
〇 やまなしＳＤＧｓ推進企業（第１期）一覧

（５０音順）

事業者名 市町村 業種 重点的に取り組む１７のゴール

アイエス企画株式会社 甲府市 金融業・保険業 ３ すべての人に健康と福祉を／11 住み続けられるまちづくりを

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 山梨支店 甲府市 金融業・保険業 11 住み続けられるまちづくりを／13 気候変動に具体的な対策を

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 金融業・保険業 ３ すべての人に健康と福祉を／８ 働きがいも経済成⻑も

株式会社相川プレス工業 北杜市 製造業（非食品） ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに／８ 働きがいも経済成⻑も

株式会社アイディライト 山梨市 金融業・保険業 ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに

秋山土建株式会社 富士吉田市 建設業 ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに／８ 働きがいも経済成⻑も

有限会社アサヒリスクガード 甲府市 金融業・保険業 ８ 働きがいも経済成⻑も／11 住み続けられるまちづくりを

株式会社芦沢組土木 笛吹市 建設業 11 住み続けられるまちづくりを／12 つくる責任つかう責任

株式会社足和田ホテル 富士河口湖町 宿泊業 ８ 働きがいも経済成⻑も／10 人や国の不平等をなくそう

株式会社アドヴォネクスト 中央市 製造業（非食品） 11 住み続けられるまちづくりを／17 パートナーシップで目標を達成しよう

アドバンステクノロジー株式会社 甲府市 情報通信業 13 気候変動に具体的な対策を／17 パートナーシップで目標を達成しよう

株式会社アトラス測量 富士河口湖町 サービス業（他に分類されないもの） ８ 働きがいも経済成⻑も／11 住み続けられるまちづくりを

株式会社アミューズ 富士河口湖町 生活産業サービス業、娯楽業 ３ すべての人に健康と福祉を／10 人や国の不平等をなくそう

雨宮工業株式会社 甲府市 建設業 ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに／11 住み続けられるまちづくりを

新巻葡萄酒株式会社 笛吹市 製造業（食品） ９ 産業と技術革新の基礎をつくろう／13 気候変動に具体的な対策を

株式会社有泉保険事務所 甲府市 金融業・保険業 １ 貧困をなくそう／11 住み続けられるまちづくりを

株式会社アルプス 昭和町 卸売業、小売業 ８ 働きがいも経済成⻑も／12 つくる責任つかう責任

株式会社石和セントラル 笛吹市 宿泊業 ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに／８ 働きがいも経済成⻑も

株式会社市村製作所 上野原市 製造業（非食品） ８ 働きがいも経済成⻑も／16 平和と公正をすべての人に

井上鋼材株式会社 甲府市 製造業（非食品） ８ 働きがいも経済成⻑も／13 気候変動に具体的な対策を

株式会社いのまた 甲斐市 電気・ガス・熱供給・水道業 ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに／11 住み続けられるまちづくりを

囲炉裏のおうち宿「したんどう」 早川町 宿泊業 11 住み続けられるまちづくりを／15 陸の豊かさも守ろう

岩井プレス株式会社 大月市 製造業（非食品） ８ 働きがいも経済成⻑も／９ 産業と技術革新の基礎をつくろう

有限会社印刷エトリ 都留市 製造業（非食品） 12 つくる責任つかう責任／14 海の豊かさを守ろう

ウッドストックカントリークラブ 笛吹市 生活産業サービス業、娯楽業 ３ すべての人に健康と福祉を／７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに

英雅堂グループ 笛吹市 サービス業（他に分類されないもの） 11 住み続けられるまちづくりを／12 つくる責任つかう責任

株式会社EIGHT BRIDGE 甲州市 卸売業、小売業 ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに／９ 産業と技術革新の基礎をつくろう

有限会社エー・アイ・エーブラスト 富士川町 製造業（非食品） ８ 働きがいも経済成⻑も／12 つくる責任つかう責任

エクシオグループ株式会社 甲信支店 甲府市 建設業 ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに／８ 働きがいも経済成⻑も

エコワークス株式会社 甲府市 建設業 ３ すべての人に健康と福祉を／11 住み続けられるまちづくりを

特定非営利活動法人SDGsネットワークやまなし 甲州市 サービス業（他に分類されないもの） ４ 質の高い教育をみんなに／17 パートナーシップで目標を達成しよう

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 甲府営業所 甲府市 情報通信業 ８ 働きがいも経済成⻑も／11 住み続けられるまちづくりを

株式会社エノモト 上野原市 製造業（非食品） ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに／11 住み続けられるまちづくりを

株式会社Ｆ−ａｇｅｎｔ 富士吉田市 金融業・保険業 ８ 働きがいも経済成⻑も／11 住み続けられるまちづくりを

株式会社えべし 中央市 農業 ８ 働きがいも経済成⻑も／11 住み続けられるまちづくりを

ＭＳ関東甲信越株式会社 山梨統括甲府支店 甲府市 金融業・保険業 ３ すべての人に健康と福祉を／11 住み続けられるまちづくりを

  登録日：令和４年１２月１日
  申請受付期間：令和４年９月８日〜１０月３１日



MSP株式会社 上野原市 製造業（非食品） ８ 働きがいも経済成⻑も／12 つくる責任つかう責任

エルテックサービス株式会社 笛吹市 サービス業（他に分類されないもの） ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに／11 住み続けられるまちづくりを

株式会社オー・エス・ケー 甲斐市 サービス業（他に分類されないもの） ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに／12 つくる責任つかう責任

株式会社ＯＺＫ 甲斐市 建設業 ５ ジェンダー平等を実現しよう／13 気候変動に具体的な対策を

株式会社太滝 甲府市 製造業（非食品） ５ ジェンダー平等を実現しよう／８ 働きがいも経済成⻑も

株式会社大浩 山梨韮崎事業所 韮崎市 製造業（非食品） ８ 働きがいも経済成⻑も／10 人や国の不平等をなくそう

社会福祉法人奥湯村福祉会 甲府市 医療、福祉 ３ すべての人に健康と福祉を／８ 働きがいも経済成⻑も

株式会社小野石材店 笛吹市 卸売業、小売業 ８ 働きがいも経済成⻑も／12 つくる責任つかう責任

オリエンタル産業株式会社 甲府市 製造業（非食品） ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに／10 人や国の不平等をなくそう

甲斐路フルーツしずめ園 笛吹市 農業 13 気候変動に具体的な対策を／15 陸の豊かさも守ろう

甲斐ゼミナール 甲府市 教育、学習支援業 ４ 質の高い教育をみんなに／８ 働きがいも経済成⻑も

株式会社甲斐ヒルズカントリー倶楽部 甲斐市 生活産業サービス業、娯楽業 ３ すべての人に健康と福祉を／７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに

株式会社Katerial 甲斐市 卸売業、小売業 ５ ジェンダー平等を実現しよう／12 つくる責任つかう責任

株式会社カナマル 北杜市 電気・ガス・熱供給・水道業 ８ 働きがいも経済成⻑も／12 つくる責任つかう責任

株式会社上組 笛吹市 建設業 ９ 産業と技術革新の基礎をつくろう／11 住み続けられるまちづくりを

川上建設株式会社 富士吉田市 建設業 ２ 飢餓をゼロに／11 住み続けられるまちづくりを

河口湖音楽と森の美術館 富士河口湖町 サービス業（他に分類されないもの） ８ 働きがいも経済成⻑も／12 つくる責任つかう責任

株式会社Cantina Hiro 山梨市 製造業（食品） 13 気候変動に具体的な対策を

株式会社GEEKSTILL 甲州市 製造業（食品） ８ 働きがいも経済成⻑も／12 つくる責任つかう責任

株式会社吉字屋本店 甲府市 卸売業、小売業 ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに／11 住み続けられるまちづくりを

株式会社キッツ ⻑坂工場 北杜市 製造業（非食品） ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに／13 気候変動に具体的な対策を

株式会社キャリアポケット 昭和町 サービス業（他に分類されないもの） ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに／８ 働きがいも経済成⻑も

共信冷熱株式会社 甲府市 建設業 11 住み続けられるまちづくりを／12 つくる責任つかう責任

協和産業株式会社 甲府市 建設業 ５ ジェンダー平等を実現しよう／11 住み続けられるまちづくりを

株式会社清里丘の公園 北杜市 飲食サービス業 12 つくる責任つかう責任／13 気候変動に具体的な対策を

近畿日本ツーリスト株式会社 甲府支店 甲府市 サービス業（他に分類されないもの） ４ 質の高い教育をみんなに／11 住み続けられるまちづくりを

株式会社クア・アンド・ホテル 甲府市 宿泊業 ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに／11 住み続けられるまちづくりを

株式会社クスリのサンロード 甲府市 卸売業、小売業 ３ すべての人に健康と福祉を／17 パートナーシップで目標を達成しよう

株式会社クリーニング志村 甲府市 生活産業サービス業、娯楽業 ８ 働きがいも経済成⻑も／13 気候変動に具体的な対策を

CRAir CO2株式会社 甲府市 製造業（非食品） ６ 安全な水とトイレを世界中に／14 海の豊かさを守ろう

株式会社桑原組 大月市 建設業 ８ 働きがいも経済成⻑も／11 住み続けられるまちづくりを

燻製屋響 南アルプス市 製造業（食品） 12 つくる責任つかう責任／15 陸の豊かさも守ろう

計画建設株式会社 甲府市 建設業 ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに／９ 産業と技術革新の基礎をつくろう

KEIPE株式会社 甲府市 医療、福祉 ３ すべての人に健康と福祉を／８ 働きがいも経済成⻑も

NPO法人健康麻将kaiやまなし 南アルプス市 サービス業（他に分類されないもの） ３ すべての人に健康と福祉を／11 住み続けられるまちづくりを

株式会社光・彩 甲斐市 製造業（非食品） ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに／12 つくる責任つかう責任

甲信商事株式会社 甲府支店 中央市 卸売業、小売業 ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに／８ 働きがいも経済成⻑も

甲武キャンプ村 丹波山村 宿泊業 ３ すべての人に健康と福祉を／15 陸の豊かさも守ろう

甲府商工会議所 甲府市 分類不能の産業 ８ 働きがいも経済成⻑も／９ 産業と技術革新の基礎をつくろう



甲府信用金庫 甲府市 金融業・保険業 ８ 働きがいも経済成⻑も／11 住み続けられるまちづくりを

甲府トラック運送株式会社 甲府市 運輸業、郵便業 ３ すべての人に健康と福祉を／７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに

甲府ビルサービス株式会社 甲府市 サービス業（他に分類されないもの） ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに／11 住み続けられるまちづくりを

宏和建設株式会社 甲府市 建設業 11 住み続けられるまちづくりを／15 陸の豊かさも守ろう

国際建設株式会社 甲府市 建設業 ３ すべての人に健康と福祉を／12 つくる責任つかう責任

国土興産株式会社 韮崎市 製造業（非食品） 12 つくる責任つかう責任／14 海の豊かさを守ろう

有限会社コスゲ自動車 小菅村 サービス業（他に分類されないもの） ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに／８ 働きがいも経済成⻑も

駒園ヴィンヤード株式会社 甲州市 製造業（食品） 12 つくる責任つかう責任／15 陸の豊かさも守ろう

株式会社巨摩ファーム 北杜市 農業 11 住み続けられるまちづくりを／15 陸の豊かさも守ろう

古⺠家の宿「灯里」 丹波山村 飲食サービス業 ３ すべての人に健康と福祉を／11 住み続けられるまちづくりを

株式会社ＫＯＮＤＯ 身延町 建設業 ５ ジェンダー平等を実現しよう／11 住み続けられるまちづくりを

株式会社近藤モータース 甲府市 卸売業、小売業 11 住み続けられるまちづくりを／12 つくる責任つかう責任

サイトテック株式会社 身延町 製造業（非食品） ４ 質の高い教育をみんなに／15 陸の豊かさも守ろう

株式会社ササキ 韮崎市 製造業（非食品） ５ ジェンダー平等を実現しよう／10 人や国の不平等をなくそう

ザ・ホテルフジヤマ 山中湖村 宿泊業 ４ 質の高い教育をみんなに／15 陸の豊かさも守ろう

有限会社三昌技研 上野原市 製造業（非食品） ９ 産業と技術革新の基礎をつくろう／12 つくる責任つかう責任

サントリー株式会社 登美の丘ワイナリー 甲斐市 製造業（食品） 12 つくる責任つかう責任／13 気候変動に具体的な対策を

山陽精工株式会社 大月市 製造業（非食品） ３ すべての人に健康と福祉を／５ ジェンダー平等を実現しよう

株式会社サンワライフ保険 甲府市 金融業・保険業 １ 貧困をなくそう／７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに

シーラックパル株式会社 甲府市 宿泊業 ６ 安全な水とトイレを世界中に／７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに

株式会社JYeB 甲府市 サービス業（他に分類されないもの） ３ すべての人に健康と福祉を／７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに

ジットグループ株式会社 南アルプス市 製造業（食品） ５ ジェンダー平等を実現しよう／13 気候変動に具体的な対策を

株式会社シミズフレッシュデリカ 甲府市 製造業（食品） ３ すべての人に健康と福祉を／11 住み続けられるまちづくりを

清水屋旅館 韮崎市 宿泊業 ５ ジェンダー平等を実現しよう／12 つくる責任つかう責任

シャトレーゼヴィンテージゴルフ倶楽部 北杜市 生活産業サービス業、娯楽業 11 住み続けられるまちづくりを／12 つくる責任つかう責任

株式会社秀建コンサルタント 中央市 学術研究、専門・技術サービス業 ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに／11 住み続けられるまちづくりを

株式会社昭栄精機 昭和町 製造業（非食品） ３ すべての人に健康と福祉を／８ 働きがいも経済成⻑も

株式会社正直堂 甲府市 卸売業、小売業 ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに／11 住み続けられるまちづくりを

昭和建設株式会社 甲州市 建設業 ３ すべての人に健康と福祉を／11 住み続けられるまちづくりを

昭和建設工業株式会社 甲府市 建設業 ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに／11 住み続けられるまちづくりを

昭和総合警備保障株式会社 甲府市 サービス業（他に分類されないもの） ８ 働きがいも経済成⻑も／11 住み続けられるまちづくりを

株式会社ショープル 南アルプス市 農業 13 気候変動に具体的な対策を／15 陸の豊かさも守ろう

一般財団法人人材開発センター 富士吉田市 宿泊業 11 住み続けられるまちづくりを／12 つくる責任つかう責任

STUDIO Fuzzy ROOM 山梨市 情報通信業 11 住み続けられるまちづくりを／12 つくる責任つかう責任

スタジオリブル 甲府市 サービス業（他に分類されないもの） ３ すべての人に健康と福祉を／９ 産業と技術革新の基礎をつくろう

ステンドハウスデン 北杜市 宿泊業 ４ 質の高い教育をみんなに／11 住み続けられるまちづくりを

清果園 笛吹市 農業 ８ 働きがいも経済成⻑も／13 気候変動に具体的な対策を

生活クラブ生活協同組合 甲府市 サービス業（他に分類されないもの） ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに／13 気候変動に具体的な対策を

セコム山梨株式会社 甲府市 複合サービス事業 ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに／８ 働きがいも経済成⻑も



株式会社セブナ装機 富士川町 製造業（非食品） ８ 働きがいも経済成⻑も／12 つくる責任つかう責任

株式会社ZEN 甲府市 サービス業（他に分類されないもの） ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに／９ 産業と技術革新の基礎をつくろう

有限会社創美社 甲斐市 サービス業（他に分類されないもの） 12 つくる責任つかう責任／14 海の豊かさを守ろう

第一測量株式会社 富士吉田市 サービス業（他に分類されないもの） ８ 働きがいも経済成⻑も／９ 産業と技術革新の基礎をつくろう

太平ビルサービス株式会社 甲府支店 甲府市 サービス業（他に分類されないもの） ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに／12 つくる責任つかう責任

株式会社大丸金属 韮崎市 サービス業（他に分類されないもの） 11 住み続けられるまちづくりを／12 つくる責任つかう責任

株式会社たけまる 甲斐市 製造業（非食品） ３ すべての人に健康と福祉を／８ 働きがいも経済成⻑も

武山工業株式会社 甲府市 建設業 ８ 働きがいも経済成⻑も／16 平和と公正をすべての人に

たとみ農園株式会社 中央市 農業 11 住み続けられるまちづくりを／17 パートナーシップで目標を達成しよう

株式会社田丸 笛吹市 サービス業（他に分類されないもの） 11 住み続けられるまちづくりを／17 パートナーシップで目標を達成しよう

株式会社田村組 上野原市 建設業 ８ 働きがいも経済成⻑も／９ 産業と技術革新の基礎をつくろう

有限会社茶居夢 山中湖村 宿泊業 ３ すべての人に健康と福祉を／15 陸の豊かさも守ろう

鶴田電気株式会社 甲府市 建設業 ９ 産業と技術革新の基礎をつくろう／11 住み続けられるまちづくりを

TMY 韮崎市 卸売業、小売業 ９ 産業と技術革新の基礎をつくろう／11 住み続けられるまちづくりを

テクト株式会社 富士吉田市 建設業 ８ 働きがいも経済成⻑も／９ 産業と技術革新の基礎をつくろう

東京海上日動火災保険株式会社 甲府市 金融業・保険業 １ 貧困をなくそう／５ ジェンダー平等を実現しよう

東京電力エナジーパートナー株式会社 甲府市 電気・ガス・熱供給・水道業 ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに

東京電力パワーグリッド株式会社 山梨総支社 甲府市 電気・ガス・熱供給・水道業 ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに／11 住み続けられるまちづくりを

株式会社Toshin 中央市 製造業（非食品） ６ 安全な水とトイレを世界中に／７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに

株式会社トーレイ 甲府市 建設業 ８ 働きがいも経済成⻑も／13 気候変動に具体的な対策を

有限会社トリオ印刷 甲府市 製造業（非食品） 11 住み続けられるまちづくりを／15 陸の豊かさも守ろう

株式会社内藤電誠町田製作所 甲府工場 南アルプス市 製造業（非食品） ８ 働きがいも経済成⻑も／12 つくる責任つかう責任

株式会社内藤ハウス 韮崎市 建設業 ９ 産業と技術革新の基礎をつくろう／11 住み続けられるまちづくりを

株式会社中村建設 甲斐市 建設業 ３ すべての人に健康と福祉を／８ 働きがいも経済成⻑も

株式会社七保 甲府市 卸売業、小売業 13 気候変動に具体的な対策を／15 陸の豊かさも守ろう

ＮＩＰＰＯＮＩＡ 小菅 源流の村 小菅村 宿泊業 ８ 働きがいも経済成⻑も／11 住み続けられるまちづくりを

公益財団法人日本ケアフィット共育機構 ケアフィットファーム 甲州市 医療、福祉 10 人や国の不平等をなくそう／11 住み続けられるまちづくりを

日本生命保険相互会社 甲府支社 甲府市 金融業・保険業 ３ すべての人に健康と福祉を／13 気候変動に具体的な対策を

一般社団法人日本防災共育協会山梨支部 甲府市 サービス業（他に分類されないもの） ４ 質の高い教育をみんなに／５ ジェンダー平等を実現しよう

ニュースターホテル山中湖 山中湖村 宿泊業 ５ ジェンダー平等を実現しよう／10 人や国の不平等をなくそう

株式会社ネオスペース 甲府市 サービス業（他に分類されないもの） ４ 質の高い教育をみんなに／９ 産業と技術革新の基礎をつくろう

株式会社ノウハウバンク 甲府市 サービス業（他に分類されないもの） １ 貧困をなくそう／12 つくる責任つかう責任

株式会社ハギ・ボー 甲府市 建設業 ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに／13 気候変動に具体的な対策を

株式会社早野組 甲府市 建設業 １ 貧困をなくそう／７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに

生活協同組合パルシステム山梨 甲府市 卸売業、小売業 ８ 働きがいも経済成⻑も／16 平和と公正をすべての人に

有限会社ピーチ専科ヤマシタ 山梨市 農業 13 気候変動に具体的な対策を／15 陸の豊かさも守ろう

BE.ナショナル株式会社 中央市 卸売業、小売業 ５ ジェンダー平等を実現しよう／10 人や国の不平等をなくそう

東日本電信電話株式会社 山梨支店 甲府市 情報通信業 ８ 働きがいも経済成⻑も／９ 産業と技術革新の基礎をつくろう

飛遊人 山中湖村 宿泊業 12 つくる責任つかう責任／17 パートナーシップで目標を達成しよう



Far Yeast Brewing株式会社 小菅村 製造業（食品） ８ 働きがいも経済成⻑も／12 つくる責任つかう責任

株式会社ファイン企画 甲府市 金融業・保険業 ８ 働きがいも経済成⻑も／11 住み続けられるまちづくりを

有限会社フィッシュランドイシハラ 甲府市 卸売業、小売業 ３ すべての人に健康と福祉を／８ 働きがいも経済成⻑も

フォネットグループ 甲府市 卸売業、小売業 ４ 質の高い教育をみんなに／８ 働きがいも経済成⻑も

株式会社フカサワ 北杜市 建設業 ８ 働きがいも経済成⻑も／11 住み続けられるまちづくりを

福屋自然療法整体院 甲斐市 医療、福祉 １ 貧困をなくそう／３ すべての人に健康と福祉を

株式会社フジカワ紙販 甲府市 卸売業、小売業 15 陸の豊かさも守ろう／17 パートナーシップで目標を達成しよう

富士島建設株式会社 韮崎市 建設業 ８ 働きがいも経済成⻑も／12 つくる責任つかう責任

冨士食品工業株式会社 山梨市 製造業（食品） ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに／11 住み続けられるまちづくりを

富士通アイ・ネットワークシステムズ株式会社 南アルプス市 製造業（非食品） ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに／11 住み続けられるまちづくりを

富士登山観光株式会社 五合園レストハウス 富士河口湖町 卸売業、小売業 ３ すべての人に健康と福祉を／４ 質の高い教育をみんなに

富士パミス株式会社 山中湖村 製造業（食品） ３ すべての人に健康と福祉を／９ 産業と技術革新の基礎をつくろう

富士ピュア株式会社 ⻄桂町 製造業（食品） ８ 働きがいも経済成⻑も／11 住み続けられるまちづくりを

Fuji Berry 研究会 富士河口湖町 サービス業（他に分類されないもの） ８ 働きがいも経済成⻑も／16 平和と公正をすべての人に

社会福祉法人富士吉田市社会福祉事業団 富士吉田市 医療、福祉 ３ すべての人に健康と福祉を／16 平和と公正をすべての人に

有限会社富士リスクコンサルティング 富士吉田市 金融業・保険業 ３ すべての人に健康と福祉を／８ 働きがいも経済成⻑も

ＢＵＲＩＫＩＹＡ 富士吉田市 宿泊業 ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに／11 住み続けられるまちづくりを

フルーツパーク富士屋ホテル 山梨市 宿泊業 11 住み続けられるまちづくりを／12 つくる責任つかう責任

株式会社ブレイン 甲府市 金融業・保険業 ８ 働きがいも経済成⻑も／13 気候変動に具体的な対策を

株式会社平誠工業 甲府市 建設業 ８ 働きがいも経済成⻑も／11 住み続けられるまちづくりを

社会福祉法人平成福祉会 大月市 医療、福祉 ３ すべての人に健康と福祉を／10 人や国の不平等をなくそう

有限会社ペーパー・シャワーズ 甲府市 サービス業（他に分類されないもの） ５ ジェンダー平等を実現しよう／16 平和と公正をすべての人に

株式会社ベリタス 笛吹市 不動産業、物品賃貸業 11 住み続けられるまちづくりを

ペンションホワイト林林 北杜市 宿泊業 ８ 働きがいも経済成⻑も／15 陸の豊かさも守ろう

株式会社邦文堂 市川三郷町 卸売業、小売業 ８ 働きがいも経済成⻑も／11 住み続けられるまちづくりを

株式会社保険のアルフィー 昭和町 金融業・保険業 １ 貧困をなくそう／13 気候変動に具体的な対策を

ＨＯＴＥＬ Ｒｅ：ｌｉｎｋ 富士吉田市 サービス業（他に分類されないもの） 12 つくる責任つかう責任／16 平和と公正をすべての人に

株式会社まあめいく 韮崎市 サービス業（他に分類されないもの） ４ 質の高い教育をみんなに／11 住み続けられるまちづくりを

ＮＰＯ法人マイプラ対策室 甲府市 分類不能の産業 14 海の豊かさを守ろう／15 陸の豊かさも守ろう

有限会社松山保険 甲府市 金融業・保険業 ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに／13 気候変動に具体的な対策を

株式会社マルエスフリージングジャンクション 市川三郷町 運輸業、郵便業 ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに／８ 働きがいも経済成⻑も

丸浜舗道株式会社 甲府市 建設業 ８ 働きがいも経済成⻑も／11 住み続けられるまちづくりを

マルハン韮崎店 韮崎市 生活産業サービス業、娯楽業 ５ ジェンダー平等を実現しよう／11 住み続けられるまちづくりを

マルハン南アルプス店 南アルプス市 生活産業サービス業、娯楽業 ５ ジェンダー平等を実現しよう／８ 働きがいも経済成⻑も

マルハン甲府店 甲府市 生活産業サービス業、娯楽業 ８ 働きがいも経済成⻑も／17 パートナーシップで目標を達成しよう

マルハン石和店 笛吹市 生活産業サービス業、娯楽業 ５ ジェンダー平等を実現しよう／８ 働きがいも経済成⻑も

株式会社マルモ 中央市 卸売業、小売業 ３ すべての人に健康と福祉を／８ 働きがいも経済成⻑も

みずほ証券株式会社 甲府支店 甲府市 金融業・保険業 ８ 働きがいも経済成⻑も／13 気候変動に具体的な対策を

三井住友海上火災保険株式会社 山梨支店 甲府市 金融業・保険業 11 住み続けられるまちづくりを／13 気候変動に具体的な対策を



一般社団法人南アルプス山守人 南アルプス市 分類不能の産業 13 気候変動に具体的な対策を／15 陸の豊かさも守ろう

株式会社ミヨシグループ 北杜市 製造業（非食品） ８ 働きがいも経済成⻑も／12 つくる責任つかう責任

株式会社みらい総合保険 甲府市 金融業・保険業 ３ すべての人に健康と福祉を／11 住み続けられるまちづくりを

MOON GLOW 山中湖村 宿泊業 ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに／12 つくる責任つかう責任

株式会社メイキョー 甲府市 電気・ガス・熱供給・水道業 ６ 安全な水とトイレを世界中に／11 住み続けられるまちづくりを

株式会社メイクCE 甲州市 建設業 ３ すべての人に健康と福祉を／15 陸の豊かさも守ろう

株式会社望月組土木 甲府市 建設業 11 住み続けられるまちづくりを

有限会社望月造林 身延町 農業 ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに／11 住み続けられるまちづくりを

株式会社森銀 甲府市 製造業（非食品） ９ 産業と技術革新の基礎をつくろう／12 つくる責任つかう責任

宿ぽっぽや 都留市 宿泊業 ４ 質の高い教育をみんなに／11 住み続けられるまちづくりを

やまか不動産 山梨市 不動産業、物品賃貸業 ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに／13 気候変動に具体的な対策を

株式会社ヤマゲン 甲府市 卸売業、小売業 12 つくる責任つかう責任／14 海の豊かさを守ろう

山梨県厚生農業協同組合連合会 甲府市 医療、福祉 ３ すべての人に健康と福祉を／４ 質の高い教育をみんなに

公益財団法人山梨県⻘少年協会 甲府市 教育、学習支援業 ４ 質の高い教育をみんなに

山梨スバル自動車株式会社 甲府市 卸売業、小売業 ３ すべての人に健康と福祉を／７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに

山梨中央銀行グループ 甲府市 金融業・保険業 ８ 働きがいも経済成⻑も／13 気候変動に具体的な対策を

山梨トヨタ自動車株式会社 甲府市 卸売業、小売業 ５ ジェンダー平等を実現しよう／11 住み続けられるまちづくりを

山梨トヨペット株式会社 甲府市 卸売業、小売業 ３ すべての人に健康と福祉を／７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに

山梨日化サービス株式会社 昭和町 サービス業（他に分類されないもの） ６ 安全な水とトイレを世界中に／７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに

公益財団法人やまなし文化学習協会 甲府市 サービス業（他に分類されないもの） ４ 質の高い教育をみんなに／５ ジェンダー平等を実現しよう

山梨ヤクルト販売株式会社 甲府市 卸売業、小売業 ３ すべての人に健康と福祉を／８ 働きがいも経済成⻑も

生活協同組合ユーコープ やまなし県本部 甲府市 卸売業、小売業 12 つくる責任つかう責任／13 気候変動に具体的な対策を

株式会社湯ーとぴあ 甲斐市 宿泊業 ３ すべての人に健康と福祉を／８ 働きがいも経済成⻑も

株式会社ユー・ファイブ 甲府市 卸売業、小売業 ８ 働きがいも経済成⻑も／12 つくる責任つかう責任

四谷建設株式会社 甲斐市 建設業 ９ 産業と技術革新の基礎をつくろう／13 気候変動に具体的な対策を

ラハイナーズ合同会社 北杜市 卸売業、小売業 ３ すべての人に健康と福祉を／11 住み続けられるまちづくりを

リコージャパン株式会社 中央市 卸売業、小売業 ８ 働きがいも経済成⻑も／13 気候変動に具体的な対策を

療育センターなないろ 甲斐市 医療、福祉 ３ すべての人に健康と福祉を／４ 質の高い教育をみんなに

リンク企画 富士吉田市 宿泊業 ３ すべての人に健康と福祉を／13 気候変動に具体的な対策を

株式会社リンクス 甲府市 金融業・保険業 11 住み続けられるまちづくりを／13 気候変動に具体的な対策を

株式会社ロ ード 甲府市 建設業 ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに／13 気候変動に具体的な対策を

株式会社ワールドブレインズ 甲府市 卸売業、小売業 ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに／14 海の豊かさを守ろう

株式会社ＹＳＫｅ−ｃｏｍ 甲府市 情報通信業 ８ 働きがいも経済成⻑も／９ 産業と技術革新の基礎をつくろう

株式会社ワイ・シー・シー 甲府市 情報通信業 ３ すべての人に健康と福祉を／４ 質の高い教育をみんなに


