
４００-８５５２ ＮＨＫ 甲府放送局,山梨県,甲府市,丸の内,２００１/１/２０

４００-８５８８ 長田組土木 (株),山梨県,甲府市,飯田,４-１０番２７号

４００-８５３５ (株) アドブレーン社,山梨県,甲府市,北口,２-６－１０

４００-８５３６ (株) エヌ・ティ・ティドコモ 山梨支店,山梨県,甲府市,丸の内,２-３１－３

４００-８５５０ (株) エフエム富士,山梨県,甲府市,川田町,アリア１０５

４００-８５７０ (株) テレビ山梨,山梨県,甲府市,湯田,２-１３－１

４００-８６６６ (株) テンヨ武田,山梨県,甲府市,幸町,９－３０

４００-８５０９ (株) 日本ネットワークサービス,山梨県,甲府市,富士見,１-４番２４号

４００-８５１５ (株) 山梨日々新聞社,山梨県,甲府市,北口,２-６－１０

４００-８５０５ (株) 山梨文化会館,山梨県,甲府市,北口,２-６－１０

４００-８５２５ (株) 山梨放送,山梨県,甲府市,北口,２-６－１０

４００-８５４５ (株) ＹＢＳＴ＆Ｌ,山梨県,甲府市,北口,２-６－１０

４００-８５０８ 学校法人 山梨英和学院,山梨県,甲府市,横根町,８８８

４００-８５６５ 甲府社会保険事務所,山梨県,甲府市,塩部,１-３－１２

４００-８５８５ 甲府市役所,山梨県,甲府市,丸の内,１-１８－１

４００-８５１２ 甲府商工会議所,山梨県,甲府市,相生,２-２－１７

４００-８５０２ 甲府信用金庫,山梨県,甲府市,丸の内,２-１７－６

４００-８５５６ 甲府地方検察庁,山梨県,甲府市,中央,１-１１－８

４００-８５２１ 甲府富士屋ホテル,山梨県,甲府市,湯村,３-２－３０

４００-８５７８ 国土交通省 甲府河川国道事務所,山梨県,甲府市,緑が丘,１-１０－１

４００-８５４０ 清水工機 (株),山梨県,甲府市,国母,１-１７－２１

４００-８６３３ 商工組合中央金庫 甲府支店,山梨県,甲府市,中央,１-６－１６

４００-８５５９ 全国健康保険協会 山梨支部,山梨県,甲府市,丸の内,３-３２－１２

４００-８５６６ 中部食品 (株),山梨県,甲府市,国母,６-２－３８

４００-８５４３ 中北保険福祉事務所,山梨県,甲府市,太田町,９－１

４００-８５３３ 独立行政法人 国立病院機構 甲府病院,山梨県,甲府市,天神町,１１－３５

４００-８６１０ 日本生命保険 相互会社 甲府支社,山梨県,甲府市,丸の内,３-３２－１２

４００-８５５５ 山梨英和大学,山梨県,甲府市,横根町,８８８

４００-８５７５ 山梨学院大学,山梨県,甲府市,酒折,２-４－５

４００-８５８６ 山梨県警察本部,山梨県,甲府市,丸の内,１-６－１

４００-８５０１ 山梨県庁,山梨県,甲府市,丸の内,１-６－１

４００-８５０６ 山梨県立 中央病院,山梨県,甲府市,富士見,１-１－１

４００-８５３１ 山梨社会保険事務局,山梨県,甲府市,丸の内,１-１７－１０

４００-８５１０ 山梨大学,山梨県,甲府市,武田,４-４－３７

４００-８５１１ 山梨大学 工学部,山梨県,甲府市,武田,４-３－１１

４００-８７９４ 山梨地域センター,山梨県,甲府市,北口,１-５－１７

４００-８６０１ 山梨中央銀行,山梨県,甲府市,丸の内,１-２０－８

４００-８５７７ 山梨労働局,山梨県,甲府市,丸の内,１-１－１１

４００-８５７１ 山梨労働局 労働基準部 労災補償課分室,山梨県,甲府市,丸の内,３-３２番１１号

４００-８５４４ ＵＦＪニコス (株),山梨県,甲府市,丸の内,３-３２－１２

４００-８５５８ 横河電機 (株) 甲府事業所,山梨県,甲府市,高室町,１５５

４００-１５９３ (株) シャトレーゼ,山梨県,甲府市,下曽根町, 1-４０

４００-１５９８ (株) チロリーナ,山梨県,甲府市,下曽根町,3-０２

４００-１５９２ 甲府市役所 中道支所,山梨県,甲府市,下曽根町,１０７０－３

４０９-３７９２ 甲府市 上九一色出張所,山梨県,甲府市,古関町,１１５８

４０３-８５５５ 全国柔道整復師会,山梨県,富士吉田市,下吉田,１０４８

４０３-８５２２ 中央観光 (株),山梨県,富士吉田市,上吉田,６２８３

４０３-８６０１ 富士吉田市役所,山梨県,富士吉田市,下吉田,１８４２

４０２-８５８０ 健康科学大学 看護学部,山梨県,都留市,４日市場,９０９－２

４０２-８５０１ 都留市役所,山梨県,都留市,上谷,１-１－１

４０２-８５５５ 都留文科大学,山梨県,都留市,田原,３-８－１

４０５-８５０１ 山梨市役所,山梨県,山梨市,小原西,９５５

４０５-８５８５ 山梨税務署,山梨県,山梨市,上神内川,７３８

４０１-８６０１ 大月市役所,山梨県,大月市,大月,２-６－２０

４０１-８５０１ 山梨社会保険事務局 大月事務所,山梨県,大月市,大月町花咲,１６０２－１

４０７-８５４９ 救心製薬 (株) 山梨工場,山梨県,韮崎市,上ノ山,３１８０

４０７-８５１１ 東京エレクトロン (株),山梨県,韮崎市,藤井町北下條, 1-８１

４０７-８５０１ 韮崎市役所,山梨県,韮崎市,水神,１-３－１

４０７-８５５５ 三井金属鉱業 (株),山梨県,韮崎市,大草町下條西割,１２００

４０７-８５０２ リバーエレテック (株),山梨県,韮崎市,富士見ケ丘,２００２/１/１１

４０７-０１９２ 東京エレクトロンＡＴ (株) 山梨事業所 (穂坂地区）,山梨県,韮崎市,穂坂町三ツ澤,６５０

４００-０２８０ 清水工機 (株),山梨県,南アルプス市,上今諏訪町,７５０-

４００-０２９３ 南アルプス市役所 芦安支所,山梨県,南アルプス市,芦安芦倉,５１８

４００-０２９２ 南アルプス市役所 白根支所,山梨県,南アルプス市,飯野,２８０６

４００-０２９８ 南アルプス市役所 八田支所,山梨県,南アルプス市,榎原,８００

４００-０３９８ 巨摩共立病院,山梨県,南アルプス市,桃園,３４０

４００-０３９５ 南アルプス市役所,山梨県,南アルプス市,小笠原,３７６

４００-０３９３ 南アルプス市役所 若草支所,山梨県,南アルプス市,寺部,７２５－１

４００-０４９５ ＴＤＫ (株） 甲府工場,山梨県,南アルプス市,宮沢,１６０

４００-０４９２ 南アルプス市役所 甲西支所,山梨県,南アルプス市,鮎沢,１２１２

４００-０４９８ 山梨アビオニクス (株）,山梨県,南アルプス市,宮沢,５６８

４００-０４９３ 山梨松下電工 (株),山梨県,南アルプス市,戸田,字下戸田４３２－５

４０８-８５２２ (株) アルソア本社,山梨県,北杜市,小淵沢町,２９６１

４０８-８５１５ (株) キッツ 長坂工場,山梨県,北杜市,長坂町長坂上条,２０４０

４０８-８５３３ (株) ミヨシ,山梨県,北杜市,小淵沢町上笹尾,３１８１

４０８-８５５０ ＨＯＹＡ (株) 長坂工場,山梨県,北杜市,長坂町中丸,３２８０

４０８-８５１１ 北杜市役所 高根総合支所,山梨県,北杜市,高根町村山北割,３２６１-

４０８-８５５５ 北杜市役所 小淵沢総合支所,山梨県,北杜市,小淵沢町,８３５

４０８-８５８５ 北杜市役所 長坂総合支所,山梨県,北杜市,長坂町長坂上条,２５７５－１９

４０８-０１８８ 北杜市役所,山梨県,北杜市,須玉町大豆生田,９６１-１

４０８-０１９２ 北杜市役所 須玉総合支所,山梨県,北杜市,須玉町若神子,２１５５

４００-０１９２ 甲斐市役所,山梨県,甲斐市,篠原,２６１０

４００-０１９３ 甲斐市役所 敷島支所,山梨県,甲斐市,島上条, 1-５４

４００-０１９６ 甲斐市役所 双葉支所,山梨県,甲斐市,下今井,１７１

４００-０１９４ (株) 光彩工芸,山梨県,甲斐市,龍地,３０４９

４００-０１９５ 竜王社会保険事務所,山梨県,甲斐市,名取,３４７－３

４０６-８６０１ 山梨県総合県税事務所,山梨県,笛吹市,石和町広瀬,７８５

４０５-８５７７ 日本システムウエア (株),山梨県,笛吹市,一宮町市之蔵,７０７
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４０５-８５５５ 笛吹市役所 一宮支所,山梨県,笛吹市,一宮町末木,８０７－６

４０６-８５１０ 笛吹市役所,山梨県,笛吹市,石和町市部,７７７

４０６-８５０５ 笛吹市役所 春日居分庁舎,山梨県,笛吹市,春日居町寺本,１３６

４０６-８５５５ 笛吹市役所 八代分庁舎,山梨県,笛吹市,八代町南,９１７

４０６-８５５８ 山梨県自動車税事務所,山梨県,笛吹市,石和町唐柏,１０００－４

４０９-３７９３ 笛吹市役所 芦川支所,山梨県,笛吹市,芦川町中芦川,５８５

４０１-０２９２ 上野原市役所 秋山支所,山梨県,上野原市,秋山,７１３１

４０９-０１９２ 上野原市役所,山梨県,上野原市,上野原,３８３２

４０９-０１９８ (株) エノモト,山梨県,上野原市,上野原,８１５４－１９

４０９-０１９３ 帝京科学大学,山梨県,上野原市,八ツ沢,２５２５

４０９-０１９５ 日本大学明誠高等学校,山梨県,上野原市,上野原,３２００

４０４-８６０１ 峡東地域県民センター,山梨県,甲州市,塩山上塩後,１２３９－１

４０４-８５０１ 甲州市役所,山梨県,甲州市,塩山上於曽,１０４０

４０９-１２９８ 甲州市 大和地域総合局,山梨県,甲州市,大和町初鹿野,１６９３－１

４０９-１３９２ 甲州市 勝沼地域総合局,山梨県,甲州市,勝沼町勝沼,７５６－１

４００-１５９４ 中央市役所 豊富庁舎,山梨県,中央市,大鳥居,３８６６-

４００-１５９７ よっちゃん食品工業 (株),山梨県,中央市,高部,5-２１

４０９-３８８７ (株） やまひろ,山梨県,中央市,山之神,流通団地北２

４０９-３８９６ カシオビジネスサービス (株),山梨県,中央市,一町畑,２１７

４０９-３８９４ (株) 甲府明電舎,山梨県,中央市,中楯,８２５

４０９-３８８８ (株) サン宝石,山梨県,中央市,山之神,流通団地１－７－１

４０９-３８８５ (株) 渡辺商店,山梨県,中央市,山之神,流通団地１－１－１

４０９-３８９２ 中央市役所 田富庁舎,山梨県,中央市,臼井阿原,３０１－１

４０９-３８９３ 中央市役所 玉穂庁舎,山梨県,中央市,成島,２２６６

４０９-３８８９ パイオニア・ディスプレイ・プロダクツ (株),山梨県,中央市,西花輪,２６８０

４０９-３８９８ 山梨大学医学部付属病院,山梨県,中央市,下河東,１１１０

４０９-３２９３ 開運社,山梨県,西八代郡市川三郷町,岩間,２１４７

４０９-３６９２ (株) マルアイ,山梨県,西八代郡市川三郷町,市川大門,２６０３

４０９-２５９８ 上沢寺,山梨県,南巨摩郡身延町,下山,２７９

４０９-２５９７ 身延山学園,山梨県,南巨摩郡身延町,身延,３５６７

４０９-２５９３ 身延山久遠寺,山梨県,南巨摩郡身延町,身延,３５６７

４０９-２５９２ 身延町役場 身延支所,山梨県,南巨摩郡身延町,梅平,２４８３－３６

４０９-２９９２ 身延町役場 下部支所,山梨県,南巨摩郡身延町,常葉,１０２５

４０９-３３９３ 富士川カントリークラブ,山梨県,南巨摩郡身延町,西嶋,３５２５

４０９-３３９２ 身延町役場,山梨県,南巨摩郡身延町,切石,３５０

４０９-２１９３ ＪＡふじかわ 富沢支店,山梨県,南巨摩郡南部町,福士,3-０５

４０９-２１９５ 随縁カントリー倶楽部 センチュリー富士コース,山梨県,南巨摩郡南部町,万沢, 1-７９

４０９-２１９６ 中央化学 (株） 山梨工場 第二事業所,山梨県,南巨摩郡南部町,福士,２８５０５－４

４０９-２１９２ 南部町役場,山梨県,南巨摩郡南部町,福士,２８５０５－２

４０９-２１９４ 富士ロイヤルカントリークラブ,山梨県,南巨摩郡南部町,万沢,７４８３

４０９-２３９８ 南部町役場 南部分庁舎,山梨県,南巨摩郡南部町,内船, 1-７３

４００-０５９８ (株) はくばく,山梨県,南巨摩郡富士川町,最勝寺,１３５１

４００-０５９３ ニスカ (株),山梨県,南巨摩郡富士川町,小林,４３０-１

４００-０５９２ 富士川町役場,山梨県,南巨摩郡富士川町,天神中條,１１３４-

４００-０６９３ 鰍沢税務署,山梨県,南巨摩郡富士川町,鰍沢,１５０２－１

４００-０６９５ 富士川町役場 分庁舎,山梨県,南巨摩郡富士川町,鰍沢,１５９９-５

４００-０６９２ 山梨県 峡南地域県民センター,山梨県,南巨摩郡富士川町,鰍沢,７７１－２

４０９-３８９７ (株) アピオ,山梨県,中巨摩郡昭和町,西条,３６００

４０９-３８８１ (株) キトー,山梨県,中巨摩郡昭和町,築地新居,２０００

４０９-３８８０ 昭和町役場,山梨県,中巨摩郡昭和町,押越,５４２－２

４０９-３８８３ 住友電工デバイス・イノベーション (株),山梨県,中巨摩郡昭和町,紙漉阿原,１０００-

４０９-３８９５ パナソニックファクトリーソリューションズ (株),山梨県,中巨摩郡昭和町,紙漉阿原,１３７５

４０１-０５９２ 忍野村役場,山梨県,南都留郡忍野村,忍草,１５１４

４０１-０５９７ ファナック (株),山梨県,南都留郡忍野村,忍草,３５８０

４０１-０５９５ 山中湖村役場,山梨県,南都留郡山中湖村,山中,２３７－１

４０１-０３９７ アネルバ (株) 富士工場,山梨県,南都留郡鳴沢村,,８５３２－２８

４０１-０３９８ 鳴沢村役場,山梨県,南都留郡鳴沢村,,１５７５

４０１-０３８０ 健康科学大学,山梨県,南都留郡富士河口湖町,小立,７１８７

４０１-０３９５ シチズンファインデバイス (株),山梨県,南都留郡富士河口湖町,船津,2-６３

４０１-０３９６ 富士観光開発 (株),山梨県,南都留郡富士河口湖町,船津, 1-３３




