
地域別５０音順（ユースエール認定企業を除く）

【村山地域】

№ 　企　業　名 　業　　種
ユースエール

認定企業
住所

（市町村）

ユ－１ 株式会社　メドテック 金属加工機械製造業 ● 山形市

1 アイジー工業　株式会社 建設用・建築用金属製品製造業 東根市

2 曙ブレーキ山形製造　株式会社 自動車・同附属品製造業 寒河江市

3 社会福祉法人　朝日敬慎会 老人福祉・介護事業 朝日町

4 株式会社　アサヒマーケティング 印刷業 山形市

5 株式会社　壱 老人福祉・介護事業 寒河江市

6 株式会社　市村工務店 一般土木建設工事業 山形市

7 株式会社　ウェルコム 情報処理・提供サービス業 山形市

8 Ａ－Ｓｙｓｔｅｍｓ　株式会社 ソフトウェア業 山形市

9 株式会社　エースジャパン 医薬品製造業 東根市

10 Ｓメディカルシールド　株式会社 その他の識別工事業 山形市

11 株式会社　エム・エス・アイ 他に分類されない小売業 山形市

12 エムテックスマツムラ　株式会社
半導体・フラットパネルディスプレイ製造
装置製造業

天童市

13 遠藤商事　株式会社 燃料小売業 山形市

14 株式会社　おーばん 各種食料品小売業 天童市

15 株式会社　カバンのフジタ
その他の織物・衣類・身の回り品小売
業

山形市

16 株式会社　管製作所 生活関連産業用機械製造業 天童市

17 北郡信用組合 中小企業等金融業 村山市

18 株式会社　きらやか銀行 銀行（中央銀行を除く） 山形市

19 株式会社　黒田組 一般土木建築工事業 河北町

20 社会福祉法人　敬寿会 老人福祉・介護事業 山形市

21
株式会社　ＫＤＤＩエボルバ
　やまがたワークプレイス

情報処理・提供サービス業 山形市

22 株式会社　こまつ書店 書籍・文房具小売業 山形市

23 株式会社　コヤマ 電子デバイス製造業 村山市

オールやまがた ワークフェス２０２０　参加企業一覧



№ 　企　業　名 　業　　種
ユースエール

認定企業
住所

（市町村）

24
株式会社　サカイ引越センター
　東北ブロック　東北推進課

一般貨物自動車運送業 名取市

25 株式会社　ジェイ・サポート 産業機械器具卸売業 山形市

26 株式会社　シェルター 建築工事業（木造建築工事業を除く） 山形市

27 社会福祉法人　慈福会 老人福祉・介護事業 山形市

28 株式会社　ジョインセレモニー 冠婚葬祭業 山形市

29
株式会社　ジョインセレモニー
　パレスグランデール

冠婚葬祭業 山形市

30 新山形ホームテック株式会社　山形支店 木造建築工事業 山形市

31 進和ラベル印刷　株式会社 印刷関連サービス業 上山市

32 全国共済農業協同組合連合会　山形県本部 共済事業、少額短期保険業 山形市

33 第一貨物　株式会社 一般貨物自動車運送業 山形市

34 太志建設　株式会社 一般土木建設工事業 天童市

35 株式会社　タイヨウ 老人福祉・介護事業 山形市

36 社会福祉法人　たいよう福祉会 老人福祉・介護事業 東根市

37 株式会社　髙見屋旅館 旅館、ホテル 山形市

38 株式会社　千歳建設 一般土木建設工事業 山形市

39 株式会社　チノー山形事業所 電気計測器製造業 天童市

40 株式会社　月岡ホテル 旅館、ホテル 上山市

41 TPR工業　株式会社 自動車・同附属品製造業 寒河江市

42 テクノクオーツ　株式会社 ガラス・同製品製造業 山形市

43 株式会社　デンソーＦＡ山形 生活関連産業用機械製造業 天童市

44 株式会社　天童木工 家具製造業 天童市

45 株式会社　でん六 パン・菓子製造業 山形市

46 東京海上日動火災保険　株式会社　山形支店 損害保険業 山形市

47 東北電化工業　株式会社 電気工事業 山形市

48 株式会社　トスネット南東北　山形営業所 警備業 山形市

49 株式会社　トプコン山形 光学機械器具・レンズ製造業 山形市

50 株式会社　トヨタレンタリース山形 自動車賃貸業 山形市



№ 　企　業　名 　業　　種
ユースエール

認定企業
住所

（市町村）

51 株式会社　ナガオカ 他に分類されない製造業 東根市

52 株式会社　ニクニアサヒ 一般産業用機械・装置製造業 朝日町

53 株式会社　ニチレイフーズ　山形工場 その他の食料品製造業 天童市

54 日産プリンス山形販売　株式会社 自動車小売業 山形市

55 日東ベスト　株式会社 その他の食料品製造業 寒河江市

56 社会福祉法人　福寿会 老人福祉・介護事業 山形市

57
社会福祉法人　豊裕会
　六日町あいあい特別養護老人ホーム

老人福祉・介護事業 山形市

58 株式会社　マイスター 金属加工機械製造業 寒河江市

59 マルハニチロ　株式会社　大江工場 その他の食料品製造業 大江町

60 丸菱食品　株式会社 清涼飲料製造業 寒河江市

61 ミクロン精密　株式会社 金属加工機械製造業 山形市

62 ミドリオートレザー　株式会社 他に分類されない製造業 山形市

63 社会福祉法人　みゆき福祉会 老人福祉・介護事業 上山市

64 株式会社　メフォス　山形支店 その他の飲食店 山形市

65 株式会社　ヤガイ 畜産食料品製造業 山形市

66 株式会社　山形共和電業 電気計測器製造業 東根市

67 株式会社　山形銀行 銀行（中央銀行を除く） 山形市

68 株式会社　山形グランドホテル 旅館、ホテル 山形市

69 社会福祉法人　山形県コロニー協会 障害者福祉事業 山形市

70 株式会社　山形県食肉公社 と畜場 山形市

71 山形建設　株式会社 一般土木建設工事業 山形市

72 山形県土地改良事業団体連合会 他に分類されない非営利的団体 山形市

73 山形サンケン　株式会社 電子デバイス製造業 東根市

74 山形酸素　株式会社 燃料小売業 山形市

75 山形市農業協同組合 農林水産業協同組合 山形市

76 山形信用金庫 中小企業等金融業 山形市



№ 　企　業　名 　業　　種
ユースエール

認定企業
住所

（市町村）

77 山形ダイハツ販売　株式会社 自動車小売業 山形市

78 山形日産自動車　株式会社 自動車小売業 山形市

79 山形パナソニック　株式会社 電気機械器具卸売業 山形市

80 山形三菱自動車販売　株式会社 自動車小売業 山形市

81 株式会社　ヤマコン とび・土工・コンクリート工事業 山形市

82 株式会社　ヤマザワ 百貨店、総合スーパー 山形市

83 株式会社　ヤマザワ薬品 医薬品・化粧品小売業 山形市

84 株式会社　山本製作所 農業用機械製造業 東根市

85 ヤマリョー　株式会社 石油・鉱物卸売業 山形市

86 リンベル　株式会社　東日本物流センター 各種商品卸売業 山形市

87 和光電機通信工業　株式会社 その他の専門サービス業 村山市

【置賜地域】

№ 　企　業　名 　業　　種
ユースエール

認定企業
住所

（市町村）

ユ－２ 朝日金属工業　株式会社 金属素形材製品製造業 ● 長井市

ユ－３ 株式会社　吉田製作所 一般産業用機械・装置製造業 ● 長井市

88 ＡＧＣディスプレイグラス米沢　株式会社 電子計算機・同附属装置製造業 米沢市

89 エヌ・デーソフトウェア　株式会社 ソフトウェア業 南陽市

90 株式会社　かわでん
発電用・送電用・配電用電気機械製造
業

南陽市

91 クアーズテック　株式会社　小国事業所
石英ガラス製品、炭素製品、炭化珪素
製品、電刷子製品　製造

小国町

92 光洋精機株式会社　山形工場
半導体・フラットパネルディスプレイ製造
装置製造業

長井市

93 株式会社　小森マシナリー 生活関連産業用機械製造業 高畠町

94 精英堂印刷　株式会社 印刷業 米沢市

95 株式会社　セゾンファクトリー 調味料製造業 高畠町

96 株式会社　テイクオフ 老人福祉・介護事業 川西町

97 株式会社　ニクニ白鷹
半導体・フラットパネルディスプレイ製造
装置製造業

白鷹町



№ 　企　業　名 　業　　種
ユースエール

認定企業
住所

（市町村）

98 株式会社　マイ・コンピュータ・ソフト ソフトウェア業 米沢市

99 株式会社　マツキ 他に分類されない教育，学習支援業 長井市

100 株式会社　最上川環境技術研究所
計量器・測定器・分析機器・試験機・測
量機械器具・理化学機械器

白鷹町

101 山形おきたま農業協同組合
農林水産業協同組合（他に分類されな
いもの）

川西町

102 山形食品　株式会社 清涼飲料製造業 南陽市

103 株式会社　ユニテックス ソフトウェア業 長井市

104 米沢商工会議所 経済団体 米沢市

105 株式会社　米沢食肉公社 農畜産物・水産物卸売業 米沢市

106 米沢信用金庫 中小企業等金融業 米沢市

107 米沢浜理薬品工業　株式会社 医薬品製造業 米沢市

108 医療法人社団　緑愛会 老人福祉・介護事業 川西町

109 株式会社　冷凍技術工業所 管工事業（さく井工事業を除く） 南陽市

【庄内地域】

№ 　企　業　名 　業　　種
ユースエール

認定企業
住所

（市町村）

ユ－４ 酒田共同火力発電　株式会社 電気業 ● 酒田市

ユ－５ 株式会社　石井製作所 農業用機械製造業 ● 酒田市

110 株式会社　Ａコープ東北 各種食料品小売業 酒田市

111
オリエンタルモーター　株式会社
　鶴岡中央事業所

民生用電気機械器具製造業 鶴岡市

112 株式会社　金龍 酒類製造業 酒田市

113 社会福祉法人　光風会 老人福祉・介護事業 酒田市

114 株式会社　主婦の店　鶴岡店 各種食料品小売業 鶴岡市

115 社会福祉法人　正覚会 老人福祉・介護事業 酒田市

116 株式会社　庄交コーポレーション 旅館、ホテル 鶴岡市

117 株式会社　荘内銀行 銀行 鶴岡市

118 庄内交通　株式会社 一般乗用旅客自動車運送業 鶴岡市



№ 　企　業　名 　業　　種
ユースエール

認定企業
住所

（市町村）

119 株式会社　庄内測量設計舎 土木建築サービス業 庄内町

120 庄内たがわ農業協同組合 農林水産業協同組合 鶴岡市

121 生協（生活協同組合　共立社）コープ 事業協同組合 鶴岡市

122 ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ　株式会社 電子デバイス製造業 鶴岡市

123 株式会社　大商金山牧場 畜産食料品製造業 庄内町

124 株式会社　タマツ その他の物品賃貸業 鶴岡市

125 鶴岡市農業協同組合 農林水産業協同組合 鶴岡市

126 鶴岡信用金庫 中小企業等金融業 鶴岡市

127 東北旭段ボール　株式会社 加工紙製造業 遊佐町

128 株式会社　日情システムソリューションズ 情報処理・提供サービス業 酒田市

129
株式会社　プレステージ・インターナショナル
　山形ＢＰＯガーデン

他に分類されない事業サービス業 酒田市

130 株式会社　マルハチ その他の食料品製造業 庄内町

131 丸善食品工業　株式会社　鶴岡工場 調味料製造業 鶴岡市

132 医療法人社団　みつわ会 老人福祉・介護事業 鶴岡市

133 株式会社　八幡自動車商会 自動車小売業 酒田市

【最上地域】

№ 　企　業　名 　業　　種
ユースエール

認定企業
住所

（市町村）

134 アイ・エム・マムロ　株式会社 時計・同部分品製造業 真室川町

135 株式会社　三和食品 その他の食料品製造業 最上町

136 新庄自動車　株式会社 自動車整備業 新庄市

137 株式会社　東北情報センター ソフトウエア業 新庄市

138 株式会社　ヌマザワ 冠婚葬祭業 新庄市

139 山形航空電子　株式会社 電子デバイス製造業 新庄市

140 株式会社　山形メタル 建設用・建築用金属製品製造業 新庄市


