐川急便（株）　都留営業所 都留市大幡4829

2877 都留市保健福祉センター　いきいきプラザ都留 都留市下谷2516-1

2878 社会福祉法人　芳寿会 都留市境36



2879 （株）タカムラ生コン　都留工場 都留市境1514-1

2880 ホテル　スターらんど 都留市下谷2450-1

2881 生活協同組合ユーコープ　都留配送所 都留市与縄596-3

2882 障がい者支援施設　宝山寮 都留市大幡5118

2883 泰安温泉 都留市上谷4-3-7

2884 東海旅客鉄道（株）　山梨実験センター 都留市小形山271-2

2885 ミライフ（株）都留店 都留市田原2－12－32

2886 日本郵便（株） 都留郵便局 都留市下谷3-2-1

2887 長生保育園 都留市下谷2954-3

2888 富士・東部林務環境事務所 都留市田原2-13-43

2889 山梨県富士・東部農務事務所 都留市田原2-13-43

2890 都留市立病院　 都留市つる5丁目１－５５

2891 都留市保健福祉センター 都留市下谷2516-1

2892 東海交通機械(株)　山梨支店 都留市田野倉1061-1

2893 （株）ヒロシ 都留市四日市場２５６

2894 (有)奈良組 都留市鹿留８００

2895 都留児童相談所 都留市田原3-5-24

2896 名工建設(株) 都留市下谷3-7-23

2897 （有）宝観光 都留市大幡４７８８－４

2898 古本買取通販ドットコム（株） 都留市法能659－4

2899 奥秋織物（株） 都留市中津森１９７

2900 ミッシェル 都留市法能７７９－７

2901 （有）ファミリーケアサービス 都留市つる５－４－２９

2902 都留市立学校給食センター 都留市夏狩５５９－１１

2903 （株）トラストコーポレーション 都留市四日市場６３０－７

2904 （株）佐藤ダンボール 都留市鹿留1044

2905 ツクイ都留中津森 都留市中津森1033－2

2906 鈴木工業 都留市下谷４－４－６

2907 (有)富士光鉄筋興業 都留市大幡4615-3

2908 (有)小林仏壇 都留市法能1013-1

2909 山梨県立都留興譲館高等学校 都留市上谷5-7-1

2910 (株)ケイ・ビイ・ワイ 都留市玉川642

2911 ジャノメダイカスト（株） 都留市井倉沢戸775

2912 トヨタエルアンドエフ山梨（株）　都留営業所 南都留郡西桂町小沼131

2913 社会福祉法人　あすなろの会 都留市井倉250

2914 天野工業（株） 大月市笹子町黒野田1175-1

2915 石井工業（株） 大月市笹子町吉久保581

2916 大月市消防本部 大月市大月町花咲1608-19

2917 （株）大月自動車学校 大月市賑岡町畑倉1955

2918 大月市役所 大月市大月2-6-20

2919 （株）高速保全　大月事業所 大月市大月町花咲422

2920 （株）桑原組 大月市猿橋町猿橋1384

2921 小林工業（株） 大月市初狩町中初狩883-1



2922 東日本旅客鉄道（株）　八王子支社　大月保線技術センター 大月市大月1-1-2

2923 山梨県警察本部交通部　高速道路交通警察隊　大月分駐隊 大月市大月町花咲223

2924 笹一酒造（株） 大月市笹子町吉久保26

2925 澤田屋建設（株） 大月市駒橋2-6-23

2926 三栄工業（株） 大月市富浜町鳥沢1845

2927 （株）龍美建設 大月市賑岡町奥山1043

2928 中央産業（株） 大月市富浜町鳥沢3458

2929 東京電力パワーグリッド（株）　大月支社　駒橋制御所 大月市賑岡町強瀬1101-2

2930 （学）鳥沢幼稚園 大月市富浜町鳥沢6850

2931 日本道路建装（株） 大月市笹子町黒野田667-1

2932 （有）小林石材加工店 大月市初狩町下初狩880-5

2933 朝日電気工事（有） 大月市初狩町下初狩470－2

2934 甲州砕石（株）　初狩鉱業所 大月市初狩町下初狩151

2935 石野建設工業（株） 大月市猿橋町猿橋577-1

2936 真木温泉 大月市大月町真木5353

2937 大月税務署 大月市御太刀2-8-10

2938 東京電力パワーグリッド（株）　大月支社 大月市御太刀2-2-14

2939 金の森山荘 大月市大月町真木6188

2940 大月警察署 大月市大月町真木197-3

2941 中日本高速道路（株）　八王子支社　大月保全･サービスセンター 大月市大月町花咲223

2942 （株）タカムラ生コン　大月工場 大月市猿橋町殿上369-1

2943 （株）和田電業社 大月市猿橋町伊良原133

2944 （株）八千代建設 都留市田野倉69-1

2945 （株）大月カントリークラブ 大月市富浜町鳥沢7084

2946 甲陽産業（株） 大月市七保町葛野858

2947 日本郵便(株)上野原郵便局　大月集配センター 大月市御太刀1-13-1

2948 （学）大月キリスト教学園 大月市駒橋1-9-14

2949 （有）大月自動車 大月市駒橋1-8-2

2950 （株）ソウマ工業 大月市大月町花咲1440-6

2951 東鉄工業（株）　大月出張所 大月市笹子町黒野田1300

2952 三協オイルレス工業（株）　大月工場 大月市富浜町宮谷1500

2953 山陽精工（株） 大月市猿橋町小沢1435

2954 富士・東部建設事務所 大月市大月町花咲1608-3

2955 （有）大都留清掃社 大月市大月町花咲1137-10

2956 共立建設（株） 大月市初狩町下初狩1396-1

2957 (株)ケーブルネットワーク大月ＣＡＴＶ局 大月市大月町花咲1553-2

2958 大月都留広域事務組合 大月市初狩町中初狩3274

2959 大月富士見苑 大月市大月町真木4660

2960 （株）まもかーる　ときめきランチ 大月市大月町花咲1378

2961 デイサービスセンター　やまゆり　 大月市富浜町宮谷1518-1

2962 （株）山梨中央銀行　大月支店 大月市大月1-6-8

2963 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京(株)大月道路事務所 大月市大月町花咲223

2964 中日本施設管理（株）大月工事事業所 大月市大月町真木1-3



2965 中日本ハイウェイ・メンテナンス中央（株）　大月事業所 大月市大月町花咲223

2966 デイサービスセンター　シニア 大月市初狩町下初狩４１４６番地１０

2967 東日本旅客鉄道（株）　八王子支社　八王子電力技術センター　大月メンテナンスセンター 大月市御太刀2-3-26

2968 スズラン運転代行 大月市賑岡町浅利1186-7

2969 山梨県立都留高等学校 大月市大月2-11-20

2970 （株）テック・エンジニア 大月市大月町花咲1677-12

2971 中日本施設管理（株）大月事業所 大月市大月町花咲223　中日本高速道路（株）大月保全ｾﾝﾀｰ内

2972 生活協同組合　パルシステム山梨 南都留郡西桂町小沼869-1

2973 ツクイ都留四日市場 都留市四日市場1052-2

2974 大輪代行 都留市大原159-1

2975 (株)全日警　東京中央支社　山梨営業所 大月市御太刀２－８－８

2976 東日本電気エンジニアリング（株）大月SC 大月市大月1-1-2

2977 富士交流サービス協同組合 大月市駒橋1-6-16

2978 （福）真正会　デイサービスいろは 都留市小野632-1

2979 （株）サイトウ 都留市鹿留1800-2

2980 （株）シンコーハイウェイサービス　大月営業所 大月市大月町真木1863-1

2981 東京電力リニューアブルパワー（株）駒橋事業所 大月市賑岡町強瀬1101-2

2982 （株）李候実業 都留市下谷4-2-42

2983 綜合警備保障(株)山梨支社大月都留営業所 都留市法能780-3

2984 つる代行 都留市法能662-3

2985 新生テクノス（株）　中央支店　山梨営業所 大月市御太刀2-1-5　小宮ビル

2986 山の都福祉会　サンコート大月 大月市賑岡町浅利1108-1

2987 ツル虎ノ門外科・リハビリテーション病院 都留市四日市場188

2988 中日本ハイウェイ・パトロール東京（株）　大月基地 大月市大月町花咲223

2989 （有）ツル重機 都留市境595

2990 （公社）山梨県看護協会　つる訪問看護ステーション 都留市上谷2-1-15　新町別館Ｂ棟

2991 （株）Ｙ・Ｍ・Ｓ・Ｇ 都留市上谷6-12-35

2992 障害者支援施設　もえぎ寮 大月市富浜町宮谷1510-3

2993 太陽建機レンタル株式会社　大月支店 大月市大月町花咲547-6

2994 日本瓦斯株式会社　大月営業所 大月市猿橋町桂台1-106-1

2995 西桂町三ツ峠グリーンセンター 南都留郡西桂町小沼2327

2996 デイサービスいきがい 大月市猿橋町桂台1-100-1

2997 真木保育園 大月市大月町真木2053

2998 ネッツトヨタ山梨株式会社　都留店 都留市田野倉458

2999 西桂地域福祉事業所　ばいかも 南都留郡西桂町下暮地915-7

3000 クレイン農業協同組合　大月支店 大月市初狩町下初狩735-6

3001 有限会社　大月衛生社 大月市富浜町宮谷311-1

3002 東部地域広域水道企業団 大月市七保町下和田415

3003 社会福祉法人　大月市社会福祉協議会 大月市大月町花咲10

3004 クレイン農業協同組合　猿橋支店 大月市猿橋町猿橋27

3005 株式会社竹中土木　中央道大月～都留耐震補強作業所 都留市古川渡455-1

3006 株式会社　渡兼 南都留郡西桂町小沼204

3007 有限会社　大栄 大月市七保町葛野2013-2



3008 NPO法人天使のおもちゃ図書館はばたき 都留市桂町1142-1

3009 ワタミの宅食　山梨都留大月営業所 都留市田野倉1517-1

3010 医療法人社団浩央会　デイケアわかば 都留市十日市場958-1

3011 山梨トヨタ自動車株式会社　都留店 都留市田野倉457

3012 株式会社アスカインデックス　都留テクニカルセンター 都留市上谷1495

3013 株式会社アジア共同設計コンサルタント 大月市大月町花咲223

3014 有限会社　山口林業 都留市鹿留1340

3015 都留信用組合　大月・猿橋支店 大月市御太刀1-7-3

3016 大和リース株式会社　山梨都留デポ 都留市井倉775-4

3017 都留線リニア増強工事（１工区）　サンテック現場事務所 大月市笹子町黒野田石小屋691-1

3018 エクシオグループ株式会社　大月技術センター 大月市駒橋1-3-1　ＮＴＴビル１Ｆ

3019 西関東興業株式会社　上野原自動車教習所 上野原市上野原120

3020 上野原市役所 上野原市上野原3832

3021 日本郵便(株)　上野原郵便局 上野原市上野原1070

3022 （株）エノモト 上野原市上野原８１５４－１９

3023 （株）角屋ハウジング 上野原市上野原２６

3024 クレイン農業協同組合　上野原支店 上野原市上野原3662

3025 小菅開発（株） 北都留郡小菅村1319

3026 小菅村役場 北都留郡小菅村4698

3027 丹波山村役場 北都留郡丹波山村890

3028 （株）田村組 上野原市上野原7546

3029 大嶺興業（株） 北都留郡小菅村4697

3030 （株）サワ 上野原市上野原8154-34

3031 橋本土建工業（株） 上野原市西原1003

3032 （株）キャニー　談合坂レストラン 上野原市大野4943

3033 （株）丸一土建 北都留郡小菅村5151

3034 ミヤ通信工業（株） 上野原市上野原8154-36

3035 （株）光電製作所 上野原市上野原5278

3036 (公財)三生会　三生会病院 上野原市上野原1185

3037 （株）サンメンバーズカントリークラブ 上野原市犬目525

3038 （株）角屋物産 上野原市上野原3037-1

3039 三共建設（株） 北都留郡丹波山村811-2

3040 上野原市消防署 上野原市松留514-8

3041 学校法人　上野原学園 上野原市上野原1460

3042 島田幼稚園 上野原市鶴島1968-2

3043 日本蓄電器工業（株） 上野原市上野原1811

3044 上野原警察署 上野原市上野原3819

3045 石井建設（株） 上野原市棡原63

3046 （株）上野原給食センター 上野原市鶴島1937

3047 市川リース（株） 上野原市鶴川1409

3048 北都留森林組合 上野原市上野原5273-2

3049 梶原組（株） 上野原市大野4115



3050 井口建設（株） 上野原市八ッ沢714-7

3051 （株）富田 上野原市上野原3261

3052 （株）上野原カントリークラブ 上野原市上野原6887

3053 清水建設 上野原市棡原2195

3054 （株）公正屋 上野原市新田８７３－１０

3055 （株）レイク相模カントリークラブ 上野原市棡原5000

3056 （株）和智組 上野原市野田尻604

3057 （株）オリムピックカントリークラブ 上野原市野田尻3085

3058 （学）帝京科学大学 上野原市八ツ沢2525

3059 三頭山荘 上野原市西原5067

3060 （株）守屋材木店 上野原市芦垣1110

3061 （有）古屋建設 上野原市上野原4442

3062 （株）市村製作所 上野原市八ツ沢158-2

3063 （株）秋山電気 上野原市上野原555

3064 （株）髙橋建設 上野原市上野原5963-2

3065 （有）協栄電気 上野原市上野原627

3066 （株）トリケミカル研究所 上野原市上野原8154-217

3067 日本大学明誠高等学校 上野原市上野原3200

3068 （学）上野原羽佐間幼稚園 上野原市上野原3769

3069 山梨県立上野原高等学校 上野原市八ッ沢555

3070 （有）杉田建材工業 北都留郡小菅村1464

3071 （株）プリモ 上野原市八ツ沢689

3072 石垣エンジニアリング（株） 上野原市犬目1003

3073 （株）山梨中央銀行　上野原支店 上野原市上野原3523

3074 （株）土屋製作所 上野原市大野3637

3075 あい里 上野原市コモアしおつ1-41-1

3076 フェリーチェ上野原 上野原市大椚６１１

3077 秋山建設（株） 上野原市秋山２３９９

3078 （株）小俣工務所 上野原市秋山７１８０

3079 成勇建設（株） 上野原市秋山９０３６

3080 秋山ゴム工業（株） 上野原市秋山７５００

3081 桜ヒルズゴルフクラブ 上野原市秋山６２７５

3082 （有）河内総合建設 上野原市秋山４８９０－１

3083 （医）恵風会　みのりの里　介護老人保健施設　旭ヶ丘 上野原市上野原7806

3084 にんじんホーム・上野原 上野原市上野原522

3085 （有）坂本鉄工 上野原市上野原８１５４－３１

3086 （株）廣澤精機製作所　上野原工場 上野原市八ツ沢２１９３－１

3087 秋山温泉 上野原市秋山２２１０

3088 社会福祉法人　上野原市社会福祉協議会 上野原市上野原3163

3089 （有）キノシタ 上野原市棡原７３５６

3090 公益社団法人　地域医療振興協会　上野原市立病院 上野原市上野原3504-3

3091 （株）スポーツプラザ報徳 上野原市新田227-2



3092 三ッ輪産業(株)上野原営業所 上野原市上野原2068

3093 メイプルポイントゴルフクラブ 上野原市鶴島3600

3094 特定非営利活動法人　小さな村総合研究所 北都留郡丹波山村966

3095 ＨＯＹＡ　Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ（株）　上野原工場 上野原市八ツ沢2193-117

3096 プリントネット(株)　東京西第一工場 上野原市八ツ沢2286-13

3097 やすらぎ荘上野原 上野原市上野原3446

3098 有限会社　昭和電子 上野原市コモアしおつ3-25-7

3099 噂の車 上野原市上野原２８９７番地　相馬アパート２０１

3100 あいらーく鶴川宿 上野原市鶴川89

3101 名工建設・鹿島建設共同企業体 上野原市秋山759-1

3102 丸十運送株式会社 上野原市八ツ沢2193-252

3103 ＪＡクレインセレモニーホール 上野原市上野原3662

3104 医療法人社団Ｆｉｒｓｔ　Ｒｅｍｅｄｙ 上野原市上野原1663

3105 イワタニ山梨株式会社　上野原営業所 上野原市上野原1598

3106 ＳＭＣシビルテクノス・日本橋梁特定建設工事建設共同企業体 上野原市上野原1031-2

3107 有限会社　万年屋 上野原市上野原3237

3108 都留信用組合　上野原支店 上野原市上野原2008-3

3109 株式会社　不二商会　山梨営業所 上野原市上野原3542

3110 社会福祉法人　小菅村社会福祉協議会 北都留郡小菅村1464


