
番号 企業名 連絡先 実施場所・開催時期・実施日数 応募要領

1 エコワ－クス㈱

〒400-0814

山梨県甲府市上阿原町310-2

総務　知見忠之

電話番号:055-232-1411

○各工事現場

〇随時

〇半日～1日

〇氏名、生年月日

　学校名、学部（学科）、連絡先を会社まで

　受付後、会社から候補日を連絡し参加日を決定してもらう。

2 国際建設(株)

山梨県甲府市塩部4-15-5

総務本部採用担当　輿水雅彦

電話：055-251-2111（内線11）

アドレス

webmaster@kokusai-co.com

○山梨県内

〇時期：9月～随時

　　（希望者と協議して決定）

○日程：１日

○参加条件：大学・専門学校等卒業予定者

　・建築技術者、土木技術者募集

　　（建築、土木系学科在籍者）

〇応募：随時受付

○報酬・条件

　　・報酬なし　・交通費支給なし　・宿泊費なし

3 齋藤建設（株）

山梨県甲府市青沼二丁目11番22号

採用担当　総務部　藤原

電話番号：055-233-9107

アドレス：honsya@marubun-

saitokensetsu.co.jp

○場所：山梨県内

〇時期：随時　要相談

○期間：１日間

○参加条件 大学・専門学校在籍者

　・技術職募集（土木・建築系）

〇応募締切り日　いつでも受入れ可能

○インターンシップの選考　選考なし

〇報酬・条件

　・報酬なし　　・交通費なし　　・宿泊費なし

　・インターンシップ保険

　　加入が必須になりますので、学校のキャリア

　　センター等へご相談ください。

（様式２）　　　　　　　　　　　　　　　　ユースバンクやまなし募集企業一覧表（建設業）



4 大新工業㈱

山梨県甲府市太田町７番１号

インターンシップ担当者

専務取締役　東條利人

電話番号：055-233-5518

アドレス：kdaishin@olive.ocn.ne.jp

○実施場所　山梨県内

〇開催時期　随時

○実施日数　１日間

○参加条件　大学・専門学校等卒業予定者

　・技術職募集（理系建設関係）

〇応募締切　いつでも受入可能

○インターンシップの選考　選考なし

〇報酬・条件

　・報酬なし　　・交通費なし　　・宿泊費なし

5 (株)早野組

・山梨県甲府市東光寺1-4-10

・総務本部　総務部　採用担当

　島津・山下・齋藤

・電話　055-235-1111

・https://www.hayano.co.jp/recruit/

・saiyo@hayano.co.jp

○山梨県内の施工中の現場にて

実施

東京支店、中部支店管内につい

ては応相談

〇時期及び日数については指定

ありません（希望日数に合わせ

設定いたします）

○５日間推奨

○参加資格：建築系・土木系学科在籍学生

　学年については不問

〇インターンシップの選考：選考はありません。

○報酬、交通費、宿泊費支給無し

〇インターンシップ保険については加入が必須です。

キャリアセンター等へご相談ください。

6 丸浜舗道(株)

甲府市東光寺一丁目７番８号

総務　五味純一

TEL:055-237-1751

jyunichi@maruhama.jp

○実施場所　山梨県内

〇開催時期　随時

○実施日数　１日間

○参加条件　　大学・専門学校等卒業予定者

　　　　　　　舗装・土木の技術者募集（学部学科不問）

〇選考　　　　なし

〇応募　　　　随時受付可

○報酬・条件　報酬・交通費・宿泊費の企業負担なし

〇開催日　　　参加者と企業と協議の上決定



7 大日興業㈱

山梨県甲斐市中下条1352

土木部 採用担当 　井上愼太朗

電話番号:055-277-6678

アドレス:dainiti77@circus.ocn.ne.jp

○実施場所　山梨県内

〇開催時期　随時

○実施日数　１日～2日間

〇参加条件 大学・専門学校在籍者

○応募締め切り日　いつでも受入れ可能

〇インターンシップの選考　選考なし

〇報酬・条件

　・報酬なし　　・交通費なし

　・宿泊費なし

〇インターンシップ保険

　　加入が必須になりますので、学校のキャリア

　　センター等へご相談ください。

8 ㈱高山建設

山梨県甲斐市大下条１０２３

総務課 採用担当 長田　知佐子

電話番号:055-277-2179

アドレス:info@takacon.co.jp

○山梨県内

〇時期

　：随時

　：４月～随時

〇１日間　随時受付

〇参加条件 大学・専門学校在籍者

　・技術職募集（理系系で建設関連）

　・文系も受け入れ可能、要相談

○応募締め切り日　いつでも受入れ可能

〇インターンシップの選考　専攻なし

〇報酬・条件

　・報酬なし　　・交通費なし

　・宿泊費なし　・保険加入（全額企業の負担）

9 ㈱中村建設

山梨県甲斐市万才３００

総務課　採用担当

電話番号：055-276-3559

URL：

http//www.nakamura-kensetu.co.jp

○山梨県内

〇時期：随時

○１日間

○参加条件　大学・専門学校等卒業予定者

〇応募締切日　随時

○インターンシップの選考

〇報酬・条件

・報酬なし　　　　・交通費なし

・宿泊費なし



10 湯澤工業（株）

山梨県南アルプス市六科

総務課 採用担当 湯沢　満

電話番号:055-285-0041

アドレス:mitsuru@yzw.co.jp

○山梨県内

〇時期：随時

○期間：随時

〇1日～3日間

○参加条件：大学、専門学校在籍者

〇学部、学科は問わない

○応募締切：いつでも可

〇報酬・条件：報酬なし

：交通費、宿泊費支給

　　　（領収書必要、限度額あり（事前連絡必要））

：保険加入：全額企業負担

11 昭和建設（株）

山梨県甲州市塩山熊野８０番地１

総務部 採用担当　松本

電話番号：0553-32-1717

アドレス：

showa@showa-const.co.jp

○山梨県：本社及び本社周辺現

場

〇時期：随時

○半日

〇参加条件 大学・専門学校在籍者

　・技術職募集（理系系で建設関連）

　・文系も受け入れ可能

○応募締め切り日　いつでも受入れ可能

〇インターンシップの選考　選考なし

〇報酬・条件

　・報酬なし　　・交通費なし

　・宿泊費なし　・保険加入（全額企業の負担）

12 (株)飯塚工業

山梨県笛吹市御坂町井之上1511

総務部人事担当　新藤

電話番号055-262-1111

アドレス  iizuka@kk-iizuka.co.jp

○山梨県内

〇時期：9月～11月

○期間：随時

〇1日～3日間

○参加条件：大学、専門学校在籍者

〇学部、学科は問わない

○応募締切：いつでも可

〇報酬・条件：報酬なし

：交通費、宿泊費支給（証明出来る事が必須）

：保険加入：全額企業負担



13 (株)富士建設所

山梨県南巨摩郡身延町

　　　　　　飯富1292番地3

総務課 採用担当 戸栗 弘毅

電話番号:0556-42-2380

アドレス:toguri.k@fujik.jp

○山梨県内

〇時期：随時

　　　：４月～

○1日間

〇参加条件 大学・専門学校卒業予定者

　・技術職募集（理系系で建設関連）

　・文系も受け入れ可能、要相談

○応募締め切り日　いつでも受入れ可能

〇インターンシップの選考　選考なし

〇報酬・条件

　・報酬なし　・交通費なし　・宿泊費なし

14 山英建設(株)

山梨県都留市法能宮原中野2504番地

総務課 採用担当 中村　孝明

電話番号:0554-43-7013

アドレス:sanei@saneinet.co.jp

○実施場所：山梨県内

〇時期：随時

○実施日数：１日間

○参加条件　大学・専門学校等卒業予定者

〇応募締切日　随時

○インターンシップの選考　選考なし

〇報酬・条件

・交通費支給（証明出来る事が必須）

・報酬なし

・宿泊費なし

15 （株）原田組

〒403-0023

山梨県南都留郡西桂町倉見877-55

担当者：原田晴美

電話番号：0555-25-2582

アドレス：info@harada-g.com

○各工事現場

〇連絡後に通知

○半日ー１日

〇参加条件 大学・専門学校在籍者

　・技術職募集（土木）

○応募締め切り日　いつでも受入れ可能

〇インターンシップの選考　選考なし

〇報酬・条件

　・報酬有（交通費含む）

　・宿泊費なし　・保険加入（全額企業の負担）

16 芙蓉建設（株）

山梨県富士吉田市下吉田5-15-29

管理部：採用チーム

電話番号:0555-24-2281

アドレス

kanri-s@fuyo-kensetsu.co.jp

ホームページ

https://www.fuyo-kensetsu.co.jp/

○実施場所：山梨県内

〇時期：随時

○日数：1～3日間

〇参加条件： 大学・専門学校在籍者

　（建築、土木系学科在籍者）

○応募締締切：いつでも受入れ可能

〇インターンシップの選考：選考なし

〇報酬・条件

　・報酬なし　・交通費なし　・宿泊費なし


