
登録番号 地域区分 業者名 住所

1379 市内 （有）アカシヤ 山梨県北杜市⾧坂町⾧坂上条２０７７−８９

1380 市内 輿水電気保安管理事務所 山梨県北杜市須玉町江草２６２８

1381 市内 （有）天女山 山梨県北杜市大泉町西井出８２４０−１７２６

1382 県内 （株）アークメディカル 山梨県甲府市向町２５９−１

1383 県内 （株）アームス 山梨県甲府市朝日２ー１６−１５

1384 県内 今沢メンテナンス 山梨県甲府市国母２−３−３５

1385 県内 （株）エイチ・アイ・エス セレオ甲府営業所 山梨県甲府市丸の内１−１−８ セレオ甲府４階

1386 県内 （合）柏木 山梨県富士吉田市大明見６−１２−１

1387 県内 キクヤ 山梨県大月市御太刀１−９−１９

1388 県内 （有）峡西豆腐工房横山食品 山梨県南アルプス市下今諏訪５６４

1389 県内 （株）峡南堂印刷所 山梨県甲府市丸の内１−１０−１

1390 県内 グランペール（合） 山梨県甲府市飯田５ー５−３０センチュリー甲府２０８号

1391 県内 （株）ＫＦＫファクトリー ＫＦＫレンタル 山梨県甲府市貢川本町５−１０

1392 県内 （有）ケンソウ 山梨県甲府市国母５−１０−２８

1393 県内 サインワークス楽創 山梨県笛吹市御坂町井之上１７５１ー１

1394 県内 （特非）さくら国際環境保護協会 山梨県甲斐市亀沢６９４９−９６

1395 県内 （有）佐藤林業 山梨県笛吹市御坂町藤野木１４５２

1396 県内 （株）財商 財商甲府営業所 山梨県甲府市大里町４２２７−１

1397 県内 清水食器（株） 山梨県甲府市国母６−４−２

1398 県内 （有）信栄 山梨県南巨摩郡富士川町天神中條１０６０−１

1399 県内 （株）新光設備工業 山梨県甲府市上阿原町６６９ー１

1400 県内 （株）Ｇ・ファクトリー 山梨県甲府市大里町５０２８Ｇビル２０１

1401 県内 ジェイ・ピー・ビー（有） 山梨県甲斐市龍地２５２７−２

1402 県内 （株）ジャクエツ 甲府店 山梨県甲府市住吉２−６−１６

1403 県内 鈴与レンタカー（株） 甲府駅前店 山梨県甲府市丸の内２−７−２３

1404 県内 スペースラボ市村 山梨県大月市大月１−２１−１５

1405 県内 （一社）ゼロエミやまなし 山梨県甲斐市島上条３０６９

1406 県内 （株）武田広告社 山梨県甲府市千塚２−５−１７

1407 県内 タマパック（株） タマパック甲府工場 山梨県甲府市国玉町８３１

1408 県内 （株）丹沢電機 山梨県甲府市伊勢１−１０−３

1409 県内 大日本コンサルタント（株） 山梨営業所 山梨県甲府市丸の内１−１６−１４

1410 県内 ＴＫ・Ｎｅｘｕｓ（株） 山梨県南アルプス市寺部１６６３−３

1411 県内 テルウェル東日本（株） 山梨支店 山梨県甲府市青沼１−１２−１３エヌティティ青沼ビル３階

1412 県内 （株）デジタルデビジョン 山梨県甲府市北口２ー６ー１０

1413 県内 トヨタカローラ山梨（株） 甲斐アルプス店 山梨県甲斐市下今井１０５５

1414 県内 （株）日本リフレッシュ 山梨県甲府市徳行２−１０−１９

1415 県内 光織物（有） 山梨県富士吉田市松山１−４−１３

1416 県内 ヒノキブンコ 山梨県甲府市岩窪町２２０−４

1417 県内 ヒューコムエンジニアリング（株） 山梨県中巨摩郡昭和町河西１２３２−１

1418 県内 （株）ＶＩＳＩＴＥＣ 山梨県富士吉田市新町２−６−１０

1419 県内 （有）フタバクリーンサービス 山梨県甲府市伊勢２ー１３ー５

1420 県内 （株）平安堂 平安堂卸部甲府営業所 山梨県甲府市国母４−２−４

1421 県内 （特非）やまなしキャリアデザイン・ラボ 山梨県中巨摩郡昭和町河西１２３２−１

1422 県内 （株）山梨クリーンサービス 山梨県甲府市和戸町１２１９−４

1423 県内 山梨中央林材（株） 山梨県甲府市中央４ー１２−３１

1424 県内 （株）ライフパシフィックデザイン 山梨営業所 山梨県甲府市白井町１６５−３

1425 県内 リビングスタッフ山梨 山梨県都留市下谷１−３−２７

1426 県外 （株）アイ・ディー・エー 群馬県高崎市倉賀野町４２２１−１３

1427 県外 （株）赤尾 東京本社 東京都千代田区外神田６−１３−１３

1428 県外 （株）Ｅ−ＣＯＮ 静岡県静岡市葵区北安東５−３１−１６

1429 県外 （株）氏家製作所 埼玉県さいたま市大宮区三橋１−５９２

1430 県外 （株）エー・トゥー・ゼット ⾧野県松本市高宮中１−３５

1431 県外 エアプロダクツ（株） 埼玉県狭山市新狭山１−１−１

1432 県外 （株）エヌ・エイ・シー 東京都港区西新橋１−６−２１

1433 県外 大阪ガスセキュリティサービス（株） 大阪府大阪市淀川区十三本町３−６−３５

1434 県外 （株）大林組 東京本店 東京都港区港南２ー１５−２

1435 県外 （株）甲斐路苑 東京都杉並区上荻１−１６−１７荻窪キクヤビル６Ｆ

1436 県外 川上産業（株） 静岡営業所 静岡県静岡市葵区南安倍１−３−１０ 大成住宅ビル７階 ７０４

1437 県外 カワサキグリーンエナジー（株） 兵庫県神戸市中央区東川崎町３−１−１

1438 県外 関東港業（株） 文化財保存対策事業部 東京都港区芝浦４−１７−１１

1439 県外 企業組合労協センター事業団 東京都豊島区東池袋１−４４−３池袋ＩＳＰタマビル

1440 県外 協同乳業（株） 関東営業部西関東支店 東京都西多摩郡日の出町平井２０−１

1441 県外 コニカミノルタジャパン（株） パートナー営業本部 関東営業統括部 東京都港区芝浦１−１−１

1442 県外 （株）サトー交易 静岡県沼津市足高４０６−２７

1443 県外 （株）サリー・ジョイス・ジャパン 東京都千代田区三番町６

1444 県外 （株）シガドライウィザース 滋賀県彦根市南川瀬町１５４７番地

1445 県外 （株）シナジー 沖縄県宜野湾市大山七−１０ー１４ー３Ｆ

1446 県外 （株）昭文社 東京都千代田区麹町３−１



1447 県外 （株）ジーエスエフ 東京都新宿区西新宿３−２０−２

1448 県外 （株）ＪＤＲＯＮＥ 東京都新宿区西新宿２−１−１

1449 県外 （株）ジオックス 愛知県一宮市八幡２−２−７

1450 県外 （株）杉原設計事務所 東京都新宿区新宿１−２０−１３

1451 県外 （合）スクールゴー 大阪府大阪市天王寺区味原本町１ー９

1452 県外 住友林業（株） 資源環境事業本部山林部 東京都千代田区大手町１−３ー２

1453 県外 税理士法人 森田会計事務所 奈良県奈良市油阪町４５６番地 第２森田ビル４階

1454 県外 税理士法人ＴＭＳ 練馬事務所 東京都練馬区氷川台４−４７−１８

1455 県外 谷沢建設（株） 東京都港区西麻布３−２−１１

1456 県外 大和化成（株） 大阪府大阪市天王寺区味原本町１−１１

1457 県外 大和産業（株） 佐賀県佐賀市高木瀬西１−５−１９

1458 県外 （株）通電技術 北海道札幌市白石区平和通２−北１１−２０

1459 県外 ＴＲＣ−ＡＤＥＡＣ（株） 東京都文京区大塚３−１−１

1460 県外 トーテックアメニティ（株） 愛知県名古屋市西区名駅２ー２７ー８

1461 県外 東京ケータリング（株） 東京都新宿区左門町３−１左門イレブン３階

1462 県外 トランス・コスモス（株） 東京都渋谷区東１−２−２０

1463 県外 中川製袋化工（株） 東京営業所 東京都中央区日本橋室町１−９−１２共同ビル（室町１丁目）８階

1464 県外 日清医療食品（株） 中部支店 ⾧野県⾧野市栗田源田窪１０００ー１ ⾧栄⾧野東口ビル７階

1465 県外 日振工発（株） 西関東支店 神奈川県相模原市中央区田名４０００−４

1466 県外 ニッセイ情報テクノロジー（株） 東京都大田区蒲田５−３７ー１

1467 県外 日東工営（株） 本店事業部 東京都新宿区西新宿７−７−３０

1468 県外 （株）日本プロフィックス・エンジニアリング 東京都千代田区九段北１−４−５ 北の丸グラスゲート６階Ａ

1469 県外 （有）日本一安い罠の店 大分県由布市挾間町来鉢２９９６−２

1470 県外 （株）ネクシィーズ 東京都渋谷区桜丘町２０−４ ネクシィーズスクエアビル

1471 県外 （株）ネクシィーズ・ゼロ 東京都渋谷区桜丘町２０−４

1472 県外 Ｎｅｘｔ‐ｉ（株） さいたま支店 埼玉県さいたま市北区宮原町３−３０６−６

1473 県外 （株）ＨＡＲＰ 北海道札幌市中央区北１条西６丁目１番地２

1474 県外 ハーベスト（株） 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩間町２ー１２０

1475 県外 （株）パソナ パソナ本部 東京都千代田区大手町２−６−２

1476 県外 （株）ビジョン 東京都新宿区西新宿６−５−１

1477 県外 （株）武揚堂 東京都中央区日本橋３−８−１６

1478 県外 （株）ヘキサメディア 埼玉県川口市飯塚１−２−１１川口テラス２０１

1479 県外 （株）ベネフィット・ワン 東京都千代田区大手町２−６−２

1480 県外 母子モ（株） 東京都新宿区西新宿３−２０−２

1481 県外 （株）前川製作所 東京都江東区牡丹３−１４−１５

1482 県外 （株）ムラウチホビー 東京都八王子市大和田町５−１６−１

1483 県外 （株）メディアドゥ 東京都千代田区一ツ橋一丁目１番１号

1484 県外 メディフォン（株） 東京都港区赤坂６ー１４ー２ 赤坂倉橋ビル３階

1485 県外 （株）メドレー 東京都港区六本木３ー２ー１グランドタワー２２階

1486 県外 モアシステム（株） 愛知県豊橋市前田町２−１３ー１

1487 県外 八洲電機（株） 産業システム本部 東京都港区新橋３−１−１

1488 県外 ユミルリンク（株） 東京都渋谷区代々木２−２−１

1489 県外 横田慎一公認会計士事務所 大阪府大阪市鶴見区横堤１ー１２ー１３−２０７

1490 県外 （株）理研グリーン 静岡支店 静岡県静岡市駿河区中村町２−３

1491 県外 （株）ＬＥＯＣ 東京都千代田区大手町１−１−３大手センタービル１６階

1492 県外 レンゴー（株） 湘南工場 神奈川県高座郡寒川町宮山３１５５

1493 県外 （特非）ワーカーズコープ 東京都豊島区東池袋１−４４−３池袋ＩＳＰタマビル


