
3/14
(火)

12:45～13:00

業　種： 製造小売業 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

企業動画URL（ある場合のみ）

当社で働く社員は全員が接客業と考えております。どんな業務や役割も、全てはお客様に喜んでいただき、当社の
ジュエリーを購入していただく事に繋がっていきます。また、保証に期限を設けない事で、末永く当社のジュエ
リーをご愛用いただけるようにメンテナンスしていきます。

学部や学科等は問いません。接客が好きという方と一緒に働きたいと考えております。

直接お問合せください。

求める人材

インターンシップや会社見学会など

38歳

055-220-1612

saiyo@ambrose.co.jp

伊藤

www.ambrose.co.jp

職務内容

工房見学で来場されるお客様への対応並びに全国
各地で開催する展示会でのお客様への対応及び付

随する事務作業等

休　日
シフト休（月8日程度）、夏季休暇、年末年始休

暇　年間105日
有給休暇、産前産後休業、育児休業

1.アンブローズアンドカンパニー株式会社

ハローワーク求人番号 19010-00103828

　 会社概要 　採用情報

オリジナルジュエリーの製造販売

写真

　企業プロフィール

「ジュエリーと通して人々のお役に立つ」を社訓として、オリジナル
ジュエリーを自社で製造し、直接販売をしております。
自社ブランド「Ambrose」を全国各地で展開し、多くのお客様にお使
いいただいております。

山梨県甲府市川田町アリア202 総合職

2003年5月1日 3～5名

従業員数
62名（2022年12月現在） 甲府市、富士河口湖町

8：00～17：00

企業のPRポイント

http://www.ambrose.co.jp/
mailto:saiyo@ambrose.co.jp
mailto:saiyo@ambrose.co.jp
http://www.ambrose.co.jp/


3/14
(火)

13:20～13:35

業　種： 医療・福祉 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.社会福祉法人 やまなし勤労者福祉会

介護　医療　福祉

写真

　企業プロフィール

当法人は甲府市・南アルプス市・笛吹市の5拠点23の介護事業所を運営しています。
「生きる力を支える介護」「その人らしい普通の暮らし」「住み慣れた街でいつまでも
安心して住み続けられる街づくり」を基本理念に、介護が必要になってもその方の望む
場所で、いきいきと過ごせるように多職種で力をあわせ、一人ひとりの生活を支えるお
手伝いをしています。最期まで人生を謳歌する、そんな普通の暮らしを一緒に支えませ
んか。

従業員数
332名（2022年12月1日現在） 甲府市・笛吹市・南アルプス市のいずれか

8:30～17:30（その他シフト時間あり）

　 会社概要 　採用情報

山梨県甲府市若松町6-35 介護職員・看護職員・介護支援専門員

2005年3月 10名程度

ハローワーク求人番号 介護職：19010-21824921(一般)・19010-156328(新卒)・19010-240629(高卒)

企業のPRポイント

介護施設の運営だけでなく、「まちづくり活動」にも力を入れ、地域の方との交流が多数あるのも当法人の魅力の
一つです。(子ども支援活動や地域の方とのサロン活動、コロナ禍では食料支援活動など)
また、資格取得をサポートする制度やキャリアラダーに基づいた生涯研修制度も充実しておりますので、現在資格
を持っていない方でも働きながらの取得を目指す事が出来ます。

求める人材

当法人の理念に賛同される方。
向上心があり、職員同士や利用者様とコミュニケーションの取れる明るい方。
高齢者福祉や介護、看護等に興味のある方。人が大好きな方。

インターンシップや会社見学会など

40.9歳
休　日

月9日休（年間休日108日）、年次有給休暇（入職時
12日）、特別有給休暇（結婚・忌引・生理休暇な
ど）、永年勤続休暇、産前産後休業、育児休業、介護
休業https://ykf.or.jp/

055-223-8100

職務内容

○介護職　利用者の生活全般にわたる介助と支援（食
事・入浴のお世話、レク企画、送迎など）
○看護職　利用者の看護や健康管理の対応、訪問看護
ステーションでは定期巡回や随時訪問対応など
○介護支援専門員　居宅介護支援業務（予防支援含
む）全般

recruit@ykf.or.jp

雨宮・宮下

ハローワーク求人番号 看護職：19010-23412521(一般)　　介護支援専門員：19010-23413421(一般)

就職説明会・インターンシップ・施設見学は随時受付中です。
お気軽にご連絡ください。

企業動画URL（ある場合のみ） https://ykf.or.jp/movie-staff

https://ykf.or.jp/
mailto:recruit@ykf.or.jp
https://ykf.or.jp/movie-staff
https://ykf.or.jp/movie-staff
https://ykf.or.jp/movie-staff
https://ykf.or.jp/
mailto:recruit@ykf.or.jp
https://ykf.or.jp/movie-staff


3/14
(火)

13:55～14:10

業　種： 建設業 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

7:30(8:00)～17:00

48歳
休　日

週休二日（会社カレンダーによる）
年末年始休暇、GW、盆休暇http://www.yamamotokiso.com

3.山本基礎工業 株式会社

特殊基礎工事業

写真

　企業プロフィール

当社は、1977年創業以来基礎杭工事(場所打杭)を主要事業に据え、建築工事等の既成杭
工事及び解体工事などを行っています。当社では「他社にない新工法の開発など特色を
持った企業を目指す」という企業方針から、特に橋の下などの上空制限のある現場に対
応できる杭打用重機の特許(低空頭スライド工法）を取得し、全国展開を図りながら重機
販売並びに施工も手掛けており、今後は国際特許を取得し海外進出も視野に入れなが
ら、信頼と技術で社会の発展に寄与していきたいと考えています。

　 会社概要 　採用情報

山梨県甲府市城東1丁目3-8 技術職(①土木・建築系②機械工学系)　③現場作業員等

1977年 (昭和52年) 7月1日 ①2人　②１人　③３人

従業員数
59名 山梨県甲府市上町306-7(小瀬事業所)

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://www.youtube.com/watch?v=GT00exsx7hM&t=39s

ハローワーク求人番号

①19010-239628／（大学院・大学・短大・専門）

②19010-240828／（大学院・大学・短大・専門）

③19010-835731／（一般）

③19010-294729／（高卒）

企業のPRポイント

基礎工事のプロフェッショナルとして培ってきた、確かな技術力と信頼が当社の強みです。経験豊富な先輩社員の
丁寧な指導と資格取得支援も行いますので、専門知識や業務の基本をしっかり見につけていってください。人々の
暮らしがある限り、基礎工事のニーズが途切れることはありません。安定企業で知識と技術を磨き、一生もののス
キルを手に入れてみませんか。意欲あふれる皆さんのご応募をお待ちしています。

求める人材

「他社にない新工法の開発など特色を持った企業を目指す」という企業理念から、何事にも探求心を持ちチームと
してのコミュニケーション能力を重視いたします。また、学生時代にさまざまな経験を積んだ魅力的な方の応募を
お待ちしております。

インターンシップや会社見学会など

055-232-4165

職務内容

①工事施工管理業務（基礎杭現場監督）
②建設機械設計・改良設計業務（開発・設計）
③場所打ち杭に伴う現場作業
  (基礎杭掘削・鉄筋建込・コンクリート打設等)

saiyou@yamamotokiso.com

田邉

http://www.yamamotokiso.com/
mailto:saiyou@yamamotokiso.com
https://www.youtube.com/watch?v=GT00exsx7hM&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=GT00exsx7hM&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=GT00exsx7hM&t=39s
http://www.yamamotokiso.com/
https://www.youtube.com/watch?v=GT00exsx7hM&t=39s
mailto:saiyou@yamamotokiso.com


3/14
(火)

14:30～14:45

業　種： 小売業 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

4.株式会社フォネット
（フォネットグループ）

情報通信サービス業

写真

　企業プロフィール

今年で創業31年を迎えました！イオンモール甲府昭和・イオンモール松本・ラザウォー
ク甲斐双葉など山梨県内外に計32店舗のau・SoftBank・Y!mobile・UQmobile・フォ
ネットNEXTを展開しIT機器を販売しています。携帯ショップ以外にも、山梨県特産の
ジュエリーのWEB販売「AIO」、富士登山用品レンタルショップ「Lamont」、富士山
サイクルアクティビティショップ「Bonvelo」、富士山周辺の魅力的観光素材を発信す
る観光webサイト「富士山県」の運営など、情報通信サービスを活用した様々な事業を
行っています。

従業員数
340名 山梨県・長野県内32店舗のいずれか

（男性171名・女性169名） 9：30～21：00 ※実働8時間/休憩90分

　 会社概要 　採用情報

山梨県甲府市下石田2-10-6 ①店舗運営管理職②販売職③携帯販売スタッフ

1998年5月1日 15名

【中途】担当にお問い合わせください。
【新卒】
＜営業＞2023.1.26～1.27 若しくは 2023.2.1～2.2に2daysインターンシップを開催いたしました。
＜販売＞2023.1.27 若しくは 2023.2.2に1dayお仕事体験を開催いたしました。
他開催日程につきましては担当にお問合せください。

企業動画URL（ある場合のみ） https://youtu.be/P-flqN6xf84

ハローワーク求人番号 ①19010-24028　②19010-126429　③19010-23470421

企業のPRポイント

情報通信の便利さを全ての人の「当たり前」にしたい。フォネットグループは情報通信の進歩に置いて行かれる人のいない未
来に向けて、様々な事業を行っています。デジタル機器のお困りごとを直接相談できる携帯電話ショップ32店舗をはじめ、企
業のDXを推進する「外商部」、子供たちのICT教育を支援する「教育事業部」、地域観光資源を世界に向け発信する「観光事
業部」など多様な角度から地域のデジタル格差解消に向け取り組んでいます。

求める人材

やる気、目標をしっかり定め、達成する強い意思を持つ人。
元気、自分だけでなく周囲の人たちも元気にできる人。
勇気、新しいものへ取り組む「挑戦心」を持ち続ける人。

インターンシップや会社見学会など

34.7歳（店舗スタッフ29.2歳）
休　日 シフト制 ※年間休日114日

https://recruit.phonet-gr.jp/

055-237-1622

職務内容

お客様によりよいICTライフスタイルをご提案す
る店舗運営を行い、将来的には、販売を専門とす
るスペシャリストや、店長、複数店舗をみるエリ
アマネージャー等の管理職を目指します。

saiyou@phonet-gr.jp

人事部 荒木

https://recruit.phonet-gr.jp/
mailto:saiyou@phonet-gr.jp
https://youtu.be/P-flqN6xf84
https://youtu.be/P-flqN6xf84
https://youtu.be/P-flqN6xf84
https://youtu.be/P-flqN6xf84
https://recruit.phonet-gr.jp/
mailto:saiyou@phonet-gr.jp


3/14
(火)

15:05～15:20

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

5.山下電気株式会社

精密プラスチック成形品・精密成形金型　設計、製造　等

写真

　企業プロフィール

山下電気㈱はダブルモールド、Y-HeaT（Yamashita Heat
Technology）などプラスチック成形技術で特許も取得している、
創立86年を迎えた歴史ある企業です。

従業員数
193名（2022年11月30日現在） 南アルプス市

8:00～17:05

　 会社概要 　採用情報

山梨県南アルプス市戸田 ９１６-１ 製造、生産技術、金型設計・製造

1936年 04月 製造3名、生産技術1名、金型設計・製造1名

47
休　日

毎週土日(会社カレンダーによる)、夏季休暇、年
末年始休暇、年次有給、慶弔休暇、産前産後休
業、育児休業、介護休業https://www.yamashita-denki.co.jp/

03-3740-2401

職務内容

製造：塗装段取り、プラスチック成形条件設定、量産、各種設
定　等
生産技術：プラスチック成形金型試作評価、製品測定、量産条
件設定、二次加工量産条件設定　等
金型設計・製造：プラスチック成形用金型の設計、加工、調
整、修正等

saiyoh@yamashita-denki.co.jp

総務部管理課　久保　裕見

直接企業にお問合せください。

企業動画URL（ある場合のみ）

ハローワーク求人番号 13040-240128、13040-242328、13040-241928

企業のPRポイント

もしあなたがものづくりを好きであれば、是非チャレンジして下さい。当社の様々な製品の生産プロセスにはあな
たの能力を生かせる仕事が必ずあります。知識や経験がなくてもご心配なく、職場の先輩たちから全て教えてもら
うことが出来ます。そんなアットホームな雰囲気が自慢です。

求める人材

山下電気では、情熱的にそしてアグレッシブにものごとに取り組む、明日の担い手を必要としています。

インターンシップや会社見学会など

https://www.yamashita-denki.co.jp/
mailto:saiyoh@yamashita-denki.co.jp
https://www.yamashita-denki.co.jp/
mailto:saiyoh@yamashita-denki.co.jp

