（業種別）

やまなし心のバリアフリー宣言事業所

分野

事業所名

1 農、林、漁業

株式会社桑郷

4 有限会社コマツガーデン

3 建設業

笛吹市一宮町東新居６００
山梨市七日市場１１５２

株式会社小林建設

身延町遅沢２３４８
笛吹市八代町北１０４７番地１
南アルプス市川上１２６－１
甲府市大和町一丁目４８－１
甲斐市竜王１５６０番地

有限会社荻原組
株式会社エヌディエス
株式会社フロンティアサイトー
有限会社萩原製菓
金精軒製菓株式会社白州工場
金精軒製菓株式会社白州第２工場
金精軒製菓株式会社韮崎営業所・工場
金精軒製菓株式会社金精軒韮崎店
ジット株式会社
ＮＴＴクラルティ株式会社塩山ファクトリー
株式会社キトー
株式会社オズ・プリンティング
眞田織物
永井酒饅頭店
株式会社光・彩
株式会社甲府明電舎
株式会社富士山
株式会社 富士エス・エル・アイ
株式会社エノモト
有限会社早川ベーカリー
株式会社エノモト 本社工場
株式会社ササキ

韮崎市中田町小田川１４０９
北杜市白州町台ヶ原２２１１
北杜市白州町台ヶ原２２１１
北杜市白州町台ヶ原４３３
韮崎市中田町小田川１５４
韮崎市中田町小田川１５４
南アルプス市和泉９８４－１
甲州市塩山上於曽１７８５－３
昭和町築地新居２０００
甲府市中央三丁目８－１０
富士吉田市下吉田二丁目２６－２２
上野原市上野原１５９６
甲斐市竜地３０４９
中央市中楯８２５
南都留郡富士河口湖町船津５２１９
甲府市川田町９４６－１
上野原市上野原８１５４番地１９
甲府市中央１－１－２
甲州市塩山熊野６６６番地
韮崎市穂坂町宮久保１１５５－１

有限会社羽田電設

山中湖村平野３２５２

株式会社ワイ・シー・シー

甲府市飯田３丁目１番２号
中央市山之神流通団地２－７－３
甲府市貢川本町１３－２７hanaB

20 金精軒製菓株式会社本社

5 電気・ガス・ 熱供
給・水道業
6 情報通信

1
3 株式会社アットブレイン
anlib株式会社

7 運輸・郵便業

市川三郷町山保６３１９
昭和町上河東１３８常永区画整理地内２４ ２.３区画

株式会社浅間園
有限会社営農塾マルニ

5 風間興業株式会社

4 製造業

住所

富士急山梨バス株式会社

26 有限会社甲斐延観光
有限会社甲斐延観光石和営業所
西東京観光バス株式会社
山梨貨物自動車株式会社
有限会社石和交通
株式会社ＴＡＭＡＹＡロジスティクス
有限会社幸タクシー
有限会社エムズ物流徳永支店
有限会社エムズ物流開国本店
相互タクシー株式会社
有限会社甲斐タクシー
（株）山梨交通 本社
（株）山梨交通 駅前バスセンター
（株）山梨交通 伊勢町営業所
（株）山梨交通 敷島営業所
（株）山梨交通 鰍沢営業所
（株）山梨交通 塩山営業所
（株）山梨交通 甲府営業所
（株）山梨交通 韮崎営業所
（株）山梨交通 身延営業所
（株）山梨交通 甲斐営業所
（株）山梨交通 旭ヶ丘営業所
甲州タクシー株式会社 塩山営業所
甲州タクシー株式会社 山梨営業所
甲州タクシー株式会社 勝沼営業所

富士河口湖町小立４８３７
甲府市東光寺１丁目１１－２
笛吹市石和町東高橋９９－１
甲府市住吉本町１４１０
中央市山之神流通団地３２１１番地１１
笛吹市石和町八田３３０－９４
富士川町青柳町９０５の２
甲府市幸町２３－８
南アルプス市徳永字天王２３２－３
南アルプス市上今諏訪３４３
甲府市北口二丁目９－１２
韮崎市若宮一丁目８－９
甲府市飯田３－２－３４
甲府市丸の内１－２－１４
甲府市住吉１－１３－１６
甲斐市島上条９１４
富士川町鰍沢１５１９
甲州市塩山上於曽５９６
甲斐市島上条９１４
韮崎市栄１－４－７
身延町角打３１３１
甲斐市島上条９１４
山中湖村平野５０６－２９６
甲州市塩山上於曽１８５８
山梨市上神内川１４６８－１
甲州市勝沼町勝沼３２６６

（業種別）

やまなし心のバリアフリー宣言事業所

分野
8 卸売・小売業

事業所名
イオンリテールストア株式会社イオン大月店
181 フォネットグループ本社
フォネットネクスト甲斐竜王
フォネットネクスト甲府昭和
フォネットネクスト南アルプス
フォネットネクスト富士河口湖
フォネット都留
auショップイオンモール甲府昭和
auショップラザウォーク双葉
フォネットネクスト甲州
ソフトバンク韮崎
ソフトバンクアルプス通り
ソフトバンクラザウォーク甲斐双葉
ソフトバンクイオンモール甲府昭和
ソフトバンク甲府昭和
auショップ甲府
auショップ石和
auショップ都留
La Mont
山梨トヨペット株式会社本店
山梨トヨペット株式会社竜王店
山梨トヨペット株式会社国母店
山梨トヨペット株式会社日川店
山梨トヨペット株式会社増穂店
山梨トヨペット株式会社韮崎店
山梨トヨペット株式会社都留店
山梨トヨペット株式会社河口湖店
山梨トヨペット株式会社Ｕ－Ｃａｒ和戸店
株式会社オギノ本部
株式会社オギノリバーシティ店
株式会社オギノイーストモール店
株式会社オギノ湯村店
株式会社オギノ韮崎駅前店
株式会社オギノ貢川店
株式会社オギノ峡西店
株式会社オギノ河口湖店
株式会社オギノ長坂店
株式会社オギノ山梨店
株式会社オギノ双葉店
株式会社オギノ国母店
株式会社オギノ都留店
株式会社オギノ笛吹店
株式会社オギノ甲州店
株式会社オギノ上野原店
株式会社オギノ山中湖店
株式会社オギノ富士川店
株式会社オギノ田富店
株式会社オギノ井戸店
株式会社オギノ春日居店
株式会社オギノ朝日店
株式会社オギノ城東店
株式会社オギノ韮崎店
株式会社オギノ富士吉田店
株式会社オギノ西八幡店
株式会社オギノ下石田店
株式会社オギノ上今井店
株式会社オギノ竜王駅前店
株式会社オギノ塩山店
株式会社オギノＣａｒｒｏｔ六科店
株式会社オギノＣａｒｒｏｔ山宮店
株式会社オギノＣａｒｒｏｔ南部店
株式会社オギノＣａｒｒｏｔ中富店
株式会社オギノ生鮮センター
株式会社オギノグロサリーセンター
株式会社オギノ衣料・用度品センター

住所
大月市御太刀１－１３－２９
甲府市下石田２丁目１０－６
甲斐市西八幡３６２９－１５
甲府市下石田２丁目１０－６
南アルプス市桃園１７０４
富士河口湖町船津６６６３－１１
都留市田原２－１１－１オギノ都留店内
中巨摩郡昭和町飯喰１５０５－１
イオンモール甲府昭和１F１０１９区画
甲斐市志田字柿木６４５－１
ラザウォーク甲斐双葉１階
甲州市塩山下於曽１５３８
韮崎市藤井町南下條２２９－１
オギノ韮崎ショッピングセンター内
甲斐市西八幡４４２７－１竜王第２ビル
甲斐市志田字柿木６４５－１
ラザウォーク甲斐双葉１階
中巨摩郡昭和町飯喰１５０５－１
イオンモール甲府昭和１F１０２３区画
昭和町西条１８－１
甲府市中小河原５３３－５
笛吹市石和町窪中島１２６－１
都留市田野倉４５５
富士河口湖町船津６６６３－１１
甲府市酒折１－１０－３２
甲斐市大下条３１２－１
甲府市国母７－９－３３
山梨市下栗原３８９－１
富士川町大椚９２１
韮崎市一ツ谷１８６９
都留市古川渡５０１
富士河口湖町船津４８９４－２
甲府市和戸町９４０
甲府市徳行一丁目２－１８
中央市山之神１１２２
甲府市朝気三丁目１－１２
甲府市千塚一丁目９－１４
韮崎市若宮二丁目２－２３
甲府市徳行一丁目２－１８
南アルプス市下宮地７１３
富士河口湖町船津５４５－３
北杜市長坂町大八田１６０
山梨市下石森３５
甲斐市竜地３６２２
甲府市大里町５０１６
都留市田原二丁目１１－１
笛吹市石和町広瀬２２５
甲州市塩山下於曽１４７０
上野原市上野原１９３８－１
山中湖村山中８６５－５
富士川町青柳町９７３－１
中央市西花輪３４６１
笛吹市石和町井戸１９２
笛吹市春日居町加茂１６５
甲府市朝日四丁目５－１１
甲府市城東四丁目３－１７
韮崎市藤井町南下條２０５
富士吉田市下吉田九丁目６－１
甲斐市西八幡２６０１－１
甲府市国母一丁目１７－２４
甲府市上今井町７６９－１
甲斐市大下条上河原１６６８－１
甲州市塩山上於曽８５３－１
南アルプス市六科１５３０－４
甲府市山宮町８４２－１
南部町塩沢５０５－１
身延町西嶋４３６－１
笛吹市八代町南４８０９
笛吹市八代町北１９２５
笛吹市境川町石橋８４３

（業種別）

やまなし心のバリアフリー宣言事業所

分野

事業所名
アピタ双葉店
株式会社イトーヨーカ堂甲府昭和店
株式会社岡島岡島百貨店
株式会社岡島カインズホームＦＣ岡島甲府昭和店
株式会社岡島ケーズデンキ塩山店
ＪＲ東京西駅ビル開発株式会社セレオ甲府店
株式会社いちやまマート本部
株式会社いちやまマート配送センター青果
株式会社いちやまマート配送センター（国分）
株式会社いちやまマート鮮魚センター
株式会社いちやまマート塩山店
株式会社いちやまマート増坪店
株式会社いちやまマート城山店
株式会社いちやまマート池田店
株式会社いちやまマート赤坂店
株式会社いちやまマート双葉店
株式会社いちやまマート山梨店
株式会社いちやまマート一宮店
株式会社いちやまマート塩部店
株式会社いちやまマート玉穂店
株式会社いちやまマート徳行店
有限会社星野書店
守山薬局
有限会社羽田屋
タケイコーヒー
ナオル薬品
格安スマホのフォネット
ワイモバイルラザウォーク甲斐双葉
UQスポットイオンモール甲府昭和
ソフトバンク甲府西
ワイモバイルイオンモール甲府昭和
ワイモバイル甲府西
鈴清
株式会社鈴木
合資会社須賀屋商店
中村屋酒店
有限会社ヤマナカ産業
カーショップ クルール
株式会社サンロード本店
クスリのサンロード竜王店
クスリのサンロード田富店
クスリのサンロード韮崎店
クスリのサンロード増穂店
クスリのサンロード朝気店
クスリのサンロード上野原店
クスリのサンロード後屋店
クスリのサンロード大月店
クスリのサンロード国玉店
クスリのサンロード忍野店
クスリのサンロード山中湖店
クスリのサンロード小淵沢店
クスリのサンロード甲西店
クスリのサンロード八代店
クスリのサンロード八田店
クスリのサンロード昭和店
クスリのサンロード小笠原店
クスリのサンロード敷島東店
クスリのサンロード上吉田店
クスリのサンロード河口湖店
クスリのサンロード梨大前店
クスリのサンロード小原西店
クスリのサンロード長坂店
クスリのサンロード響ヶ丘店
クスリのサンロードフレスポみのぶ店
クスリのサンロード白根店
クスリのサンロード長塚店

住所
甲斐市志田字柿木６４５－１
昭和町西条１３－１
甲府市丸の内一丁目２１－１５
昭和町西条７７０
甲州市塩山下於曽１３２５
甲府市丸の内一丁目１－８
富士吉田市大明見六丁目１７－１
中央市若宮５０－１
笛吹市八代町米倉字米田１２７０－１
笛吹市八代町米倉字米田１２７０－１
甲府市国母六丁目６－７
甲州市塩山下於曽１６２０
甲府市住吉本町１１８８
富士吉田市上吉田城山南１７２６－１
甲府市下飯田一丁目２－１０
富士河口湖町船津５１６５－２
甲斐市竜地４４４５－１
山梨市小原西９７４－２
笛吹市一宮町竹原田１３３３
甲府市塩部一丁目１－１０
中央市若宮５０－１
甲府市徳行二丁目１３－３
甲府市武田四丁目１－３０
富士吉田市中曽根一丁目３－４５
甲府市青沼三丁目５－６
甲府市住吉五丁目１８－２６
昭和町河東中島９６８－１
甲斐市志田字柿木６４５－１
ラザウォーク甲斐双葉１Ｆ
昭和町飯喰１５０５－１
イオンモール甲府昭和３Ｆ ３１１１区画
甲府市下飯田三丁目８－２９
昭和町飯喰１５０５－１
イオンモール甲府昭和３Ｆ ３１１０区画
甲府市下飯田三丁目８－２９
上野原市上野原１５９７
上野原市上野原１６１６
上野原市上野原１６１２
上野原市上野原１５９５
南アルプス市上今諏訪８５０－１
昭和町西条１５－１
甲府市後屋町４５２
甲斐市西八幡１８３２－１
中央市西花輪４５２１－１
韮崎市藤井町北下條４９７
富士川町青柳２８５－１
甲府市朝気１丁目５０－１
上野原市上野原６９７
甲府市後屋町４４６－１
大月市駒橋２丁目２－１２
甲府市国玉町９４０－２
忍野村忍草１４００－３５
山中湖村山中８６５－４９
北杜市小淵沢町３１８１－１
南アルプス市西南湖字廻り木３４１－２
笛吹市八代町南４２５５－１
南アルプス市六科１５２７
昭和町飯喰４１２－１
南アルプス市下宮地字三輪５３２－１
甲斐市中下条１８４６
富士吉田市中曽根２丁目１３－２９
富士河口湖町船津６４４
甲府市武田４丁目２－１０
山梨市小原西字今田１０４６
北杜市長坂町大八田４０１８
甲斐市龍地２７５９－１
身延町飯富２３０９－１５９フレスポ身延内
南アルプス市飯野２４９３－３
甲斐市長塚１４８－２６

（業種別）

やまなし心のバリアフリー宣言事業所

分野

事業所名
クスリのサンロード下吉田店
サンロード調剤 西八幡店
サンロード調剤 丸の内店
甲府調剤センター 市立病院前店
甲府調剤センター 県病院前店
サンロード調剤 富士見店
サンロード調剤 韮崎市立病院前店
クスリのサンロード薬局 敷島東店
クスリのサンロード薬局 河口湖店
サンロード調剤 山梨病院前店
クスリのサンロード薬局 小原西店
クスリのサンロード薬局 長坂店
クスリのサンロード薬局 忍野店
山梨調剤センター薬局 医大前店
サンロード調剤薬局 昭和店
サンロード調剤薬局 上野原店
クスリのサンロード薬局 後屋店
クスリのサンロード雨宮調剤薬局
クスリのサンロード都留調剤薬局
株式会社山梨さえき 本部
セルバ富士吉田店
セルバ都留十日市場店
セルバ忍野店
セルバ御坂店
ＣＡＮＤＯ御坂店
セルバみのぶ店
セルバ笛吹境川店
セルバ河口湖BELL店
セルバ本店
セルバ市川三郷店
セルバ白州エブリ店
セルバ加工センター
おかじま敷島食品館
フーズマーケットおかじま白根店
フーズマーケットおかじま都留店
フーズマーケットおかじま甲西店
フーズマーケットおかじま七日市場店
フーズマーケットおかじま甲州店
株式会社明光輪業
にった
自家焙煎珈琲豆の店彩香房
ウエルシアオアシス山梨営業所
ワイモバイルイオンタウン
株式会社カモシタ
河野スポーツ株式会社
株式会社セイビドー
遊芽屋
イシイ補聴器
有限会社ユキエ
有限会社昭和堂

山梨中央店

株式会社山梨中央銀行本店
9 金融業・保険業
202 株式会社山梨中央銀行甲府市役所出張所
株式会社山梨中央銀行自治会館出張所
株式会社山梨中央銀行柳町支店
株式会社山梨中央銀行東支店
株式会社山梨中央銀行南支店
株式会社山梨中央銀行湯村支店
株式会社山梨中央銀行甲府駅前支店
株式会社山梨中央銀行県庁支店
株式会社山梨中央銀行武田通支店
株式会社山梨中央銀行国母支店
株式会社山梨中央銀行中央市場店
株式会社山梨中央銀行流通センター支店
株式会社山梨中央銀行貢川支店
株式会社山梨中央銀行青沼支店
株式会社山梨中央銀行南竜王支店
株式会社山梨中央銀行千塚支店

住所
富士吉田市下吉田８丁目４番１９号
甲斐市西八幡７０２－３
甲府市丸の内１丁目１６－１１
甲府市増坪町５３１－４
甲府市富士見１丁目７－３4
甲府市富士見１丁目５－２０
韮崎市本町３丁目４－３４
甲斐市中下条１８４６
富士河口湖町船津６４４
甲府市朝日３丁目１１－３０
山梨市小原西字今田１０４６
北杜市長坂町大八田４０１８
忍野村忍草１４００－３５
中央市若宮２８番１
昭和町河西６２２－１
上野原市上野原３５５３
甲府市後屋町４４６－１
都留市つる５－３－４６
都留市つる５－３－５
富士吉田市富士見６－１１－２３
富士吉田市下吉田５－２４－１
都留市十日市場９２４
忍野村忍草１４０５
笛吹市御坂町夏目原１１１６
笛吹市御坂町夏目原１１１６
身延町飯富２３０９－２００
笛吹市境川町石橋６００
富士河口湖町船津２９８６
富士吉田市下吉田東４－１－１５
市川三郷町市川大門１８５０－１
北杜市白州町白須１３１９－１
富士吉田市富士見６－１２－８
甲斐市中下条１３８０－１
南アルプス市飯野３６８９
都留市田原２－９－２
南アルプス市古市場３０－１
山梨市七日市場８３１－１
甲州市勝沼町山２５０
富士吉田市小明見１－１０－１５
富士吉田市緑ヶ丘１－１－７
北杜市小淵沢町３２６１－１３４
甲斐市中下条１６１１
ウエルシア甲斐敷島店内
中央市下河東３０５３－１イオンタウン山梨中央
笛吹市石和町市部１１０９－１３
甲府市中央１丁目１番５号
甲府市丸の内１丁目１５番８号
甲斐市万才７１２－２０
昭和町河東中島２９１
甲府市朝日２丁目１６－１４
甲州市塩山下於曽１５４１－１
甲府市丸の内１－２０－８
甲府市丸の内１－１８－１（本庁舎３階）
甲府市蓬沢１－１５－３５
甲府市相生２－１－１５
甲府市城東１－１５－１１
甲府市幸町２３－１２
甲府市塩部４－１０－１１
甲府市丸の内２－１６－２
甲府市丸の内１－６－１（県庁別館１階）
甲府市武田２－１１－１
甲府市国母６－２－３６
甲府市国母６－２－３６
中央市山之神１１２２－５３１
甲府市上石田３－６－４０
甲府市青沼２－１１－６
甲斐市篠原７９４－１
甲府市千塚３－１－４３

（業種別）

やまなし心のバリアフリー宣言事業所

分野

事業所名
株式会社山梨中央銀行城南支店
株式会社山梨中央銀行北新支店
株式会社山梨中央銀行酒折支店
株式会社山梨中央銀行昭和支店
株式会社山梨中央銀行美術館前支店
株式会社山梨中央銀行住吉支店
株式会社山梨中央銀行下飯田支店
株式会社山梨中央銀行後屋支店
株式会社山梨中央銀行中道支店
株式会社山梨中央銀行和戸支店
株式会社山梨中央銀行日下部支店
株式会社山梨中央銀行塩山支店
株式会社山梨中央銀行牧丘支店
株式会社山梨中央銀行勝沼支店
株式会社山梨中央銀行石和支援
株式会社山梨中央銀行御坂支店
株式会社山梨中央銀行一宮支店
株式会社山梨中央銀行八代支店
株式会社山梨中央銀行春日居支店
株式会社山梨中央銀行富士見支店
株式会社山梨中央銀行東山梨支店
株式会社山梨中央銀行加納岩支店
株式会社山梨中央銀行市川支店
株式会社山梨中央銀行六郷支店
株式会社山梨中央銀行身延支店
株式会社山梨中央銀行南部支店
株式会社山梨中央銀行田富支店
株式会社山梨中央銀行医大前支店
株式会社山梨中央銀行鰍沢支店
株式会社山梨中央銀行青柳支店
株式会社山梨中央銀行小笠原支店
株式会社山梨中央銀行白根支店
株式会社山梨中央銀行竜王支店
株式会社山梨中央銀行敷島支店
株式会社山梨中央銀行甲西支店
株式会社山梨中央銀行韮崎支店
株式会社山梨中央銀行須玉支店
株式会社山梨中央銀行長坂支店
株式会社山梨中央銀行小淵沢支店
株式会社山梨中央銀行藤井支店
株式会社山梨中央銀行八田支店
株式会社山梨中央銀行高根支店
株式会社山梨中央銀行武川支店
株式会社山梨中央銀行吉田支店
株式会社山梨中央銀行山中湖支店
株式会社山梨中央銀行都留支店
株式会社山梨中央銀行小沼支店
株式会社山梨中央銀行明見支店
株式会社山梨中央銀行河口湖支店
株式会社山梨中央銀行小立支店
株式会社山梨中央銀行忍野支店
株式会社山梨中央銀行禾生支店
株式会社山梨中央銀行竜ヶ丘支店
株式会社山梨中央銀行大月支店
株式会社山梨中央銀行猿橋支店
株式会社山梨中央銀行上野原支店
株式会社山梨中央銀行ローンスクエア甲府支店
都留信用組合本部
都留信用組合本店営業部
都留信用組合小立支店
都留信用組合河口湖支店
都留信用組合山中湖支店
都留信用組合明見支店
都留信用組合小沼支店
都留信用組合桂支店
都留信用組合大月支店
都留信用組合上吉田支店
都留信用組合忍野支店
都留信用組合谷村支店

住所
甲府市上今井町１７７－５
甲府市北新２－９－１０
甲府市酒折１－７－２３
昭和町飯喰１５３３－１
甲府市貢川２－２－１４
甲府市住吉５－７－１１
甲府市下飯田１－６－４３
甲府市大里町５２３０
甲府市下曽根町３８９－１
甲府市和戸町９７０－１
山梨市上神内川１２２２－１
甲州市塩山上於曽１１０６－４
山梨市牧丘町窪平１４７
甲州市勝沼町勝沼７４８－３
笛吹市石和町市部７８９－７８
笛吹市御坂町夏目原６９４－４
笛吹市一宮町一之宮１００８－３
笛吹市八代町南５６６
笛吹市春日居町熊野堂２４２－１
笛吹市石和町今井１８９－１
山梨市小原東１６
山梨市下石森７０５－２
市川三郷町市川大門１２８９－５
市川三郷町岩間２１６１
身延町梅平２４８３－１７７
南部町南部８３２２
中央市布施２６０９－３
中央市成島３５１１－５
富士川町鰍沢１７１６－１
富士川町青柳町１２１２
南アルプス市十日市場１１４０
南アルプス市在家塚７３５
甲斐市富竹新田１１９２－２
甲斐市中下条９９５
南アルプス市荊沢３２２
韮崎市本町２－９－３３
北杜市須玉町藤田４４２
北杜市長坂町長坂上条２４９６
北杜市小淵沢町７９６－１
韮崎市藤井町南下條２４７－４
南アルプス市野牛島２３４７－３４
北杜市高根町村山東割６９４－４
北杜市武川町牧原６８６－５
富士吉田市下吉田２－６－９
山中湖村山中２００－２
都留市中央２－２－１５
西桂町小沼１６１５－１
富士吉田市下吉田東１－１２－２９
富士河口湖町船津３６３９－５
富士河口湖町小立２４６２－３
忍野村忍草１４９６－３
都留市古川渡５６１－１
富士吉田市竜ヶ丘１－１２－７
大月市大月１－６－８
大月市猿橋町猿橋１５３
上野原市上野原３５２３
昭和町清水新居５－７
富士吉田市下吉田２－１９－１１
富士吉田市下吉田２－１９－１１
富士河口湖町小立１９３５－１
富士河口湖町船津１３７６－１
山中湖村山中１３８
富士吉田市小明見１６４９
西桂町小沼１７０６
都留市桂町６６７
大月市御太刀１－７－３
富士吉田市上吉田２－６－２
忍野村忍草１５０４－１
都留市つる１－１８－１８

（業種別）

やまなし心のバリアフリー宣言事業所

分野

事業所名
都留信用組合竜ヶ丘支店
都留信用組合富士吉田南支店
都留信用組合平野支店
都留信用組合上谷支店
都留信用組合大明見支店
都留信用組合鳴沢支店
都留信用組合富士見支店
都留信用組合新西原支店
都留信用組合猿橋支店
都留信用組合上野原支店
都留信用組合禾生支店
甲府信用金庫本店営業部
甲府信用金庫湯村支店
甲府信用金庫緑町支店
甲府信用金庫北支店
甲府信用金庫南支店
甲府信用金庫国母支店
甲府信用金庫西支店
甲府信用金庫東支店
甲府信用金庫朝気支店
甲府信用金庫大里支店
甲府信用金庫塩山支店
甲府信用金庫加納岩支店
甲府信用金庫山梨南支店
甲府信用金庫韮崎支店
甲府信用金庫藤井支店
甲府信用金庫長坂支店
甲府信用金庫竜王支店
甲府信用金庫敷島支店
甲府信用金庫竜王南支店
甲府信用金庫櫛形支店
甲府信用金庫玉穂支店
甲府信用金庫白根支店
甲府信用金庫笛吹支店
甲府信用金庫石和支店
山梨県民信用組合本店営業部
山梨県民信用組合総合相談センター
山梨県民信用組合都留支店
山梨県民信用組合富士吉田支店
山梨県民信用組合都留文科大学前支店
山梨県民信用組合下谷支店
山梨県民信用組合北支店
山梨県民信用組合南支店
山梨県民信用組合酒折支店
山梨県民信用組合西支店
山梨県民信用組合田富支店
山梨県民信用組合南口支店
山梨県民信用組合城南支店
山梨県民信用組合湯村支店
山梨県民信用組合石和支店
山梨県民信用組合御坂支店
山梨県民信用組合中道町支店
山梨県民信用組合南西支店
山梨県民信用組合後屋支店
山梨県民信用組合塩山支店
山梨県民信用組合勝沼支店
山梨県民信用組合牧丘支店
山梨県民信用組合山梨支店
山梨県民信用組合韮崎支店
山梨県民信用組合須玉支店
山梨県民信用組合武川支店
山梨県民信用組合双葉支店
山梨県民信用組合長坂支店
山梨県民信用組合大泉支店
山梨県民信用組合竜南支店
山梨県民信用組合櫛形支店
山梨県民信用組合敷島支店
山梨県民信用組合御勅使支店
山梨県民信用組合昭和支店

住所
富士吉田市竜ヶ丘２－４－１１
富士吉田市上吉田１０９４－１０
山中湖村平野１９５３－１
都留市上谷２－５－１５
富士吉田市大明見４－９－３
鳴沢村１７９７－１
富士吉田市富士見４－２－６
富士吉田市新西原２－２６－２８
大月市猿橋町殿上３５７－６
上野原市上野原２０２６
都留市古川渡５１０－１
甲府市丸の内二丁目３３－１
甲府市湯村三丁目４－３４
甲府市若松町６－２６
甲府市武田一丁目２－２０
甲府市住吉一丁目１２－４
甲府市国母五丁目４－２
甲府市徳行二丁目１２－６
甲府市和戸町３５３－５９
甲府市朝気一丁目１－３９
甲府市大里町４１８０－１
甲州市塩山上於曽６７４
山梨市上神内川１１８４
山梨市下神内川１７３－２
韮崎市本町一丁目５－２８
韮崎市藤井町駒井２７６０－１
北杜市長坂町長坂上条２０５７
甲斐市富竹新田１４１－２
甲斐市中下条１３４３－１
甲斐市西八幡１２５８－３
南アルプス市小笠原５１０－１６
中央市若宮３６－４
南アルプス市在家塚９０１－１
笛吹市春日居町寺本３０－１
笛吹市石和町窪中島１０６－１
甲府市相生一丁目２－３４
甲府市中央一丁目１８－６
都留市上谷二丁目１－１０
富士吉田市下吉田四丁目５－１９
都留市田原二丁目５－２０
都留市四日市場３４－８
甲府市塩部一丁目９－８
甲府市伊勢一丁目１０－１５
甲府市酒折二丁目１１－２４
甲府市宝一丁目１１－２２
中央市西花輪４５８８
甲府市朝気三丁目２０－１６
甲府市上今井町２２０－１
甲府市湯村三丁目１－３１
笛吹市石和町市部１０７５
笛吹市御坂町栗合９４－１
甲府市上曽根町３００８－１
甲府市下石田二丁目１１－５
甲府市後屋町５００－２
甲州市塩山下於曽５４２
甲州市勝沼町勝沼３０８５
山梨市牧丘町窪平６１
山梨市小原西９１－１
韮崎市本町一丁目４－２１
北杜市須玉町若神子２３００－４
北杜市武川町牧原１４５０－２
甲斐市下今井８８－１８
北杜市長坂町長坂上条２５０２－１
北杜市大泉町西井出３３８０－１
甲斐市万才３３０－１
南アルプス市十五所７４５－１
甲斐市中下条１５８２－２
南アルプス市六科１４３３－２２
昭和町河東中島２９８

（業種別）

やまなし心のバリアフリー宣言事業所

分野

事業所名
山梨県民信用組合白根支店
山梨県民信用組合竜王支店
山梨県民信用組合鰍沢支店
山梨県民信用組合市川支店
山梨県民信用組合身延支店
山梨県民信用組合中富支店
山梨信用金庫本店
山梨信用金庫南支店
山梨信用金庫善光寺支店
山梨信用金庫小笠原支店
山梨信用金庫石和支店
山梨信用金庫市川支店
山梨信用金庫徳行支店
山梨信用金庫昭和支店
山梨信用金庫池田支店
山梨信用金庫増穂支店
山梨信用金庫塩山支店
山梨信用金庫南西支店
山梨信用金庫山梨支店
山梨信用金庫韮崎支店
山梨信用金庫敷島支店
山梨信用金庫玉幡支店
山梨信用金庫国母支店
山梨信用金庫石和南支店
山梨信用金庫湯村支店
山梨信用金庫田富支店
山梨信用金庫大月支店
山梨信用金庫猿橋支店
山梨信用金庫上野原支店
山梨信用金庫谷村支店
山梨信用金庫富士吉田支店
山梨信用金庫河口湖支店
山梨信用金庫松山支店
三井住友信託銀行甲府支店
株式会社Ｆ-agent
株式会社リプルコンサルタント
有限会社松山保険
有限会社ベスト保険事務所
ＭＳ山梨株式会社
保険マート株式会社
有限会社Ｄｏ保険企画
株式会社リンクス
有限会社 河野保険事務所
株式会社one’s best
甲府信用金庫 昭和支店
甲府信用金庫 田富支店
有限会社さんわサポート

10 不動産

有限会社ホームズ

3 株式会社古屋製作所
山梨相続サポートセンター

11 学術研究、
専門・技術サービス 株式会社ビジネスサポート
1
12 宿泊業
飲食サービス

柳屋
株式会社富士レークホテル
32 株式会社旅館きこり
東京建物リゾート株式会社ホテルレジーナ河口湖
株式会社ＨＡＭＡＹＯＵリゾート レイクホテル西湖
ポーズカフェレストラン ＮＡＮＢＡ
ホテルベル鐘山
株式会社ホテル平安
富士野屋夕亭
ホテル石庭
株式会社君佳

住所
南アルプス市飯野３４３９－２
甲斐市篠原２６６６－１
富士川町鰍沢町１６４１－２
市川三郷町市川大門１３２４－１
身延町角打３０６５
身延町飯富１９１７
甲府市中央一丁目１２－３６
甲府市太田町２２－１２
甲府市善光寺一丁目１７－１６
南アルプス市小笠原２８２－２
笛吹市石和町市部１１０３－１４
市川三郷町市川大門１７３－４
甲府市徳行四丁目１６－２４
昭和町河東中島１７５０－１
甲府市長松寺町１－６
富士川町天神中条１０４９－２
甲州市塩山上於曽１２２５
甲府市高畑二丁目１９－５
山梨市上神内川１０８７－６
韮崎市本町二丁目６－１７
甲斐市中下条６２８－８
甲斐市西八幡２３７７－３
甲府市国母八丁目３－１０
笛吹市石和町河内３４－４
甲府市湯村一丁目９－４３
中央市布施２３２７－４
大月市大月一丁目１０－１
大月市猿橋町猿橋４８－１
上野原市上野原３２６０－１
都留市中央一丁目６－１５
富士吉田市下吉田五丁目１５－２５
富士河口湖町船津３６３９－２５
富士吉田市上吉田二丁目４－１６
甲府市丸の内一丁目１７－１４
富士吉田市上吉田１－４－１０
都留市夏狩１７１９関山ビル２Ｆ
甲府市住吉５－７－１２
南アルプス市浅原１９７－５
栄光第一ビル２０２
甲府市相生２－３－１６
韮崎市栄町１－７－５８
都留市境１２５
甲府市北口３－８－６
富士吉田市上吉田９０３－１
甲府市上石田２－３９－１５ NTビル１F
昭和町上河東１３２４－１
中央市山之神１１２２－５３０ 流通センター内
北杜市高根町村山西割２４０３－５
甲府市徳行２丁目１－９
山梨市上石森２７５
甲府市住吉４－１０－３９

昭和町清水新居１６６６

甲府市湯村３－１６－２
富士河口湖町船津１番地
笛吹市石和町川中島３２５
富士河口湖町船津５２３９－１
富士河口湖町西湖９９７
甲府市湯田二丁目８－１
富士吉田市上吉田２３１８－１
笛吹市石和町川中島５３８
笛吹市石和町八田２８６
笛吹市石和町窪中島５８７
笛吹市石和町川中島１６０７－２８

（業種別）

やまなし心のバリアフリー宣言事業所

分野

事業所名
株式会社 談露館
ヘルシーレストランパセリ
株式会社大池ホテル
株式会社下部ホテル
清水屋旅館
ホワイトハウス
株式会社富士山 熔岩温泉
甲府記念日ホテル株式会社
株式会社グルディオ
（株）山梨交通 双葉サービスエリアレストラン山交
志麻の湯
百楽泉
かまなしの湯
ハイランドリゾート株式会社 ホテルマウント富士
ハイランドリゾート株式会社
ハイランドリゾートホテル＆スパ
今再珈琲店
有限会社 山岸旅館
株式会社 富ノ湖ホテル
じらごんの富士の館
じらごんの森の館
御坂農園グレープハウス

13生活関連
サービス

萱沼理容室
理容イシハラ
19 ＢＡＲ ＢＥＲ フジモリ
ヘアサロン・キムラ
アツシバ理容室
理容ブルマン
ヘアーサロンさの
ヘアモードびじょん
株式会社フィッツ白根Ｂ＆Ｇ海洋センター
テクノクリーン株式会社
東武トップツアーズ株式会社甲府支店
株式会社エイチ・アイ・エス セレオ甲府営業所
株式会社タビックスジャパン山梨支店
有限会社鈴屋リネンサプライ
近畿日本ツーリスト株式会社甲府支店
カトウ美容院
株式会社エイチ・アイ・エス甲府支店
株式会社 燈屋
美容室 i＊LABBITS

14 教育・学習支援 峡南幼稚園
10 学校法人市川南幼稚園
富士興業株式会社昇仙峡影絵の森美術館
ｏｆｆｉｃｅ ＯＫＵＡＫＩ
有限会社ワブン・ライフロングアカデミー
山梨県歯科衛生専門学校
やまなし伝統工芸館
パソコン教室こぴっと
（株）山梨交通自動車学校
工作教室ピノキオランド前田

15 医療・福祉

公益財団法人住吉皆成会すみよし作業センター

249 社会福祉法人ホープ会ホープステーション・ジョブ
社会福祉法人ホープ会ホープステーション・ジョイ
特定非営利法人韮和会就労継続支援Ｂ型ドリーム
株式会社ありがとう
就労継続支援Ａ型事業所アルプスの杜
株式会社スマイルサポート放課後等
ディサービス「スマイル」
株式会社スマイルサポート放課後等
ディサービス「ベイス」
社会福祉法人甲府市社会福祉事業団
甲府市障害者センター
株式会社えがお
特定非営利活動法人ゆめこころ
医療法人康麗会笛吹中央病院

住所
甲府市丸の内一丁目１９番１６号
甲府市後屋町４９２番
富士河口湖町船津６７１３－１０３
身延町上之平１９００
韮崎市本町１丁目６－５
富士吉田市下吉田５－３５－２０
南都留郡富士河口湖町船津５２１９
甲府市湯村３－２－３０
大月市駒橋１－２－２７ 大月織物会館１F
甲斐市龍地２６３０
甲斐市島上条２１２３
甲斐市宇津谷１７１５－１
甲斐市西八幡４２６８－６
富士吉田市新西原５丁目６番１号
富士吉田市新西原５丁目６番１号
甲府市湯村３－２－４４
富士河口湖町船津４０３０－１
富士河口湖町浅川５５
鳴沢村字ジラゴンノ８５３２－２７４
鳴沢村字ジラゴンノ８５３２－８８
笛吹市御坂町夏目原６５６－１
富士吉田市下吉田２－２－５
甲府市武田２－８－５
南部町内船７９０２－１１
山梨市小原西１２０７－３
甲府市中央２丁目９－１
甲斐市竜王新町１０１９－７
甲府市国母５－１５－１８
甲府市桜井町６１９－１
南アルプス市百々３４６８－６５
昭和町飯喰１３６７－８
甲府市丸の内二丁目２９－３
甲府市丸の内一丁目１－８セレオ甲府４Ｆ
甲斐市西八幡１８６４－１
韮崎市若宮一丁目３－１４
甲府市丸の内二丁目１－１
上野原市上野原３４３９
甲府市丸の内１－１－８セレオ甲府４Ｆ
甲府市上阿原町５９０－３
甲府市朝日１－５－２
富士川町青柳町１６０
市川三郷町市川大門５６１
甲府市高城町１０３５－２
甲府市音羽町４－４５
甲府市山宮町８２１
甲府市大手一丁目４－１
笛吹市石和町四日市場１５６６
中央市下河東３０５３－１
甲府市湯田２－１６－２５
甲府市朝気２－１－２
甲府市住吉４－１０－３２
甲府市富竹一丁目１２番１１号
甲府市富竹一丁目１１番１０号
韮崎市本町１－１７－４４
南アルプス市上野３５０番地
昭和町上河東横田８４７
山梨市北２５番地
甲府市川田町９３３番地１６
甲府市東光寺１丁目１０番２５号
甲府市城東３－１３－８
南アルプス市藤田４６０４－１
笛吹市石和町四日市場４７－１

（業種別）

やまなし心のバリアフリー宣言事業所

分野

事業所名
真心株式会社楓ケアサービス
医療法人高原会高原病院
医療法人高原会甲西介護事業所
医療法人高原会櫛形小笠原介護支援センター
医療法人高原会櫛形富士見介護支援センター
医療法人高原会白根介護支援センター
医療法人高原会富士川介護支援センター
医療法人高原会訪問看護ステーション
株式会社NEXT・DOOR多機能型
障がい福祉サービスこっとん
特定非営利活動法人八峰会サービスセンター八峰
株式会社ラクット
特定非営利活動法人福祉機構
やまなしリッツ・カンパニー
公益財団法人日本ケアフィット共育機構指定
障害者就労支援事業所ケアフィットファーム
社会福祉法人中央市社会福祉協議会
富士聖ヨハネ学園
特定非営利活動法人ジョブクリエーター
ぎんが工房
社会福祉法人いずみ会児童発達支援センターひまわり
特定非営利活動法人南風会ステップ増穂
社会福祉法人信和会わ～く穴山の里
社会福祉法人くにみ会障害者支援施設くにみ園
社会福祉法人くにみ会障害者福祉サービス事業所
ゆあーずあんどゆうず
社会福祉法人くにみ会峡南圏域相談支援センター
障害者福祉サービス事業所けやき園
つつじが崎学園
就労継続支援事業所株式会社絆
特定非営利活動法人ヒューマン・サポート翼
障害者支援施設穴山の里
特別養護老人ホーム穴山の杜
穴山の杜短期入所生活介護事業所
指定相談支援事業所さくら
社会福祉法人山梨県社会福祉事業団
障害者支援施設きぼうの家
富士北麓聖ヨハネ支援センター
特定非営利活動法人山梨県障がい者
自立支援センター本部
特定非営利活動法人山梨県障がい者
自立支援センターＡＳパック
特定非営利活動法人山梨県障がい者
自立支援センターアダストパック
特定非営利活動法人山梨県障がい者
自立支援センターなかよしパック
社会福祉法人青い樹の会ワークハウスみどりの家
社会福祉法人青い樹の会マハロ
社会福祉法人青い樹の会スマイルファクトリー
また明日株式会社
特定非営利活動法人おおつき社会福祉士事務所
ソーシャル
特定非営利活動法人あすなろ工房
社会福祉法人韮崎市社会福祉協議会
大草デイサービスセンターこぶし荘
穴山デイサービスセンターなごみの郷
特定非営利活動法人天使のおもちゃ図書館はばたき
株式会社ZIRITS
就労継続支援B型事業所ココット
社会福祉法人三富福祉会法人本部
社会福祉法人三富福祉会白樺園
社会福祉法人三富福祉会ハロハロ一番館
社会福祉法人三富福祉会相談支援部からりと
社会福祉法人三富福祉会ハロハロ二番館
社会福祉法人三富福祉会
ワーキングベースプロペラ
社会福祉法人三富福祉会しらかばホーム
社会福祉法人三富福祉会いるとこ
社会福祉法人三富福祉会ハロハロキッズ
社会福祉法人ムーブ障害福祉サービス事業所
pal-pal

住所
南アルプス市徳永１番地４－１０２
南アルプス市荊沢２５５
南アルプス市荊沢２７７－１
南アルプス市小笠原４０３－１
南アルプス市小笠原１１０８
南アルプス市上今諏訪４３７－１
富士川町天神中条６５
南アルプス市荊沢２４７－１
甲府市高畑１丁目１６－８
北杜市長坂町塚川１７５－２
上野原市上野原３５８４
甲府市徳行５丁目１０－４０
甲州市塩山赤尾６５０
中央市下河東６２０
忍野村忍草２７４８
南アルプス市野牛島１７４５－３
甲斐市天狗沢３０６
山梨市東後屋敷６３５－１
富士川町長沢３９９－１
韮崎市穴山町４４３３－１
富士川町鰍沢４２７２－１
富士川町長澤２３７４－１
市川三郷町岩間４３８
富士吉田市富士見４－１１－１６
甲府市岩窪町６１４
甲府市国母４－２１－２
都留市上谷５－６－２５
韮崎市穴山町５１６４
韮崎市穴山町５３９０
韮崎市穴山町４４１０－３
韮崎市穴山町４９１４－１
甲府市羽黒町１２５５
富士吉田市下吉田東１－１０－１８
昭和町築地新居１８８５－３
中央市一町畑１０２９－１
中央市山之神流通団地２－４－３
中央市乙黒３２６－９
南アルプス市寺部１９９2
南アルプス市西南湖３２－１
南アルプス市西南湖３２－１
南アルプス市百々２３５５－１
大月市富浜町宮谷１０３８
甲府市上石田四丁目５－１８
韮崎市大草町若尾１６８０
韮崎市大草町若尾１６８０
韮崎市穴山町４４１１
都留市桂町１１４２－１
甲府市宮原町９４－１
甲府市美咲一丁目８－５
山梨市三富川浦２２０３
山梨市三富川浦２２０３
山梨市小原東１３０９－１
山梨市小原東１３０９－１
山梨市東後屋敷５６６－５
甲州市塩山藤木１９０１
甲州市塩山藤木１８９１
山梨市下神内川１９２－３
甲州市塩山三日市場１９６５－４
富士河口湖町小立２４８７－４

（業種別）

やまなし心のバリアフリー宣言事業所

分野

事業所名

住所

社会福祉法人ムーブ放課後等デイサービス事業所
ぱるっこ
社会福祉法人ムーブ生活介護事業所パルパル
社会福祉法人ムーブ共同生活援助グループホーム
"なかま"
医療法人山角会山角病院
医療法人山角会支援センターみさき
医療法人山角会富士吉田診療所
SAKURA山梨センター
特定非営利法人ジット会たいよう
就労継続支援Ｂ型事業所アシストゆう
特定非営利活動法人いでたちの家
社会福祉法人甲州市社会福祉協議会本所
社会福祉法人甲州市社会福祉協議会
甲州市障害者地域生活支援センター
社会福祉法人甲州市社会福祉協議会
甲州市生活支援センターぶりっじ
社会福祉法人甲州市社会福祉協議会
勝沼健康福祉センター
社会福祉法人笛吹市社会福祉協議会本所
社会福祉法人笛吹市社会福祉協議会
一宮地域事務所
社会福祉法人笛吹市社会福祉協議会
支援センターふえふき
社会福祉法人笛吹市社会福祉協議会
後見センターふえふき
社会福祉法人笛吹市社会福祉協議会
石和通所介護事業所
社会福祉法人笛吹市社会福祉協議会
御坂通所介護事業所
社会福祉法人笛吹市社会福祉協議会
八代通所介護事業所
社会福祉法人笛吹市社会福祉協議会
境川通所介護事業所
社会福祉法人笛吹市社会福祉協議会
春日居通所介護事業所
社会福祉法人笛吹市社会福祉協議会
訪問介護事業所
公益財団法人三生会三生会病院
社会福祉法人山梨太陽の家
特定非営利活動法人杜の風キッズクラブひまわり
有限会社ケアプラン山梨
株式会社ＩＤＳＥシエル富士吉田教室
株式会社ＩＤＳＥシエル都留教室
社会福祉法人つくし会つくしの家
特定非営利活動法人来未
社会福祉法人三井福祉会法人本部
社会福祉法人三井福祉会 障がい者支援施設敷島緑陽園
社会福祉法人三井福祉会 就労移行・
就労継続Ｂ型事業所ワーキングスペース大地
社会福祉法人三井福祉会 放課後等
デイサービス事業所サポートはうすAndante
社会福祉法人三井福祉会 指定特定相談事業所アンダンテ
社会福祉法人三井福祉会 共同生活援助事業所春日の杜
社会福祉法人三井福祉会 共同生活援助事業所春日の丘
社会福祉法人三井福祉会 共同生活援助事業所春日の家
社会福祉法人三井福祉会
生活介護・就労継続Ｂ型事業所春日の郷
社会福祉法人三井福祉会
共同生活援助事業所ナイスケア樫の木
社会福祉法人三井福祉会 樫の木居宅介護支援事業所
福祉の実たけのこ
社会福祉法人山梨県社会福祉事業団
社会福祉法人山梨県社会福祉事業団
養護老人ホーム・特別養護老人ホーム
社会福祉法人山梨県社会福祉事業団
児童養護施設 明生学園
社会福祉法人山梨県社会福祉事業団
特別養護老人ホーム 桃源荘
社会福祉法人山梨県社会福祉事業団
サテライト桃源荘
社会福祉法人山梨県社会福祉事業団
障害者支援施設 もえぎ寮

本部
豊寿荘

富士河口湖町小立２４８７－４
富士河口湖町小立２４８７－１
西桂町倉見４７－２
甲府市美咲一丁目６－１０
甲府市美咲一丁目８－５
西桂町下暮地１８４
甲府市徳行二丁目５－１３
南アルプス市和泉９８４－１
富士川町長沢９９２
甲府市城東一丁目１６－２４
甲州市勝沼町休息１８６７－２
甲州市塩山上於曽９３３－６
甲州市塩山上於曽９７７－５
甲州市勝沼町休息１８６７－２
笛吹市八代町南９１７
笛吹市一宮町末木８０７－６
笛吹市石和町市部４４８
笛吹市八代町南９１７
笛吹市石和町下平井５７８
笛吹市御坂町栗合８７
笛吹市八代町南３２６－１
笛吹市境川町藤垈２５８８
笛吹市春日居町加茂７７－１
笛吹市八代町南９１７
上野原市上野原１１８５
甲府市羽黒町１２７２－１
北杜市長坂町長坂上条１５６５－１
南アルプス市加賀美２８９２－３
富士吉田市上吉田４２４４－６
都留市田野倉１５１７－１ヴィーナスコート１－Ｃ
笛吹市石和町小石和１８０２－１
甲府市桜井町６１５－２
甲斐市牛句２０２７－３
甲斐市牛句２０２７－３
甲斐市牛句２０２９－２
甲斐市牛句２０２９－２
甲斐市牛句２０２９－２
甲斐市長塚１５４－１
甲斐市牛句２２６１
甲斐市牛句２２６２－１
甲斐市中下条１２１４－１
甲斐市長塚１５７－３
甲斐市長塚１５７－３
富士吉田市旭五丁目１－１
甲府市太田町９－１
甲府保健所等合同庁舎４階
南アルプス市十日市場７２７
甲斐市竜王２１７５
山梨市一町田中１５５
山梨市一町田中１９７
大月市富浜町宮谷１５１０－３

（業種別）

やまなし心のバリアフリー宣言事業所

分野

事業所名
社会福祉法人山梨県社会福祉事業団
障害者支援施設 はまなし寮
社会福祉法人あそびじゅく 法人本部
社会福祉法人あそびじゅく 生活介護事業所
社会福祉法人あそびじゅく
共同生活援助事業所 ＭＡＲＩＫＯ寮
社会福祉法人あそびじゅく
居宅介護事業所 くがわ支援センター
社会福祉法人あそびじゅく 相談支援事業所
障害福祉サービス事業所わかあゆ工房
株式会社やさしい手甲府 本部
株式会社やさしい手甲府 甲府西事業所
株式会社やさしい手甲府 甲府東事業所
株式会社やさしい手甲府

住所
富士河口湖町船津６６６３－１
茅工房

甲府市貢川一丁目２－２３
甲府市貢川一丁目２－２３
甲府市下飯田一丁目１１－６
甲府市貢川一丁目２－２４

組木

富士見事業所

株式会社やさしい手甲府
しょうがい福祉サポート甲府北
株式会社やさしい手甲府 甲府南事業所
株式会社やさしい手甲府 甲斐事業所
株式会社やさしい手甲府 北杜事業所
株式会社やさしい手甲府 韮崎事業所
株式会社やさしい手甲府 南アルプス事業所
株式会社やさしい手甲府
南アルプスデイサービスセンター
株式会社やさしい手甲府 鰍沢事業所
株式会社やさしい手甲府 市川大門事業所
株式会社やさしい手甲府 勝沼事業所
株式会社やさしい手甲府 甲州事業所
株式会社やさしい手甲府 山梨事業所
株式会社やさしい手甲府 笛吹事業所
株式会社やさしい手甲府 大和事業所
株式会社やさしい手甲府 富士吉田事業所
株式会社やさしい手甲府 在宅生活支援事業
山梨口腔保健センター
富士・東部口腔保健センター
社会福祉法人昭和町社会福祉協議会
社会福祉法人笛吹市社会福祉協議会
御坂地域事務所
社会福祉法人笛吹市社会福祉協議会
境川地域事務所
社会福祉法人笛吹市社会福祉協議会
春日居地域事務所
社会福祉法人笛吹市社会福祉協議会
芦川地域事務所
社会福祉法人笛吹市社会福祉協議会
春日居ふれあい工房
社会福祉法人笛吹市社会福祉協議会 八代育美会
社会福祉法人笛吹市社会福祉協議会
一宮夢ふうせん
合同会社カナエール 創造工房くわの家
合同会社カナエール くわの家ミラフレンズ
社会福祉法人ぶどうの里 法人本部
社会福祉法人ぶどうの里 生活介護・就労継続
支援Ａ型・就労移行支援事業所 勝沼授産園
社会福祉法人ぶどうの里 生活介護事業所 石和授産園
社会福祉法人ぶどうの里 生活介護事業所 山梨授産園
社会福祉法人ぶどうの里 就労継続支援Ｂ型事業所 塩山授産
園
社会福祉法人ぶどうの里
放課後等デイサービス事業所 あくしゅ
社会福祉法人ぶどうの里 生活介護事業所 石和授産園とろっ
と分場
社会福祉法人ぶどうの里 共同生活援助事業所
ＧＨ甲府
社会福祉法人ぶどうの里 共同生活援助事業所 山崎荘
社会福祉法人ぶどうの里 単独型短期入所事業所
サクラダ
社会福祉法人ぶどうの里 相談支援事業所 ぶどうの里
社会福祉法人ぶどうの里
障害者就業・生活支援センター コピット
小澤こころのクリニック
株式会社やさしい手甲府 小瀬事業所

甲府市下飯田一丁目１１－６
上野原市上野原２２８３－１
甲府市上石田一丁目７－１４
甲府市上石田一丁目７－１４
甲府市酒折一丁目２０－２３
甲府市塩部四丁目１－１３
サンロードビル２階
甲府市千塚三丁目９－３ルネマンション千塚Ａ号室

甲府市大里町２９９９－１ １Ｆ
甲斐市篠原２１７３－６
北杜市須玉町藤田７９９－１
韮崎市藤井町南下條６４９－１
南アルプス市在家塚６７－１ジョイハウスＥ号
南アルプス市百々３０１１－６
富士川町鰍沢１８１８
市川三郷町市川大門１３８８－４
甲州市勝沼町休息１８６７－２
甲州市勝沼町山１１１０－１
山梨市上神内川１５４６ステーションビル竹川２階
笛吹市一宮町小城３００－１
甲州市大和町田野７７
富士吉田市下吉田七丁目２－３７
甲府市貢川一丁目６－２１
甲府市屋形二丁目１－３
都留市つる五丁目１－５５
昭和町押越９５５－１
笛吹市御坂町栗合８７
笛吹市境川町藤垈２５８８
笛吹市春日居町寺本１４２－１
笛吹市芦川町鶯宿４６６－１
笛吹市春日居町寺本１４２－１
笛吹市八代町南３２６－１
笛吹市一宮町末木６７７
笛吹市春日居町桑戸３０２－１
山梨市上神内川４７
甲州市勝沼町小佐手６３３－１
甲州市勝沼町小佐手６３３－１
笛吹市石和町四日市場１６３２－４
山梨市下石森５２４－３
甲州市塩山上於曽９３３－１
甲府市東光寺二丁目３－２８
甲府市湯田二丁目３－６
甲府市東光寺一丁目９－８
笛吹市石和町四日市場８３７－６
笛吹市石和町四日市場８２３

サクラダＢ１０８

甲州市勝沼町小佐手６３３－１
甲州市塩山上於曽９３３－６

甲州市塩山下塩後３５６－３
甲府市上町３３９－２

あんしんセンター内

（業種別）

やまなし心のバリアフリー宣言事業所

分野

事業所名
社会福祉法人和音の郷
放課後等デイサービス事業所 どれみ
社会福祉法人園樹会 障害者支援施設向徳舎
社会福祉法人園樹会 相談支援事業所With
社会福祉法人山梨ライトハウス 盲人福祉センター
社会福祉法人山梨ライトハウス 青い鳥ホーム
社会福祉法人山梨ライトハウス 青い鳥成人寮
社会福祉法人山梨ライトハウス 青い鳥老人ホーム
社会福祉法人山梨ライトハウス
青い鳥支援センター
社会福祉法人山梨ライトハウス 青い鳥ケアホーム
社会福祉法人日新会
合同会社キッズサポート
やまゆりの湯
通所支援ベルテール富士吉田園
社会福祉法人和音の郷 ハーモニーひろせ
社会福祉法人和音の郷 ハーモニー
一般財団法人山梨整肢更生会 中村外科医院
社会医療法人 加納岩 日下部記念病院
医食・健康院
特定非営利活動法人 Be Happy アエラーライフ
公益財団法人 山梨厚生会
山梨厚生病院
塩山市民病院
在宅介護サービスセンター ハートフル塩山
地域生活サポートセンターしるべ ひらしな
地域生活サポートセンターしるべ エール
株式会社あんしん 療育センターなないろ
特別養護老人ホーム 福寿荘
前田はりきゅう整骨院
株式会社イーエルイー介護事業部
社会復帰施設 ふえふき（グループホーム）
特定医療法人南山会 峡西病院
社会福祉法人 ありんこ （法人本部）
社会福祉法人障害福祉サービス事業所 ありんこ
社会福祉法人グループホーム そよかぜ
社会福祉法人グループホーム あさひ
社会福祉法人短期入所事業所 ありが亭
社会福祉法人富士北麓障がい者相談支援センター ありんこ
社会福祉法人障がい者就業・生活支援センター ありす
合同会社 榮眞堂 デイサービス日和
加納岩病院
社会福祉法人健輝会 げんき夢こども園
社会福祉法人 八ヶ岳名水会 星の里
社会福祉法人 八ヶ岳名水会
生活支援センター 陽だまり
社会福祉法人 八ヶ岳名水会 菜の花
社会福祉法人 八ヶ岳名水会 春の陽
社会福祉法人 八ヶ岳名水会 らいむ
社会福祉法人 八ヶ岳名水会 のはら樂団
社会福祉法人 園樹会
障害福祉サービス事業所 虹の色
共生型デイサービスまたあした富士川
一般社団法人 またあしたクラブ
スィートベリーKATUYAMA
北杜市障害福祉サービス事業所 パル実郷
社会福祉法人美咲会 美咲園
社会福祉法人美咲会 通所美咲
特定非営利活動法人こわぜ
社会福祉法人蒼渓会 ライフサポートラヴィ
医療法人社団健輝会 げんきキッズクリニック
特定非営利活動法人 自立支援センターめぐみ園
社会福祉法人忠恕会 山梨クリナース酒折
聖歯科クリニック
巨摩共立病院
社会福祉法人ぶどうの里笛吹センター内
放課後等デイサービス事業所みなてらす
社会福祉法人ぶどうの里笛吹センター内
療育相談所みなてらす
社会福祉法人 山の都福祉会スカイコート大月

住所
甲府市川田町９３３－３５
甲府市向町２７７
甲府市向町２７７ ぴあsmile内
甲府市下飯田２－１０－１
甲府市塩部１－６－２０
甲府市下飯田２－１０－１
笛吹市春日居町小松８５５－１９２
甲府市下飯田１－１０－２２
甲府市下飯田１－１０－２４
甲府市上町２４７３
富士河口湖町船津３９０３
笛吹市春日居町寺本１４２－１
富士吉田市竜ヶ丘３－１２－４
笛吹市石和町広瀬２２２－１
笛吹市石和町下平井３２９
甲府市丸の内１－１２－３
山梨市上神内川１３６３
富士吉田市下吉田７－２９－２３
富士吉田市上吉田９５７－２
山梨市落合８６０
山梨市落合８６０
甲州市塩山西広門田４３３－１
甲州市塩山上於曾１３７２
山梨市落合８６０
山梨市落合８９－３
甲斐市岩森字東堀５８０－１
富士川町小室１２４１
上野原市上野原５２１－２

グリーンレジデンス１０１号室

昭和町西条２３２－１０
山梨市上神内川１３２１－１
南アルプス市下宮地４２１
富士吉田市大明見１－１３－２８
富士吉田市大明見１-１３-２８
富士吉田市下吉田５-１３-２８
富士吉田市旭２-１５-１２
富士吉田市旭２-１５-１２
富士吉田市大明見１－１３－２８
富士吉田市大明見１-１３-２８
山梨市南１００５
山梨市上神内川１３０９
昭和町河東中島７４８－２
北杜市長坂町長坂下条１２３７－３
北杜市長坂町長坂下条１３６８－１
北杜市長坂町長坂下条１３６８－１
北杜市長坂町長坂下条１２３７－３
北杜市長坂町長坂下条１２３７－３
北杜市長坂町小荒間１０９５－７
甲府市向町２８４-８
南巨摩郡富士川町鰍沢１５８６
富士河口湖町勝山２９８
北杜市高根町箕輪２２７０－１
笛吹市八代町北１７５－１
笛吹市八代町北２３６
大月市賑岡町強瀬４７８番地
南アルプス市有野２８２７－１
昭和町河東中島７４８－１
市川三郷町市川大門４７９６－１
甲府市横根町１５０－１
甲府市朝気１－１－３５
南アルプス市桃園３４０
笛吹市石和町広瀬４９４－１
笛吹市石和町広瀬４９４－１
大月市賑岡町浅利１１０８－１

（業種別）

やまなし心のバリアフリー宣言事業所

分野

16 複合サービス

事業所名

甲府市上阿原町１１５１番地
甲府市下帯那町３２１５－１
甲斐市中下条８５１－１
甲府市中央２－１１－２９
富士吉田市上吉田字熊穴４５８４番地
大月市大月町真木４６８０－２
大月市大月町真木４６８０－５
甲州市塩山中萩原１３０９番地
甲州市勝沼町１４０５－１

小笠原郵便局

南アルプス市小笠原２５０－８
南アルプス市在家塚１１９５－４
南アルプス市沢登９８３－１
南アルプス市寺部１３１５
南アルプス市荊沢１３２４
南アルプス市上今諏訪１３２０
南アルプス市有野５２３
南アルプス市上市之瀬７５０－１
南アルプス市芦安芦倉５１６
南アルプス市上宮地３６６
南アルプス市西南湖４０７５－１
南アルプス市吉田３３８－９
南アルプス市百々２４２５－１
南アルプス市下宮地５６３－４

14 白根郵便局
桃園郵便局
鏡中條郵便局
荊沢郵便局
白根今諏訪郵便局
白根源郵便局
野之瀬郵便局
芦安郵便局
榊郵便局
南湖郵便局
櫛形吉田郵便局
白根百田郵便局
南アルプス郵便局

17 サービス業

綜合警備保障株式会社山梨支社

28 綜合警備保障株式会社富士吉田営業所
綜合警備保障株式会社韮崎営業所
綜合警備保障株式会社大月都留営業所
エルテックサービス株式会社
株式会社アダストサービス本社・本社工場
株式会社アダストサービス南アルプス工場
株式会社アダストサービスベンダー事業部
株式会社アダストサービスベストライフ事業部
岡島ローヤル会館
株式会社ジットセレモニー甲府ホール
株式会社ジットセレモニー三郡ホール
株式会社ジットセレモニー双葉ホール
株式会社ジットセレモニー白根ホール
株式会社ジットセレモニー田富ホール
株式会社ジットセレモニー八田ホール
株式会社ジットセレモニー市川ホール
株式会社ジットセレモニー若草ホール
株式会社アシストエンジニアリング
株式会社アシストエンジニアリング機器事業部
株式会社アシストエンジニアリング
富士吉田事業所
昭和総合警備保障株式会社
山寺自動車工業
株式会社コメット
有限会社輿石モータース
オートステーションＴＡＴＳＵＭi
株式会社しんわ興業
株式会社ファイブスター

18 その他

住所

医療法人立史会 今井整形外科医院
社会福祉法人清長会 千代田荘
きららベーカリー
株式会社 EnSha
社会福祉法人 明清会
社会福祉法人芽生福祉会 就労支援事業所めばえ
社会福祉法人芽生福祉会 グループホームあおば
社会福祉法人藤実会
社会福祉法人 山の都福祉会スカイコート勝沼
社会福祉法人山梨市社会福祉協議会
障害者相談センターちどり
KEIPE株式会社 KEIPE甲府オフィス
KEIPE株式会社 KEIPE笛吹オフィス

一般社団法人山梨県法人会連合会

4 山梨県水産物商業協同組合
公益社団法人大月法人会
一般社団法人山梨県歯科医師会

山梨市小原西６４９－１
甲府市中央２－９－２０ タカオカビル１階
笛吹市石和温泉駅前１３－１１ 金子ビル２階

甲府市太田町８－１
富士吉田市下吉田６－１８－４７
韮崎市本町１－３－１１
都留市井倉８５－１2
笛吹市一宮町国分１０１４
昭和町築地新居１８８５－３
南アルプス市下高砂２２３
韮崎市大草町上條東割５１７－２
中央市山之神流通団地２－４－３
甲府市丸の内一丁目２１番１５号
甲府市高畑二丁目１９－２
南アルプス市和泉９８４－１
甲斐市大垈２３２２－１
南アルプス市飯野２８１５－１３
中央市山之神３６１７－３
南アルプス市上八田２２９－１６
市川三郷町高田１００－１
南アルプス市十日市場１８１７
中央市布施２１０６－１
南アルプス市宮沢３０１－３１
富士吉田市上吉田２－７－１１ Ｂ棟２階
甲府市朝気一丁目１－５
韮崎市本町４－５－１１
都留市つる５－７－３２
北杜市須玉町大蔵８６０－１
中央市浅利３５７１－１
富士吉田市新西原３－４－２０
甲斐市万才５８５
甲府市中央４丁目１２番２１号
甲府市国母六丁目６－４
都留市田野倉２２２－１
甲府市大手一丁目４－１

