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1 9.17 ㈱佐野工務店 甲府市青葉町8-38 建設業、一級建築士事務所 6 ― 立候補
2 9.17 ㈱興龍社 甲府市富竹1-10-31 建設業 6 ― 立候補
3 9.17 SMBC日興証券㈱甲府支店 甲府市丸の内2-29-6 金融、証券業務 6 ― 立候補
4 9.17 ㈱フォネット 甲府市下石田2-10-6 情報通信機器販売、情報関連サービス業 6 ― 立候補
5 9.17 ㈱常磐ホテル 甲府市湯村2-5-21 旅館業 6 ― 立候補
6 9.18 山梨中央青果㈱ 甲府市国母6-5-1 青果物卸売業 7 ― 立候補
7 9.18 山梨県ワイン酒造（協） 甲府市東光寺3-13-25 組合員・賛助会員製造ワイン等の共同販売 7 ― 立候補
8 9.18 ㈱桔梗屋 笛吹市一宮町坪井1928 和洋菓子製造販売及び飲食店 7 ― 立候補
9 9.18 ㈱昭栄精機 中巨摩郡昭和町西条3853-1 精密部品製造 7 ― 立候補

10 9.19 山梨積水㈱ 甲府市上条新居町300 プラスチック成型加工製造業 8 ― 立候補
11 9.19 ㈱環境保全研究所 北杜市高根町清里3545-5896 化粧品製造販売、水の研究開発ほか 8 ― 立候補
12 9.19 サンヨー山梨デンカシステム㈱ 甲府市国母6-4-2 食品卸売(砂糖、小麦粉) 8 ― 立候補
13 9.19 ㈱古名屋 甲府市中央1-7-15 宿泊、宴会、婚礼、レストラン業 8 古名屋ホテル 立候補
14 9.19 ㈱談露館 甲府市丸の内1-19-16 ホテル業 8 ホテル談露館 立候補
15 9.19 ㈱商工組合中央金庫 甲府市中央1-6-16 中小企業団体等に対する融資、経営支援等 8 ― 立候補
16 9.19 ㈱マツムラ酒販 甲府市小瀬町1317 酒類、食材、飲料、雑貨の卸販売 8 マツムラ酒販 立候補
17 9.19 ㈱サンシン精工 甲斐市竜王新町2277-14 自動機器設計製作、精密部品製作 8 ― 立候補
18 9.19 ㈱カジハラ 甲府市国母1-5-20 乳製品の宅配・小売り 8 ― 立候補
19 9.20 八光地産グループ 甲府市中央2-4-2 不動産賃貸業 10 ― 立候補
20 9.20 野村證券㈱甲府支店 甲府市丸の内1-17-10 証券業 10 ― 立候補
21 9.20 豊前医化㈱ 中央市乙黒107-6 医療理化学機器卸売業並びに保守修理業 10 ― 立候補
22 9.24 ㈱ドコモＣＳ山梨支店 甲府市丸の内2-31-3 情報通信業 11 ― 立候補
23 9.24 ㈱ダスキン山梨 中巨摩郡昭和町西条2802-1 ダストコントロール 11 ― 立候補
24 9.24 ㈱甲府キンダイサービス 甲府市西田町2-65 ビルメンテナンス業 11 ― 立候補
25 9.24 藤精機㈱ 中巨摩郡昭和町築地新居1648-7 精密金属加工業等 11 ― 立候補
26 9.24 日本連合警備㈱ 甲府市後屋町363 事務所、工場、倉庫等の警備請負と保障 11 ― 立候補
27 9.24 ㈱山梨放送 甲府市北口2-6-10 放送事業 11 ― 立候補
28 9.24 ㈱ＹＳＫ e-com 甲府市湯田1-13-2 情報サービス業 11 ― 立候補
29 9.24 ㈱センティス廿一 甲府市後屋町363 セキュリティサービス 11 ― 立候補

公　　　　　　告
甲商選告第１５号
　甲府商工会議所議員選挙選任に関する規則第１９条第１項の規定に基づき、令和元年９月２７日下記の者から１号議員の立候補届出がありましたの
で、同規則第２１条の規定により公告いたします。

                                                                              甲府商工会議所選挙管理委員会　委員長　飯島　　忠

※届出初日からの立候補者を掲載しています。



30 9.24 協和産業㈱ 甲府市丸の内2-7-16 道路標識の製造等 11 ― 立候補
31 9.24 中央電気㈱ 甲府市下飯田2-7-13 電気工事業 11 ― 立候補
32 9.24 甲信食糧㈱ 中央市山之神流通団地2-1-2 業務用食材卸売業 11 ― 立候補
33 9.24 ㈱日医工山梨 中央市山之神流通団地1-6-2 医薬品卸 11 ― 立候補
34 9.24 ㈱田丸 笛吹市石和町唐柏81-1 リサイクル業 11 ― 立候補
35 9.24 ㈱みずほ銀行 甲府市丸の内1-19-10 金融業 11 ― 立候補
36 9.25 ㈱天鳥 韮崎市大草町下條西割1023-1 産業用製造装置部品製造 12 ― 立候補
37 9.25 ㈱なかごみ 甲府市中央1-12-37IRIXビル7F 中心街活性化に関する事業等 12 ― 立候補
38 9.25 ㈱澤田屋 甲府市向町375 和洋菓子製造販売業 12 ― 立候補
39 9.25 ㈱加藤電器製作所 富士吉田市上吉田6392 半導体・電子部品の組立及びテスト 12 ― 立候補
40 9.25 井上鋼材㈱ 甲府市徳行2-2-35 鋼材の加工販売 12 ― 立候補
41 9.25 ㈱ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブ 甲府市北口2-6-10 サッカーチーム(ヴァンフォーレ甲府)の運営他 12 ― 立候補
42 9.25 ジット㈱ 南アルプス市和泉984-1 プリンター用インクカートリッジリサイクル等 12 ― 立候補
43 9.26 ニューロン製菓㈱ 甲府市西下条町1167-36 キャンディ、キャラメルの製造等 14 ― 立候補
44 9.26 東京ガス山梨㈱ 甲府市北口3-1-12 都市ガス、プロパンガス事業等 14 ― 立候補
45 9.26 ㈱ルミエール 笛吹市一宮町南野呂624 ワイナリー、葡萄栽培、ワイン製造販売 14 ― 立候補
46 9.26 ㈱きものあさ川 甲府市青沼3-8-24 呉服販売業、振袖販売･レンタル等 14 ― 立候補
47 9.26 ㈱馬場設計 甲府市塩部4-15-8 建築の設計監理 14 ― 立候補
48 9.26 テルモ㈱甲府工場 中巨摩郡昭和町築地新居1727-1 医療機器製造販売 14 ― 立候補
49 9.26 岩間井戸工業㈱ 甲府市国母1-4-3 地質調査、さく井、ウエルポイント 14 ― 立候補
50 9.26 ㈱少國民社 甲府市住吉1-13-1 印刷、ホームページ制作 14 ― 立候補

51 9.27 ㈱ラッキー商会 甲府市湯田2-10-12 ジュエリーメーカー・小売り 15 ― 立候補

52 9.27 ㈱コダマ 甲府市住吉5-4-3 宝石貴金属製造卸 15 ― 立候補

53 9.27 ㈱クロスフォー 甲府市国母7-11-4 宝飾品製造卸 15 ― 立候補

54 9.27 クボタ・ジュエリークラフト㈱ 甲府市城東4-2-27 レディス・メンズジュエリーの製造販売 15 ― 立候補

55 9.27 ㈱中込宝飾 甲府市青沼3-3-5 貴金属装身具製造卸 15 ― 立候補

56 9.27 ㈱ジュエリーイイヌマ 甲府市中小河原町363-4 貴金属製造卸 15 ― 立候補

57 9.27 ㈱五幸商会 甲府市湯田2-10-7 宝石貴金属卸業 15 ― 立候補

58 9.27 ㈱マルモ 中央市流通団地2-3-5 ＯＡ機器・オフィス用品等の提供と保守 15 ― 立候補

59 9.27 マコト医科精機㈱ 中央市流通団地北5 医療機器卸売業等 15 ― 立候補

60 9.27 東京海上日動火災保険㈱ 甲府市中央1-12-28 損害保険業 15 ― 立候補


