
氏　　　　名 （企業・団体名）
住　　　　所

（所　在　地）
ホームページ

1 株式会社出雲 北杜市須玉町 http://www.izumo-h.com/

2 金精軒製菓株式会社 北杜市白州町 http://kinseiken.co.jp/

3 株式会社カナマル 北杜市小淵沢町 http://www.kana-den.com

4 エルテックサービス株式会社 笛吹市 http://www.ertec-g.co.jp/

5 岩間井戸工業株式会社 甲府市 http://www.iwamaido.jp/

6 峡北印刷株式会社 北杜市長坂町 -

7 有限会社藤原造林 甲斐市 http://yama-mori.com/

8 株式会社早野組 甲府市 http://www.hayano.co.jp/

9 株式会社甲府情報システム 中央市 http://www.kofujoho.co.jp

10 有限会社清水林業 韮崎市 -

11 株式会社萩原ボーリング 甲府市 http://hagibor.cojp/

12 株式会社富士グリーンテック 甲府市 http://www.fujigreentech.jp/

13 有限会社アグリマインド 北杜市明野町 http://agrimind.co.jp/

14 中央電子株式会社 東京都八王子市 http://www.cec.co.jp/

15 株式会社八ヶ岳モールマネージメント 東京都千代田区 http://www.y-mm.jp/

16 株式会社ＡＯＢ慧央グループ 北杜市小淵沢町 http://www.aob-keioh-group.co.jp/

17 株式会社村上農園 広島県広島市 http://www.murakamifarm.com/

18 熊本県果実農業協同組合連合会白州工場 北杜市白州町 http://3kj.jp/

19 山梨銘醸株式会社 北杜市白州町 http://www.sake-shichiken.co.jp/

20 北杜森林整備株式会社 北杜市長坂町 -

21 株式会社メイキョー 甲府市 http://www.eps1.comlink.ne.jp/~meikyo/

22 有限会社原林業 北杜市大泉町 http://www.rinhara.co.jp/

23 株式会社環境保全研究所 北杜市高根町 http://www.kankyo-hozen.co.jp/

24 武の井酒造株式会社 北杜市高根町 http://www008.upp.so-net.ne.jp/takenoi/

25 株式会社ＹＳＫ　e-com 甲府市 https://www.ysk.co.jp/

26 有限会社ほくと夢ポケット 北杜市高根町 http://hokutoyumepocket.wix.com/yumepocket

27 株式会社やさしい手甲府 甲府市 http://www.yasashiite-kofu.co.jp/

28 元旦ビューティ工業株式会社　山梨第二工場 北杜市高根町 http://www.gantan.co.jp/

29 中央環境理研株式会社 南アルプス市 http://cesr.co.jp/

30 株式会社明和電機 北杜市長坂町 http://www.meiwadenki-ltd.co.jp/

平成30年度北杜市環境保全協力金制度への協力者
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31 中山園 北杜市小淵沢町 http://www.nakayamaen.com/

32 株式会社リニューアルウィングス 東京都墨田区 http://www.renewalwings.co.jp/

33 有限会社鈴木陸送 北杜市明野町 -

34 坂本林業 北杜市白州町 -

35 株式会社ユイット・ラボラトリーズ 北杜市長坂町 https://www.huit-labo.co.jp/

36 株式会社ハイジの村 北杜市明野町 http://www.haiji-no-mura.com/

37 有限会社天女山 北杜市大泉町 http://www.tennyosan.com/

38 株式会社日本ネットワークサービス 甲府市 http://www.nns-catv.co.jp/

39 株式会社スポーツプラザ報徳 神奈川県小田原市 http://www.sp-houtoku.com/

40 株式会社アルプス 中巨摩郡昭和町 http://www.alps-hs.co.jp/

41 グランドクリエイト株式会社 北杜市高根町 -

42 株式会社内藤ハウス 韮崎市 http://www.naitohouse.co.jp/

43 ＪＭエナジー株式会社 北杜市大泉町 http://www.jmenergy.co.jp/

44 株式会社雲松園 北杜市小淵沢町 http://www,unshouen.co.jp/

45 株式会社ハイチック 甲斐市 http://www.hychick.co.jp/

46 有限会社タキデン 北杜市須玉町 http://takiden.com/

47 三峰川電力株式会社　三峰川発電事業所 長野県伊那市 http://mibuden.com/

48 有限会社北杜緑化 北杜市須玉町 -

49 サントリー食品インターナショナル株式会社 東京都中央区 https://www.suntory.co.jp/softdrink/

50 株式会社清水製作所 北杜市長坂町 http://www.nns.ne.jp/~shimizu.ss-ts/

51 株式会社キッツ　長坂工場 北杜市長坂町 http://www.kitz.co.jp/

52 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社　白州工場 北杜市白州町 https://www.ccbji.co.jp/

53 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 甲府市 http://www.shidax.co.jp/group/gaiyou.php?cid=5

54 峡北建設株式会社 北杜市長坂町 http://kyohoku-kk.co.jp/

55 中央ベニヤ株式会社 甲府市 http://www.chuveni.jp/

56 株式会社山梨県環境科学検査センター 甲斐市 http://www.yrce.co.jp/

57 有限会社カイコマＣＣ 北杜市武川町 http://www.kaikoma-cc.com/

58 サンメドウズ清里株式会社 北杜市大泉町 http://www.sunmeadows.co.jp/

59 有限会社細田組 韮崎市円野町 -

60 株式会社電算 長野県長野市 http://www.ndensan.co.jp/

61 マクセル株式会社スリオンテック事業本部 神奈川県川崎市 http://sliontec.maxell.co.jp/

http://www.nakayamaen.com/
http://www.renewalwings.co.jp/
https://www.huit-labo.co.jp/
http://www.haiji-no-mura.com/
http://www.tennyosan.com/
http://www.nns-catv.co.jp/
http://www.sp-houtoku.com/
http://www.alps-hs.co.jp/
http://www.naitohouse.co.jp/
http://www.jmenergy.co.jp/
http://www,unshouen.co.jp/
http://www.hychick.co.jp/
http://takiden.com/
http://mibuden.com/
https://www.suntory.co.jp/softdrink/
http://www.nns.ne.jp/~shimizu.ss-ts/
http://www.kitz.co.jp/
https://www.ccbji.co.jp/
http://www.shidax.co.jp/group/gaiyou.php?cid=5
http://kyohoku-kk.co.jp/
http://www.chuveni.jp/
http://www.yrce.co.jp/
http://www.kaikoma-cc.com/
http://www.sunmeadows.co.jp/
http://www.ndensan.co.jp/
http://sliontec.maxell.co.jp/


氏　　　　名 （企業・団体名）
住　　　　所

（所　在　地）
ホームページ

62 株式会社スリーナイン 北杜市白州町 -

63 株式会社清里丘の公園 北杜市高根町 http://www.okanokouen.com/

64 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 南アルプス市 https://www.ccbji.co.jp/

65 白州小学校児童会 北杜市白州町 http://www.hakushu.city-hokuto.ed.jp/
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