平成３０年度甲府市社会福祉協議会 法人会員のご紹介
（敬称略・順不同
平成31年1月8日現在）
会員名

会員名
1

株式会社 ＹＳＫｅ-ｃｏｍ

26 社会福祉法人 甲西福祉会 和成保育園

2

株式会社 正直堂

27 和泉愛児園

3

田原会計事務所

28 特別養護老人ホーム 桜井寮

4

株式会社 トラストクリエーション

29 介護老人保健施設 甲府南ライフケアセンター

5

アルプス事務機 有限会社

30 慈光保育園

6

新生保育園

31 社会福祉法人 大鎌田保育園

7

あずま太陽の家

32 山梨県立青い鳥成人寮

8

甲府冷暖工業 株式会社

33 山梨ライトハウス 青い鳥ホーム

9

社会福祉法人 清翔会 グレープハウス

34 社会福祉法人 甲府市社会福祉事業団

10 特別養護老人ホーム 尚古園

35 特別養護老人ホーム 快晴苑

11 養護老人ホーム 春風寮

36 大里保育園

12 つつじが崎学園

37 積和建設西東京 株式会社

13 伸芽保育園

38 株式会社 タリアット

14 友愛保育園

39 ハピアすみよし

15 社会福祉法人 清翔会 甲府かわせみ苑

40 有限会社 塩澤建装

16 株式会社 エクシング 甲府支店

41 ショートステイわか柳

17 社会福祉法人 ゆうゆう すみよし愛児園

42 株式会社 永田工業所

18 二川保育園

43 一般社団法人 甲府地区建設業協会

19 養護老人ホーム 和告寮

44 不二製パン 株式会社

20 特別養護老人ホーム 春光園

45 株式会社 井澤商店

21 社会福祉法人 へいりん荘

46 ファミリーマート甲府市場西店

22 障害者支援施設きぼうの家

47 株式会社 トップジュエリー

23 明和工業 株式会社

48 石原歯科医院

24 株式会社 マルモ

49 サンヨー山梨デンカシステム 株式会社

25 社会福祉法人 清長会 千代田荘

50 株式会社 ホンダ四輪販売甲信
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51 三英電業 株式会社

76 社会福祉法人 山梨樫の会

52 株式会社 中島鶏卵市場

77 株式会社 峡南堂印刷所

53 有限会社 プラザ開発

78 医療法人 健栄会

54 中部食品 株式会社

79 医療法人 幸仁会 須貝整形外科医院

55 有限会社 宮本商店

80 株式会社 サンカイゴ

56 とんかつ一心

81 株式会社 川上新聞店

57 有限会社 アスト企画

82 株式会社 依田商店

58 株式会社 シオザワ

83 株式会社 アイメック

59 ダイイチ総業

84 三栄自動車工業 有限会社

60 セブンイレブン国母店

85 吉平恒産

61 株式会社 吉田商事

86 ショートステイ専用施設 リーフ幸町

62 相互産業 株式会社

87 株式会社 小泉中部

63 株式会社 甲府ワインポート

88 介護老人福祉施設 トリアス

64 宏和建設 株式会社

89 甲府キンダイサービス 株式会社

65 甲府信用金庫北支店

90 株式会社 富士グリーンテック

66 独立行政法人地域医療機能推進機構 山梨病院

91 株式会社 オギノ下石田店

67 ロイヤルモデル

92 白百合保育園

68 株式会社 平井

93 養護老人ホーム 聖ヨゼフ寮

69 有限会社 縁

94 株式会社 アサヒ総合サービス

70 ドライブインたちばな屋

95 社会福祉法人 たんぽぽ康洋会

71 清栄なでしこ荘

96 株式会社 大成電気

72 芙蓉建設㈱ ショート＆デイサービスセンター桜森荘

97 ラ・ナシカこうふ

73 石川自動車整備工場

98 山梨県遊技業協同組合

74 社会福祉法人 さくら会

99 社会福祉法人 中道福祉会 柏こども園

75 シルバーカレッジ奥湯村

100 株式会社 三森商店
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101 株式会社 望月宝飾

126 有限会社 ライフポート

102 積水ハウス 株式会社

127 北野医院

103 株式会社 田丸

128 ファイン 社会福祉法人 豊住福祉会

104 おおくにいきいきプラザ

129 株式会社 ステップ・ケイ・スリー

105 おおくに在宅ケアセンター

130 株式会社 ツヅキ通信特機

106 グループホームおおくにの家 １ユニット

131 合同会社 和らぎ

107 グループホームおおくにの家 ２ユニット

132 穴水 株式会社

108 株式会社 ルピナス ケア・コスモス

133 社会福祉法人 シーアンドシー福祉会

109 一般社団法人 山梨県建設業協会

134 社会福祉法人 旭寿会

110 ＮＰＯ法人 みつばのくろーばー

135 割烹あめみや

111 社会福祉法人 やまなし勤労者福祉会

136 デイサービスセンターあさかわ

112 有限会社 あいケアサービス

137 株式会社 アクセス

113 ＳＭＢＣ日興証券 株式会社

138 株式会社 平塚メディカル

114 井上鋼材 株式会社

139 山宮温泉

115 山岡看板工芸

140 笹本板金

116 株式会社 メイキョー

141 南西保育園

117 ササキ 株式会社甲府支店

142 山本基礎工業 株式会社

118 山梨県家具工業 株式会社

143 株式会社 若尾忠男商店

119 株式会社 ウカワ

144 公益社団法人 山梨県看護協会

120 株式会社 中込建設工業

145 有限会社 共栄小林

121 株式会社 山梨地質

146 株式会社 山交百貨店

122 株式会社 長田玉夫商会

147 ＮＰＯ法人 デイサービス真心

123 株式会社 やさしい手甲府

148 プリンセス天功エンタテイメント 株式会社

124 株式会社 ＬＩＸＩＬ

149 みんぷく訪問介護事業所

125 富士冷暖 株式会社

150 有限会社 坂本屋
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151 一般社団法人 甲府市医師会

176 アーク総合福祉プラザ

152 山梨トヨペット 株式会社

177 コスモ・アビターレ

153 株式会社 オオキ

178 株式会社 百百 グループホーム笑がお

154 ㈱シダー あおぞらの里 甲府デイサービスセンター

179 株式会社 丹沢電機

155 有限会社 さんらいず

180 株式会社 ケアフリー

156 和泉電気工業 株式会社

181 新日本通産 株式会社

157 株式会社 萩原ボーリング

182 社会福祉法人 友好福祉会 麦の家

158 千野建材 株式会社

183 株式会社 甲斐延

159 有限会社 久保田実業

184 今井整形外科医院

160 セコム山梨 株式会社

185 今井整形外科医院通所リハビリテーション事業所

161 株式会社 内田印刷所

186 恵信ヴィレッタ甲府

162 介護老人福祉施設 コスモ

187 ソレイユ甲府

163 株式会社 ふじでん

188 有限会社 飯田建材

164 青い鳥支援センター

189 山梨秀峰調理師専門学校

165 日本連合警備 株式会社

190 中山ユニホーム

166 甲府信用金庫本店営業部

191 小野内科小児科医院

167 八雲製菓 株式会社

192 株式会社 ニュー平和

168 稲積神社

193 湯村温泉病院

169 医療法人 薬袋内科循環器科医院

194 佐藤建材金物 株式会社

170 オリエンタル産業 株式会社

195 五光電工 株式会社

171 長田自動車整備工場

196 甲府東ライオンズクラブ

172 株式会社 オズプリンティング

197 株式会社 山梨日日新聞社

173 有限会社 アルファー・キッド

198 株式会社 リーベン

174 フォレスト小瀬デイサービスセンター

199 公益財団法人 住吉偕成会 住吉病院

175 株式会社 アンジュエトワル

200 株式会社 竹中工務店 東京本店
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201 医療法人社団 篠原会 甲府脳神経外科病院

226 株式会社 洗心

202 株式会社 望月電気

227 有限会社 山縣塗装店

203 山梨県護国神社

228 株式会社 緑が丘設備

204 有限会社 黒富士農場

229 一般財団法人 甲府市勤労者福祉サービスセンター

205 共栄火災海上保険 株式会社 甲府支社

230 株式会社 ダイアート三枝

206 社会福祉法人 なのはな 菜の花保育園

231 有限会社 花寿

207 古守医院

232 山梨グローブシップ 株式会社

208 甲府市農業協同組合

233 有限会社 篠原電研

209 誓願寺

234 株式会社 アセラ技建

210 山梨県盲人福祉センター

235 株式会社 新光設備工業

211 いちやまマート増坪店

236 株式会社 山梨施設管理

212 Ｙショップ やましろや店

237 株式会社 テレビ山梨

213 だいこく飯店

238 くだま保育園

214 社会福祉法人 日新会

239 社会福祉法人 恵優会

215 だるま家

240 昭和建設工業 株式会社

216 有限会社 城南観光バス

241 株式会社 フォネット

217 社会福祉法人 四葉会 フォーリーブス甲府

242 社会福祉法人 ホープ会

218 デイサービスセンター下小河原３丁目

243 有限会社 山中商事

219 Ｉｓｈｉｉテニスアカデミー

244 山梨モーターガス 株式会社

220 ヴェオリア・西原共同企業体

245 社会福祉法人 ゆうき会 ゆうき工房

221 五味新聞店

246 山宮保育会 光の森こども園

222 株式会社 エクセレント

247 二宮眼科医院

223 有限会社 荻野造園

248 株式会社 和の心

224 有限会社 ファースト商会

249

225 株式会社 樋川建設

250

