
令和3年12月末日時点

平成27年12月 　株式会社　早野組

平成27年12月 　社会福祉法人　光風会　特別老人ホーム　光風園

平成28年11月 　株式会社　文祥堂オフィスファシリティーズ

平成28年11月 　株式会社　吉村製作所　

平成28年11月 　協同組合　山梨県流通センター

平成28年12月 　富士ハウス工業　株式会社

平成28年12月 　株式会社　電溶工業

平成28年12月 　秋山土建　株式会社

平成28年3月 　株式会社　フリー・トレード

平成28年3月 　有限会社　クリーン･トレード

平成29年1月 　株式会社　富士情報

平成29年9月 　株式会社　サンポー

平成29年9月 　株式会社　エー・ビー・エス

平成29年9月 　風間興業　株式会社

平成29年10月 　小林工業　株式会社

平成29年10月 　株式会社　土屋製作所

平成29年11月 　株式会社　森嶋

平成29年11月 　社会福祉法人　富士吉田市社会福祉事業団

平成29年11月 　株式会社　キトー

平成29年11月 　株式会社　コンピュータムーブ

平成29年11月 　有限会社　テラワン

平成29年12月 　株式会社　ササキ

平成30年1月 　富士観光開発　株式会社

平成30年4月 　株式会社　タック

平成30年6月 　山梨住宅工業　株式会社

平成30年6月 　株式会社　和興製作所

平成30年7月 　株式会社　富士トータルサービス

平成30年7月 　株式会社　富士レークホテル

平成30年9月 　富士冷暖　株式会社

平成30年9月 　株式会社　ワールドブレインズ

平成30年9月 　株式会社　アルビス

平成30年10月 　株式会社　リナン

平成30年10月 　山陽精工　株式会社

「目指そう！健康事業所」参加事業所一覧
※ 当リストを営利目的で使用することを禁じます。

※ 当リストへの掲載につきまして、同意が得られた事業所を掲載しています。

宣言年月 事業所名

全国健康保険協会 山梨支部

1 / 12 ページ



平成30年10月 　株式会社　ホテルニュー富士

平成30年10月 　株式会社　ノア動物病院

平成30年12月 　株式会社　印伝屋上原勇七

平成30年12月 　社会福祉法人　都留市社会福祉協議会

平成30年12月 　株式会社　ＭＩＨＯ　歯科予防研究所  

平成30年12月 　井口工業　株式会社

平成30年12月 　株式会社　三浦製作所

平成30年12月 　甲府中央魚市　株式会社

平成30年12月 　社会福祉法人　甲府市民生福祉会　桜井寮

平成30年12月 　社会福祉法人　みづほ　福祉会　池田保育園

平成30年12月 　株式会社　石原グリーン建設

平成30年12月 　株式会社　望月組土木

平成30年12月 　かえで総合保険　株式会社

平成30年12月 　株式会社　ヴァンフォーレ　山梨スポーツクラブ

平成30年12月 　株式会社　氏原

平成30年12月 　昇仙峡ロープウェイ　株式会社

平成31年1月 　株式会社　八光

平成31年1月 　昭和建設工業　株式会社

平成31年1月 　株式会社　篠原　甲府工場

平成31年1月 　株式会社　昇仙峡カントリークラブ

平成31年1月 　株式会社　センテイス廿一

平成31年1月 　株式会社　山田硝子工業

平成31年1月 　株式会社　シンワ

平成31年1月 　有限会社　ΚＳＧ

平成31年1月 　株式会社　山十産業

平成31年1月 　株式会社　そらのした

平成31年1月 　株式会社　熊谷組

平成31年1月 　井出酒類販売　株式会社

平成31年1月 　株式会社　一瀬工務店

平成31年1月 　公益財団法人　南アルプス市体育協会

平成31年1月 　甲信食糧　株式会社

平成31年1月 　ユニテック　株式会社

平成31年1月 　社会福祉法人　アドバンス

平成31年1月 　金丸重機　株式会社

平成31年2月 　扶桑建設　株式会社

平成31年2月 　六郷運送　有限会社

平成31年2月 　社会福祉法人　和人会

平成31年2月 　山梨峡北交通　株式会社

平成31年2月 　株式会社　秀建コンサルタント

平成31年2月 　社会福祉法人　友好福祉会　麦の家
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平成31年2月 　社会福祉法人　わかば福祉会

平成31年2月 　株式会社　ワイ・シー・シー・データエントリー

平成31年2月 　天野工業　株式会社

平成31年2月 　医療法人　聖仁会

平成31年2月 　株式会社　菊島

平成31年2月 　西忠産資工業　株式会社

平成31年2月 　社会福祉法人　宮前福祉会

平成31年2月 　湯澤工業　株式会社

平成31年2月 　千野建材　株式会社

平成31年2月 　社会福祉法人　緑水会　特別養護老人ホーム　桜荘

平成31年2月 　株式会社　戸田酒販

平成31年2月 　社会福祉法人　宮前福祉会　宮前保育園

平成31年2月 　株式会社　広瀬土木

平成31年2月 　株式会社　大月陸送

平成31年2月 　岩波建設　株式会社

平成31年2月 　株式会社　カルク

平成31年2月 　株式会社　石川工務所

平成31年2月 　有限会社　丸山

平成31年2月 　株式会社　松下製作所

平成31年2月 　有限会社　小林リネンサービス

平成31年2月 　社会福祉法人　中央市社会福祉協議会

平成31年2月 　峡北陸送　株式会社

平成31年2月

平成31年2月 　プラテック　有限会社

平成31年2月 　オオタ総合食品　株式会社

平成31年2月 　山光石油　株式会社

平成31年2月 　株式会社　精発

平成31年2月 　甲府通運　株式会社

平成31年2月 　北富士オリジン　株式会社

平成31年2月 　株式会社　協和機械製作所

平成31年2月 　丸久ホテル神の湯温泉　株式会社

平成31年2月 　株式会社　米山住研

平成31年2月 　株式会社　大森工務所

平成31年2月 　公益財団法人　山梨県青少年協会

平成31年2月 　社会福祉法人　明和福祉会

平成31年2月 　一般社団法人　山梨県歯科医師会

平成31年2月 　盛田甲州ワイナリー　株式会社

平成31年2月 　株式会社　山梨食肉流通センター

平成31年2月 　株式会社　ツルタ

平成31年2月 　龍王産業　株式会社
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平成31年2月 　株式会社　佐藤鋳造

平成31年2月 　谷川商事　株式会社  

平成31年2月 　砂田建設工業　株式会社

平成31年2月 　社会福祉法人 ぶどうの里

平成31年2月 　昭和建設　株式会社

平成31年2月 　株式会社　天川組

平成31年2月 　豊前医化　株式会社

平成31年2月 　山梨銘醸　株式会社

平成31年2月 　金精軒製菓　株式会社

平成31年2月 　株式会社　アイテック

平成31年2月 　植野興業　株式会社

平成31年2月 　株式会社　シャトーいちみや

平成31年2月 　社会福祉法人　友伸福祉会

平成31年3月 　株式会社　新光土木

平成31年3月 　社会福祉法人　境川福祉会　境川保育園

平成31年3月 　株式会社　フォーチュン

平成31年3月 　株式会社　フォーチュンネクスト

平成31年3月 　医療法人社団　和水会

平成31年3月 　有限会社　内藤螺子製作所

平成31年3月 　冨士食品工業　株式会社

平成31年3月 　富士吉田商工会議所

平成31年3月 　株式会社　勘助本舗

平成31年3月 　株式会社　マゼーダール

平成31年3月 　株式会社　タック・フィールド・サービス

平成31年3月 　鈴健興業　株式会社

平成31年3月 　一般財団法人　中央市農業振興公社

平成31年4月 　中央コンクリート工業　株式会社

平成31年4月 　公益財団法人　身延山病院

平成31年4月 　日伸総建　株式会社

令和元年5月 　吉田瓦斯　株式会社

令和元年5月 　株式会社　協和生コン

令和元年5月 　株式会社　コバヤシ工業

令和元年5月 　株式会社　フローレン 

令和元年6月 　株式会社　ハーモテック 

令和元年7月 　株式会社　平成設備

令和元年7月 　アリメント工業　株式会社

令和元年7月 　芙蓉建設　株式会社

令和元年7月 　南アルプス市農業協同組合

令和元年7月 　山梨県厚生農業協同組合　連合会

令和元年7月 　株式会社　マルアイ
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令和元年7月 　株式会社　カジハラ

令和元年7月 　フルーツ山梨農業協同組合

令和元年7月 　株式会社　ルミエール

令和元年7月 　株式会社　Ｃｒｅｗマネージメント

令和元年7月 　ジット　株式会社

令和元年7月 　株式会社　セントラルクルー

令和元年7月 　公益財団法人　山梨厚生会　塩山市民病院

令和元年7月 　株式会社　あさひ警備保障

令和元年7月 　昭和産業　株式会社

令和元年7月 　富岳通運　株式会社

令和元年7月 　甲府青果　株式会社

令和元年7月 　有限会社　國伸運輸

令和元年8月    公益財団法人　山梨厚生会　山梨厚生病院

令和元年8月 　山梨Ｍａｄｅ　株式会社

令和元年8月

令和元年8月 　株式会社　ジットセレモニー

令和元年8月 　医療法人　山角会　山角病院

令和元年8月 　株式会社　Ｎ＆Ｋ

令和元年8月 　国際建設　株式会社

令和元年9月 　株式会社　環境保全研究所

令和元年9月 　有限会社　ベスト保険事務所

令和元年9月    有限会社　甲斐保険事務所

令和元年9月 　合同会社　楽市

令和元年9月 　株式会社　悠々

令和元年9月 　株式会社　あんしんＬｉｆｅ

令和元年9月 　社会福祉法人　健輝会

令和元年9月 　株式会社　イーファイト

令和元年9月    有限会社　アンブレラ

令和元年9月    有限会社　上田屋商会

令和元年9月    株式会社　シップス

令和元年9月    有限会社　加々美組

令和元年10月 　株式会社　ムトウ山梨

令和元年10月 　中星工業　株式会社

令和元年10月 　株式会社　山梨光学

令和元年10月    株式会社　保険ドリーム

令和元年10月 　有限会社　飯窪建材

令和元年10月 　株式会社　ＳＩＦＯＲＥ

令和元年10月 　株式会社　ＭＦＰ古守

令和元年10月 　社会福祉法人　すみれ福祉会　認定こども園 すみれ保育園

令和元年10月 　株式会社　せんたく　クラブ
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令和元年10月 　株式会社　高根運送

令和元年10月 　有限会社　ТＯＫΙＯ保険ＢＡΝＤ

令和元年10月 　山一産業　株式会社

令和元年11月 　株式会社　フィッツ

令和元年11月 　株式会社　奥脇製作所

令和元年12月    株式会社　ＩＳファーマシー

令和元年12月    株式会社　マスターズスタッフ

令和元年12月 　株式会社　太洋電設

令和元年12月 　アルマレーヴ　合同会社

令和元年12月 　社会福祉法人　清和福祉会

令和元年12月 　なかむら保育園　中村誠子

令和元年12月 　株式会社　サンテック

令和元年12月 　甲南立正保育園　齋藤　正善

令和元年12月 　有限会社　甲府骨材センター

令和元年12月 　株式会社　グッドメディカル

令和元年12月 　株式会社　君佳

令和元年12月 　甲府市資源回収協同組合

令和元年12月 　株式会社　山梨県産品センター

令和元年12月 　社会福祉法人　慈光福祉会

令和元年12月 　山梨県立図書館

令和元年12月 　有限会社　甲斐薬局

令和元年12月 　有限会社　髙野牛肉店

令和元年12月 　社会福祉法人　ふれあいの森　東桂保育園

令和元年12月 　丸市倉庫　株式会社

令和2年1月 　相互タクシー　株式会社

令和2年1月 　医療法人社団　浩明会　梶山クリニック

令和2年1月 　有限会社　日眼甲府薬局

令和2年1月 　ニチボー　株式会社

令和2年1月 　株式会社　あっとほーむ

令和2年2月 　株式会社　タンザワ

令和2年2月 　株式会社　メイト

令和2年2月 　甲府商工会議所

令和2年2月    医療法人　桃花会　一宮温泉病院

令和2年3月    株式会社　エコジャパン

令和2年3月 　宮下設備工業　株式会社

令和2年3月 　宏和建設　株式会社

令和2年3月 　共信冷熱　株式会社

令和2年3月 　株式会社　アルプス

令和2年3月 　サンリツテクノ　株式会社

令和2年3月 　株式会社　桑郷
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令和2年3月 　株式会社　ソートマン山梨

令和2年3月 　株式会社　花田運輸

令和2年3月 　株式会社　ワンアンドオンリー

令和2年4月 　有限会社　美郷

令和2年4月 　有限会社　小林牧場

令和2年4月 　有限会社　原林業

令和2年4月 　内藤楽器　株式会社

令和2年4月 　株式会社　虎屋リカー

令和2年4月 　齋藤建設　株式会社

令和2年4月 　株式会社　中村建設

令和2年4月 　株式会社　ｎｕｍｂｅｒ２

令和2年5月 　有限会社　日本興業

令和2年5月 　株式会社　オー・エム・シー

令和2年6月 　株式会社　テクニカルスチール

令和2年6月 　株式会社　タクミトーヨー住器

令和2年6月 　株式会社　清里給油所

令和2年6月    山梨ガーデン　株式会社

令和2年6月    株式会社　プロシア

令和2年6月    社会保険労務士法人　ウェルビーイング

令和2年6月    株式会社　たけまる

令和2年7月 　大信建設　株式会社

令和2年7月 　株式会社　エス･ティ･ネット

令和2年7月 　株式会社　大統

令和2年7月 　株式会社　ケーエス･トクシユ興業

令和2年7月 　株式会社　内藤製作所

令和2年7月 　中央環境理研　株式会社

令和2年7月 　株式会社　ピース

令和2年7月 　有限会社　リバップ

令和2年7月 　株式会社　マルエス　フリージング　ジャンクション

令和2年8月    有限会社　ミスティックプランニング

令和2年8月 　株式会社　榮友

令和2年8月 　株式会社　甲府情報システム

令和2年8月 　公益社団法人　山梨県建設技術センター

令和2年8月 　株式会社　警備サービス輝

令和2年8月 　株式会社　かいや

令和2年8月 　富士急行　株式会社

令和2年9月 　株式会社　和智組

令和2年9月 　四谷建設　株式会社

令和2年9月 　有限会社　アイエス企画

令和2年9月 　株式会社　槇田商店

令和2年9月 　富士島建設　株式会社
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令和2年10月 　株式会社　深沢組

令和2年10月 　河野造園土木　株式会社

令和2年10月 　株式会社　三吉

令和2年10月 　有限会社　管清社

令和2年10月 　株式会社　マルモ 

令和2年10月 　株式会社　ブレイン

令和2年11月 　株式会社　飯塚工業

令和2年11月 　株式会社　クア　アンド　ホテル

令和2年11月 　渡秀工業　株式会社

令和2年11月 　山梨交通　株式会社

令和2年11月 　株式会社　東栄

令和2年11月 　株式会社　山市成工

令和2年12月 　株式会社　村松工事

令和2年12月 　株式会社　トーレイ

令和2年12月 　株式会社　クボカワ

令和2年12月 　未来と翼　合同会社

令和2年12月 　株式会社　清水製作所

令和2年12月 　株式会社　吉字屋本店

令和2年12月 　一般社団法人　山梨県銀行協会

令和2年12月 　有限会社　マスイチ電気商会

令和2年12月 　木内建設　株式会社

令和2年12月 　有限会社　中川看板店

令和2年12月 　株式会社　七保 

令和2年12月 　株式会社　日本コーイン

令和2年12月 　株式会社　甲府キンダイサービス

令和2年12月 　株式会社　コイケ

令和2年12月 　株式会社　匠 

令和2年12月 　有限会社　雨宮オートボディーサービス

令和2年12月 　有限会社　スミヨシ

令和3年1月 　株式会社　乙黒

令和3年1月 　山梨燃料　株式会社

令和3年1月 　株式会社　日本都市設計

令和3年1月 　株式会社　プロテクトＪ

令和3年1月 　山梨ジャパン　パトロール警備　株式会社

令和3年1月 　鈴木製菓　株式会社

令和3年1月 　株式会社　バンディック

令和3年1月 　有限会社　田辺運輸

令和3年1月 　株式会社　クスリのサンロード

令和3年1月 　新星電機　株式会社

令和3年1月 　株式会社　堀内製作所 

令和3年1月 　株式会社　ラッキー商会

令和3年1月 　株式会社　南西建材

令和3年1月 　アンブローズ　アンド　カンパニー　株式会社

令和3年2月 　公益財団法人　山梨総合研究所

令和3年2月 　マコト医科精機　株式会社

令和3年2月 　有限会社　力石塗装

令和3年2月 　株式会社　メイキョー
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令和3年2月 　有限会社　旅館　喜仙

令和3年2月 　武山工業　株式会社

令和3年2月 　公益財団法人　山梨中銀地方創生基金 

令和3年2月 　プライムセキュリティーサービス　株式会社

令和3年2月 　大月精工　株式会社

令和3年2月 　株式会社　ちの工務店

令和3年2月 　有限会社　天女山

令和3年2月 　ＮＳＴ　株式会社

令和3年2月 　山梨県水産物商業協同組合

令和3年2月 　一般社団法人　山梨県法人会連合会

令和3年2月 　公益社団法人　甲府法人会

令和3年2月 　東八防災　株式会社

令和3年2月 　株式会社　丸美建設工業

令和3年2月 　株式会社　小林工務店

令和3年2月 　社会福祉法人　甲府市社会福祉協議会

令和3年2月 　株式会社　ピースプランナー

令和3年2月 　山梨県水晶宝飾協同組合

令和3年2月 　ＲＢＢ　株式会社

令和3年2月 　ＨＡＣＫ　ＪＡＰＡＮホールディングス　株式会社

令和3年2月 　飯田鉄工　株式会社

令和3年2月 　株式会社　ウエノ

令和3年2月 　社会福祉法人宮前福祉会　石和東こども園

令和3年2月 　旭陽電気　株式会社 

令和3年2月 　株式会社　渡辺工務店

令和3年2月 　株式会社　田丸

令和3年2月 　株式会社　巧光建設

令和3年3月 　山梨県経営者協会

令和3年3月 　株式会社　アースフレンドカンパニー

令和3年3月 　アロンジェ　株式会社

令和3年3月 　アールデコ　株式会社

令和3年3月 　有限会社　サンテック

令和3年3月 　エルテックサービス　株式会社

令和3年3月 　株式会社　フジハラセイメン

令和3年3月 　株式会社　山根園

令和3年3月 　東住機器販売　有限会社

令和3年3月 　上野車輌　株式会社

令和3年3月 　株式会社　スパティオ　小淵沢

令和3年3月 　株式会社　昭栄精機 

令和3年3月 　株式会社　渡辺商店

令和3年3月 　株式会社　Ｆｰａｇｅｎｔ

令和3年3月 　株式会社　あすなろ

令和3年3月 　澤田屋建設　株式会社

令和3年3月 　株式会社　ニューテック

令和3年3月 　株式会社　光新

令和3年3月 　株式会社　日栄自動車

令和3年3月 　有限会社　坂本鉄工

令和3年3月 　穴水　株式会社
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令和3年3月 　有限会社　山梨薬局

令和3年4月 　株式会社　井上工務店　

令和3年4月 　株式会社　ピー・エス・ワイ

令和3年4月 　株式会社　フジオ

令和3年4月 　中央運輸　有限会社

令和3年4月 　中部ライフエナジー　株式会社 

令和3年4月 　清里トランスポート　株式会社

令和3年4月 　社会福祉法人　双葉鳳雛福祉会

令和3年4月 　株式会社　アウラテクノロジー

令和3年4月 　ミラクロンジャパンサプライ株式会社

令和3年4月 　丸光建設　株式会社

令和3年4月 　医療法人　静正会　三井クリニック

令和3年4月 　株式会社　輿水商事 

令和3年4月 　一般社団法人　山梨県トラック協会

令和3年4月 　株式会社　岩野

令和3年4月 　株式会社　内藤

令和3年4月

令和3年5月 　社会保険労務士法人　けやきコンサルティング 

令和3年5月 　社会福祉法人　さくら会

令和3年5月 　７ｏｆｆｉｃｅ　株式会社

令和3年5月 　ユタカ電機　株式会社

令和3年5月 　滝口建設　株式会社

令和3年5月 　有限会社　ブルー

令和3年5月 　ｍ’ｓＦＡＣＴＯＲＹ　株式会社

令和3年5月

令和3年5月 　また明日　株式会社

令和3年5月 　コーエー　株式会社

令和3年5月 　株式会社　協和富士

令和3年5月 　小松陸送株式会社

令和3年5月 　株式会社　山内煙火店

令和3年5月 　株式会社　ジオ技研

令和3年5月 　ひまわり法律事務所

令和3年5月 　甲府ビルサービス　株式会社

令和3年5月 　相互印刷　株式会社

令和3年6月 　株式会社　ジュエリーイイヌマ

令和3年6月 　株式会社　コーリング

令和3年6月 　リフレックス　株式会社

令和3年6月 　株式会社　トリケミカル研究所

令和3年6月 　株式会社　加取

令和3年6月 　株式会社　吉野建設

令和3年6月 　鶴田電気　株式会社

令和3年6月 　株式会社　水上建設

令和3年6月 　株式会社　アイエム製作所

令和3年6月 　株式会社　ピアリング

令和3年6月 　河野スポーツ　株式会社

令和3年6月 　株式会社　ニュー平和

令和3年6月 　株式会社　峡南堂印刷所
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令和3年6月 　株式会社　ユーティーワイ企画

令和3年6月 　株式会社　オフィス・パパドゥ

令和3年6月 　全国合理化建物協会　株式会社

令和3年6月 　プロフィックス　有限会社

令和3年6月 　グローバルハウス　株式会社

令和3年7月 　株式会社　クリエイトパートナーズ

令和3年7月 　一般財団法人　山梨県地場産業センター 

令和3年7月 　株式会社　ミヨシグループ 

令和3年7月 　株式会社　ミヨシ

令和3年7月 　三好アグリテック　株式会社

令和3年7月 　株式会社　エム・アンド・ビー・フローラ

令和3年7月 　株式会社　いづみエネルギー

令和3年8月 　株式会社　保険のアルフィー

令和3年8月 　株式会社　Ｂ．Ｌ．Ｓ．

令和3年8月 　株式会社　ファイン企画

令和3年8月 　有限会社　山梨整美

令和3年8月 　株式会社　サンフーズ

令和3年8月 　株式会社　まあめいく

令和3年8月 　株式会社　ジャパンメディカル

令和3年8月 　株式会社　ハートメディカル

令和3年8月 　株式会社　茂呂製作所

令和3年8月 　株式会社　土橋製作所

令和3年8月 　有限会社　吉沢製パン

令和3年8月 　株式会社　やさしい手甲府

令和3年8月 　株式会社　メディコス

令和3年8月 　協同組合　ファッションシティ　甲府

令和3年9月 　株式会社　邦文堂

令和3年9月 　株式会社　森銀

令和3年9月 　ナチュラル　グレース　有限会社

令和3年9月 　千里　株式会社 

令和3年9月 　株式会社　秀和工業

令和3年9月 　株式会社　サラダボウル

令和3年9月 　株式会社　アグリサイト

令和3年9月 　アグリビジョン　株式会社

令和3年9月 　白百合醸造　株式会社

令和3年9月 　株式会社　少國民社

令和3年9月 　株式会社　地場工務店

令和3年9月

令和3年10月 　株式会社　河口湖オルゴールの森

令和3年10月 　特別養護老人ホーム　奥湯村園

令和3年10月 　有限会社　名取通商

令和3年10月 　株式会社　メディアブレイン

令和3年10月 　山梨小籏　株式会社

令和3年10月 　ホンダ自動車販売　株式会社

令和3年10月 　有限会社　富士 

令和3年10月 　ＦＪ．建設　株式会社

令和3年10月 　羽黒工業　株式会社
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令和3年10月 　株式会社　田村組

令和3年11月 　丸浜舗道　株式会社 　

令和3年11月 　社会医療法人　加納岩

令和3年11月 　宗教法人　生長の家　富士河口湖練成道場 

令和3年11月 　生長の家　山梨県教化部 

令和3年11月 　山梨総合運輸　株式会社

令和3年11月 　株式会社　ロード

令和3年11月 　北都留森林組合

令和3年11月 　株式会社　Ｙ．Ｓ．Ｃ 

令和3年11月 　山梨県商工会連合会

令和3年11月 　株式会社　一水工業 

令和3年11月 　株式会社　湯村自動車学校 

令和3年11月 　有限会社　古屋商店

令和3年11月 　株式会社　ゴープラス

令和3年11月 　有限会社　雨宮保険部

令和3年11月 　有限会社　ライフポート　

令和3年11月 　株式会社　中部 

令和3年11月 　佐藤建材金物　株式会社

令和3年12月 　一般財団法人　富士吉田文化振興協会

令和3年12月 　有限会社　アール・ディ・エム

令和3年12月 　株式会社　大和工務店 

令和3年12月 　合同会社　ズーパーズース 

令和3年12月 　株式会社　アルコ 

令和3年12月 　三和住設　株式会社 

令和3年12月 　株式会社　太滝 　

令和3年12月 　株式会社　花咲カントリー倶楽部 　

令和3年12月 　医療法人　桃潤会　介護老人保健施設　ナーシングプラザ　三珠

令和3年12月 　株式会社　下部ホテル

令和3年12月 　株式会社　おお空

令和3年12月 　有限会社　中村プレス製作所

令和3年12月 　日昇総合設備　株式会社
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