
3/13
(月)

12:45～13:00

業　種： 宿泊業 事業内容：

所在地 職　種

設　立 採用人数

勤務地

勤務時間

平均年齢

HPのURL

電話番号

Eメールアドレス

担当者

1.ハイランドリゾート株式会社

ハローワーク求人番号 221219-1-262542-01（仮）

　 会社概要 　採用情報

ホテル・ゴルフ場業

写真

　企業プロフィール

富士急行(株)が多様化するレジャーニーズに対応するべく、富士急ハイランドを中心としたアミューズメントエリアの中核施設として
全く新しいタイプの感性豊かなリゾートホテルの建設を目指し、その経営母体となる「ハイランドリゾート(株)」を1982（昭和
57）年6月に設立しました。1986（昭和61）年3月、レジャー、文化イベント、スポーツなどを多目的に楽しめ、シティホテル機
能が備わったリゾートホテルとして「ホテルハイランドリゾート」を開業。
また1994（平成6）年4月からは、同じ富士急グループの傘下で1963（昭和38）年7月開業の「ホテルマウント富士」、1935
（昭和10）年8月開業の「富士ゴルフコース」、「ホテルハイランドリゾート」は「ふじやま温泉」開業後の2007年3月、スパ機能
が備わったリゾートホテルとして「ハイランドリゾートホテル＆スパ」に名称を変更しました。

山梨県富士吉田市新西原5-6-1 ホテル総合職

1982年6月21日 3名

従業員数
270名 富士吉田市、山中湖村

企業動画URL（ある場合のみ）

富士急グループの一員として、『いつも「喜び・感動」』を経営理念に、最高のホスピタリティを提供します。

ホテルはまさに究極のサービス業です。当社の求める人材は、おもてなしの心でお客様と接することができる方、明
確なビジョンを持ち前向きな姿勢が感じ取れる方、いつも笑顔を忘れない方。何よりも人と接することが好きで、相
手のために尽くしたい、そうしたことが大好きで喜びを見い出せる、そんな人をお待ちしています。

直接企業にお問合せください。

シフト制（実働7.5H、9時間拘束）

企業のPRポイント

求める人材

インターンシップや会社見学会など

39歳

0555-22-1181

akiko-miyazaki@fujikyu.co.jp

総務部　宮崎晶子

https://www.highlandresort.co.jp/

職務内容

フロントサービス/レストラン・バンケットサー
ビス/人事・経理・購買・企画・営業

休　日
年間90日（月7～9日）年次有給、慶弔休暇、産
前産後休業、育児休業、介護休業

https://www.highlandresort.co.jp/
mailto:akiko-miyazaki@fujikyu.co.jp
mailto:akiko-miyazaki@fujikyu.co.jp
https://www.highlandresort.co.jp/


3/13
(月)

13:20～13:35

業　種： 医療福祉関連サービス 事業内容：

所在地 職　種

設　立 採用人数

勤務地

勤務時間

平均年齢

HPのURL

電話番号

Eメールアドレス

担当者

2.ワタキューセイモア株式会社
東京支店　甲信工場

リネンサプライを中心とした医療福祉系専門商社

写真

　企業プロフィール

1962（昭和37）年に、寝具と洗濯を一括して病院に提供するビジネスモデルを構築
し、病院基準寝具業者となりました。基本方針である「心」を大切に、全国の病院や福
祉施設との間に総合サービスを提供するリーディングカンパニー。継続的に質のよい
サービスを提供していくことが使命と考えております。

従業員数
17,198人 山梨県山梨市北1709

8：30～17：30

　 会社概要 　採用情報

山梨県山梨市北1709 リネンサプライ

1962年 5名

実施可能。日時はお問合せください。

企業動画URL（ある場合のみ）

https://my.interview-maker.com/video-

seminars/01G945KM0ZCRNP6ZH1XNBPGRPH

ハローワーク求人番号 19030-17329

企業のPRポイント

創業150年を超える企業です。もともとは京都で綿の販売を生業としていました。現在は、病院や福祉施設をお客
様として、リネンサプライを中心とした事業を展開しています。ベッドや車椅子、大人用紙おむつの販売や、手術
器材の洗浄、滅菌等の病院内業務のアウトソーシング。院内売店事業を柱とした専門商社です。景気に左右されに
くい安定した経営を行えているのが当社の特徴です。

求める人材

コツコツする仕事が好きな方、接客や営業よりは体を動かす仕事が向いていると考えている方が向いている
と思います。

インターンシップや会社見学会など

45歳
休　日 シフト休（月～土曜日）＋日曜日

https://www.watakyu.co.jp/

042-703-7766

職務内容

【病院・福祉施設で使用される寝具の洗濯・仕上
げ】ロールアイロナーを使用しシーツ等を仕上げ
ます。白衣やユニフォーム、タオル類の洗濯及び

仕上げを行います。
fujikawa@watakyu.co.jp

採用課　藤川弘志

https://www.watakyu.co.jp/
mailto:fujikawa@watakyu.co.jp
https://my.interview-maker.com/video-seminars/01G945KM0ZCRNP6ZH1XNBPGRPH
https://my.interview-maker.com/video-seminars/01G945KM0ZCRNP6ZH1XNBPGRPH
https://my.interview-maker.com/video-seminars/01G945KM0ZCRNP6ZH1XNBPGRPH
https://my.interview-maker.com/video-seminars/01G945KM0ZCRNP6ZH1XNBPGRPH
https://my.interview-maker.com/video-seminars/01G945KM0ZCRNP6ZH1XNBPGRPH
https://www.watakyu.co.jp/
mailto:fujikawa@watakyu.co.jp


3/13
(月)

13:55～14:10

業　種： 卸売業 事業内容：

所在地 職　種

設　立 採用人数

勤務地

勤務時間

平均年齢

HPのURL

電話番号

Eメールアドレス

担当者

3.株式会社七保

建材卸売・木造建築

写真

　企業プロフィール

木造建築は、温室効果ガスである二酸化炭素を吸収する木材を使用するため、「第二の
森林」と呼ばれています。わたしたち株式会社七保は、山梨県産材を加工し、県内で積
極的に利用し、木造建築を増やしていくことで、山梨県の「第一の森林」を維持しなが
ら、「第二の森林」を広げていき、地球温暖化防止の一端を担いつつ、SDGsの目標達成
に貢献していきたいと考えています。また、県産材の地産地消を積極的に進めていくこ
とで、県内の林業・製材業・住宅産業などの地域産業の持続的な振興に資する原動力に
なれたらと考えています。

従業員数
85名（2022年11月現在） 山梨県甲府市

8：00～17：00（休憩60分）

　 会社概要 　採用情報

山梨県甲府市向町296 営業職/施工管理職/配送スタッフ/事務職

1962年7月24日 2名/2名/2名/1名

企業見学はご希望があれば随時行います。
ご興味のある方は是非下記にご連絡ください。
①お名前、②連絡先、③企業見学希望の日時、を（担当：浅川　asakawa@nanaho.co.jp）まで。

企業動画URL（ある場合のみ） https://www.youtube.com/watch?v=sASpJMDLuj4

ハローワーク求人番号 19010-17105921/19010-21631121/19010-17107021/19010-21172321

企業のPRポイント

当社は、経営陣のほとんどが40代と若く、非常にフラットなはたらきやすい環境です。また、協会けんぽと協働で「健康事業
所宣言」をしており、第１回甲府市健康チャレンジ表彰で奨励賞を受賞するなど、全社員の健康促進に積極的に取り組む
「健康経営」を進めています。さらに、企業主導型保育園「なないろ保育園」を運営し、育児をしながら働く社員の持続可能
なワークライフバランスの実現を目指しています。今後も、社員が働きやすい環境を整備するように努めていきます

求める人材

1.失敗を恐れずに、積極的にチャレンジする人
2.他人に思いやりをもって接することができる人
3.コツコツ取り組むことができる人
＊先輩、上司が丁寧に仕事を教えますので、安心して応募してください。

インターンシップや会社見学会など

37歳
休　日

土日祝（土曜はシフト制）、夏季休暇、
年末年始休暇、年次有給、育児休業などhttps://www.nanaho.co.jp/

055-237-7711

職務内容

営業職：建材の法人営業
施工管理職：建築現場の監督
配送スタッフ：建築現場への建材の運搬
事務職：商品の受発注業務

asakawa@nanaho.co.jp

浅川

https://www.nanaho.co.jp/
mailto:asakawa@nanaho.co.jp
https://www.youtube.com/watch?v=sASpJMDLuj4
https://www.youtube.com/watch?v=sASpJMDLuj4
https://www.youtube.com/watch?v=sASpJMDLuj4
https://www.youtube.com/watch?v=sASpJMDLuj4
https://www.nanaho.co.jp/
mailto:asakawa@nanaho.co.jp


3/13
(月)

14:30～14:45

業　種： 製造業 事業内容：

所在地 職　種

設　立 採用人数

勤務地

勤務時間

平均年齢

HPのURL

電話番号

Eメールアドレス

担当者

4.株式会社ミラプロ

精密機器製造（半導体・医療関連・クリーンエネルギー）

写真

　企業プロフィール

ミラプログループは、
創業時の3つの理念「奇蹟の創造」「たゆまぬ努力」「豊かさの追求」を元に、
市場の変化や顧客のニーズを先取りし、社員の成長と技術の革新により、
人々の生活・文化に貢献する企業集団を目指します。
※東京商工リサーチ様が厳選した関東の優良企業情報を発信するALevelに掲載されまし
た。（全国上位7.8％の優良企業のみ掲載可能）

従業員数
680名 山梨県（北杜市、南アルプス市）、他

8：20～17：25（休憩65分間）

　 会社概要 　採用情報

山梨県北杜市須玉町穴平1100 技術職、製造職、一般職

1984年6月30日 技術職5名、製造職5名、一般職若干名

39歳
休　日

年間117日間
原則土日休み、GW、夏季、年末年始休暇
（会社カレンダーに準ずる）https://www.mirapro.co.jp/

0551-42-5111

職務内容

技術職：各種製造装置、製品の設計・開発
製造職：溶接、装置組立、金属加工棟
一般職：営業（国内外）、資材調達（国内外）、
品質保証、生産管理、総務、SE等

mpcsaiyou@mirapro.co.jp

瀧田宗孝

直接お問合せください。

企業動画URL（ある場合のみ）

ハローワーク求人番号 19040-04311721

企業のPRポイント

業界最先端の画像解析技術を用いたAIシステムの構築やMR 分野、遠隔操作による保全予知技術へ挑戦。そして2022年、こ
れまで培ってきた経験と技術を結集して、ついに創業以来初めてとなる自社ブランド自動検査装置をリリースいたしました。
この自動検査装置によって弊社の成長が加速することが確実視されています。
また、M&Aによる事業や技術の拡充をおこない、今後ニーズが高まる領域へ技術を提供することで、人々の生活を支えていき
たいと考えています。

求める人材

技術職：理系学部出身者、もしくは設計・開発経験
製造職：未経験歓迎
一般職：職種経験者（業界未経験可）
※いずれも要普通運転免許（AT可）

インターンシップや会社見学会など

https://www.mirapro.co.jp/
mailto:mpcsaiyou@mirapro.co.jp
https://www.mirapro.co.jp/
mailto:mpcsaiyou@mirapro.co.jp


3/13
(月)

15:05～15:20

業　種： 業務用機械器具製造業 事業内容：

所在地 職　種

設　立 採用人数

勤務地

勤務時間

平均年齢 休　日

HPのURL

電話番号

Eメールアドレス

担当者

 

　 会社概要 　採用情報

大月市猿橋町小沢1435 営業、設計、組み込みソフト開発、品質保証、法規制、製造

1963年11月18日 各職種で若干名

5.山陽精工株式会社

金属部品加工、装置組立、医療機器製造販売、高温観察装置製造販売

写真

　企業プロフィール

弊社の社名の由来ですが、山梨に陽の当たる会社をつくって欲しいという願いが込めら
れています。様々な業界で用いられる金属部品の加工、一般産業機器等の組立、自社医
療機器の製造販売、設計や製造の受託サービス、国内外で医療機器を販売するための法
規制サービス、自社高温観察装置製造販売、受託試験サービスの事業を展開していま
す。それぞれの領域で強みを持っており、お客様に喜ばれています。また、自社の医療
機器や高温観察装置は海外に販売しており、グローバル化を目指しています。

42.0歳 土日祝（会社カレンダーによります）

https://sanyoseiko.co.jp

職務内容

営業：医療機器または金属部品加工や組立の受注のための営業
設計：医療機器等の電気設計、機構（メカ）の設計
組み込みソフト開発：医療機器等の組み込みソフト開発
品質保証：製品の品質を維持していくための管理等
法規制：法律の要求を満たし医療機器を販売できるようにする
等
製造：金属部品加工若しくは組立

0554-22-1036

m-hirai@sanyoseiko.co.jp

総務部長 平井 正人

従業員数
125名（2022年12月26日現在） 山梨県大月市、東京都八王子市

8：15～17：15

ご希望の日程を伺ってから調整させていただきます。

企業動画URL（ある場合のみ）

ハローワーク求人番号  ハローワークインターネットで「山陽精工」で検索し、ご確認をお願い申し上げます。

企業のPRポイント

コロナ禍でいち早くリモートワークを導入しただけでなく、ワクチン接種で特別休暇を付与しました。「健康経営優良法人
2022」にも選定され、社員の健康増進にも力を入れています。社員の有給休暇取得を促進しており、2021年度は平均で9日
間でしたが、2022年度はさらにその数字を上回るべく、社員一人ひとりに有給休暇取得日数の目標を設定しました。SDGｓ
にも取り組んでいるだけでなく、地域のボランティア活動にも積極的に参加しています。

求める人材

経営理念「自分の子供を就職させたい会社」に賛同していただける方
設計職、組み込みソフトウェア以外の職種は、学部・学科は不問
チャレンジ出来る方、そうじやあいさつなど、基本的なことを大切にしていただける方

インターンシップや会社見学会など

https://sanyoseiko.co.jp/
mailto:m-hirai@sanyoseiko.co.jp
https://sanyoseiko.co.jp/
mailto:m-hirai@sanyoseiko.co.jp

