
　事　業　場　名 所　在　地

アート梱包運輸（株）東北営業所 寒河江市

（株）アールテック 寒河江市

（株）アイ・ティー・オー 大石田町

アイ・エム・マムロ（株） 真室川町

愛三工業（株） 山形市

アイジー工業（株）寒河江工場 寒河江市

アイジー工業（株）東根工場 東根市

アイジー工業（株）本社 東根市

相田建設（株） 米沢市

会田建具店 山形市

会津通商（株） 天童市

青沢愛林　（有） 酒田市

青木安全靴製造（株） 河北町

（有）青木運輸 鶴岡市

（有）青木建材 鶴岡市

（株）青葉堂印刷 米沢市

（株）青栁食品東根工場 東根市

青山建設（株） 寒河江市

赤塚建設工業（株） 遊佐町

（株）赤湯観光タクシー 南陽市

秋保建設（株） 戸沢村

曙ブレーキ山形製造（株） 寒河江市

（株）　旭林業 小国町

（株）浅賀建設
　主要地方道鶴岡羽黒線羽黒山橋橋梁下部工事現場

鶴岡市

（株）浅賀建設
　鶴岡市公共下水道事業汚水OC337～HO58号新設工事現場

鶴岡市



　事　業　場　名 所　在　地

（株）浅賀建設
　主要地方道鶴岡羽黒線荒川橋外橋梁補修工事現場

鶴岡市

（株）浅賀建設
　鶴岡市湯田川コミュニティセンター多目的ホール増築工事現場

鶴岡市

（株）浅賀建設 鶴岡市

（株）朝日相扶製作所 朝日町

アシストアーバン工業（株） 高畠町

（株）吾妻観光タクシー 米沢市

（有）愛宕陸運 米沢市

アダチフーズ　（有） 山形市

（株）アツケン 鶴岡市

吾妻建設（株） 米沢市

社会福祉法人あつみ福祉会　あつみ保育園 鶴岡市

社会福祉法人あつみ福祉会　五十川保育園 鶴岡市

社会福祉法人あつみ福祉会　福栄保育園 鶴岡市

社会福祉法人あつみ福祉会　鼠ヶ関保育園 鶴岡市

（有）温海通信機 鶴岡市

（株）穴吹工務店東北支店　サーパス山形八日町レジデンス新築工事 山形市

（株）アビ－ズ 天童市

アヒコファインテック （株） 新庄市

阿部運送（株） 酒田市

（株）　阿部製材所 酒田市

（株）　阿部林業 寒河江市

（株）安部組 長井市

阿部建設（株） 酒田市

安部建設（株） 南陽市

安部建築 川西町



　事　業　場　名 所　在　地

阿部建築 河北町

アベ装建（有） 鶴岡市

（株）アライドテック大浜工場 酒田市

（株）　荒正 山形市

荒生木材　（有） 酒田市

安楽城林産　（株） 真室川町

荒川興業（株） 小国町

（株）荒正　金谷事業所 上山市

（株）荒正　上平事業所 山形市

有賀建設（株） 鶴岡市

有賀建設（株）
一般県道温海川木野俣大岩川線新小国橋外橋梁補修工事現場

鶴岡市

有賀建設（株）
西1号幹線用水路板井川地区補修工事現場事務所

鶴岡市

（有）有路工務店 尾花沢市

ＡＬＳＯＫ山形（株） 山形市

（有）粟野鉄工所 上山市

（株）安藤・間　ミツミ電機山形作業所 山形市

（有）安藤運輸 庄内町

（株）安藤・ハザマ 山形法務総合庁舎作業所 山形市

（株）安藤・ハザマ 山形市新野球場建設建築工事 山形市

（株）安藤・ハザマ・（株）市村工務店 特定建設工事共同企業体 上山市

安藤建設（株） 庄内町

学校法人いなば学園　幼稚園型認定こども園　いなば幼稚園 鶴岡市

（株）飯塚製作所 酒田市

イーグル輸送（株） 天童市

飯塚塗装 鶴岡市



　事　業　場　名 所　在　地

飯野建築 山形市

ＥＳＴ警備保障（株） 鶴岡市

イオン山形北店 山形市

イオン米沢店 米沢市

五十嵐工業（株） 酒田市

（株）五十嵐建業 鶴岡市

五十嵐工務店 鶴岡市

五十嵐板金店 鶴岡市

（有）五十嵐板金 酒田市

社会福祉法人幾久栄会
特別養護老人ホーム幸楽荘

酒田市

社会福祉法人幾久栄会
短期入所生活介護事業所幸楽荘

酒田市

社会福祉法人幾久栄会
グループホームこうらく

酒田市

社会福祉法人幾久栄会
多機能こうらく

酒田市

社会福祉法人幾久栄会
通所介護事業所幸楽荘

酒田市

社会福祉法人幾久栄会
居宅介護支援事業所幸楽荘

酒田市

社会福祉法人幾久栄会
訪問介護事業所幸楽荘

酒田市

社会福祉法人幾久栄会
酒田市地域包括支援センター

酒田市

いげたや庄司醸造（株） 大石田町

（有）池保建板工業 酒田市

（株）　石川製材所 村山市

（有）石川建設 大蔵村

（株）石川工務店 南陽市

（株）石澤製作所 山辺町

（有）イシザワ 中山町

（株）石橋組 西川町



　事　業　場　名 所　在　地

（株）石山設備 寒河江市

泉運輸（株） 酒田市

（株）和泉運輸 米沢市

（株）和泉工務店 鶴岡市

（株）板垣鉄工所 鶴岡市

（株）板垣鉄工所 東田川郡三川町

（有）井田畳内装 高畠町

一十運送（有） 山形市

一宮運輸（株）東北物流ｾﾝﾀｰ酒田 酒田市

伍和電気工事（株） 山形市

（株）イトウ 南陽市

伊藤電子工業（株） 寒河江市

（株）伊藤製作所 山形市

イトウ建装 村山市

伊藤建築 鶴岡市

伊藤建築工房 鶴岡市

伊藤左官工業所 大江町

伊藤左官店 大石田町

（有）伊藤製作所 尾花沢市

伊藤建具製作所 山形市

犬飼建設（株） 寒河江市

（株）井上精工 米沢市

井上建築 山形市

（有）井上板金工業所 米沢市

（株）　イノマタ電工 鮭川村



　事　業　場　名 所　在　地

衣袋建設（株） 白鷹町

（有）今村タクシー 米沢市

（株）鋳物屋 東根市

（有）色部組 米沢市

上野建設（株） 庄内町

上野工業（有） 三川町

上野土木建設（株） 鶴岡市

植松建設（有） 東根市

（有）　宇佐美製材所 南陽市

羽前建設（株） 酒田市

（有）ウッドハウス 酒田市

（株）梅津組 長井市

羽陽建設（株） 上山市

（有）羽陽工務店 鮭川村

（株）　ウンノハウス天童事業部 天童市

（株）ウンノハウス本社 山形市

永寿荘多機能ホーム宝田 鶴岡市

榮大建設（株） 山形市

（株）エービーエム 米沢市

ｾﾝｺｰｴｰﾗｲﾝｱﾏﾉ（株）山形営業所 天童市

（株）エクセル警備 庄内町

（株）エコー 酒田市

（株）エコー　ファニチャー事業部 酒田市

（株）エコー　木材事業部 酒田市

（株）エコー　ガラス事業部 酒田市



　事　業　場　名 所　在　地

（株）エコー　増改事業部 酒田市

（株）エコー　環境事業部 酒田市

（株）エコー　鋳造事業部 酒田市

（有）エコファーム長井 長井市

（株）エース・プラン 山形市

（株）エスピーアトム 酒田市

エス・ビー・エス（株） 酒田市

Ｓメディカルシールド （株） 山形市

Ｓメディカルシールド （株）　開発センター 上山市

（株）エタニティ・タイシン 上山市

（株）　エッサム 新庄市

ＮＴＴ東日本宮城事業部山形支店
ＮＴＴ東日本－東北山形支店

山形市

（株）エネックス新潟支店庄内営業所 遊佐町

（有）エムテーエス 村山市

エムテックスマツムラ（株）天童事業所 天童市

エムテックスマツムラ（株）尾花沢事業所 尾花沢市

（有）　遠田林産 酒田市

（株）遠藤技建 川西町

遠藤建設（株） 西川町

遠藤建設（株） 小国町

遠藤商事（株）総務部 山形市

遠藤商事（株）石油部 山形市

遠藤商事（株）ガス住設部 山形市

遠藤商事（株）宮町ＳＳ 山形市

遠藤商事（株）立谷川ＳＳ 山形市



　事　業　場　名 所　在　地

遠藤商事（株）落合スポーツセンター前ＳＳ 山形市

遠藤商事（株）天童バイパスＳＳ 天童市

遠藤商事（株）コスモイオンモール天童SS 天童市

遠藤商事（株）県庁前ＳＳ 山形市

遠藤商事（株）あかねケ丘競技場前ＳＳ 山形市

遠藤商事（株）篭田ＳＳ 山形市

遠藤商事（株）青田ＳＳ 山形市

遠藤商事（株）上山バイパスＳＳ 上山市

遠藤商事（株）長井ＳＳ 長井市

遠藤商事（株）鶴岡営業所 鶴岡市

遠藤商事（株）伊勢原ＳＳ 鶴岡市

遠藤商事（株）ローソン鶴岡伊勢原町店 鶴岡市

遠藤商事（株）鶴岡インター前ＳＳ 鶴岡市

遠藤商事（株）ＬＰＧ寒河江営業所 寒河江市

遠藤商事（株）カーケアセンター 山形市

遠藤商事（株）イーベジファーム 山形市

遠藤商事（株） 宮町ＳＳ 山形市

遠藤商事（株） 立谷川工業団地前ＳＳ 山形市

遠藤商事（株） 落合スポーツセンター前ＳＳ 山形市

遠藤商事（株） 天童バイパスＳＳ 天童市

遠藤商事（株） コスモイオンモール天童ＳＳ 天童市

遠藤商事（株） 県庁前ＳＳ 山形市

遠藤商事（株） あかねヶ丘競技場前ＳＳ 山形市

遠藤商事（株） 篭田ＳＳ 山形市

遠藤商事（株）　青田ＳＳ 山形市



　事　業　場　名 所　在　地

遠藤商事（株） 上山バイパスＳＳ 上山市

遠藤商事（株）　長井ＳＳ 長井市

遠藤商事（株） 鶴岡インター前ＳＳ 鶴岡市

遠藤商事（株）　伊勢原ＳＳ 鶴岡市

（株）遠藤設備 長井市

遠藤板金 大石田町

置賜建設（株） 米沢市

（株）奥羽ダイキンロジテス 河北町

（株）王祇建設 鶴岡市

東北王子運送（株）ＴＨＫ事業所 東根市

（株）桜桃園 南陽市

オリエンタルモーター（株）鶴岡中央事業所 鶴岡市

大沢林業　（株） 真室川町

（株） 大山製材所 村山市

大井建設（株） 酒田市

（株）大井工務店 酒田市

（株）大石田町地域振興公社 大石田町

（有）大泉建設 鶴岡市

大泉建設（株） 長井市

奥羽警備保障（株） 山形市

大浦工業（株） 高畠町

大浦工業（株） 高畠町

大江町総合建設組合 大江町

（株）大風印刷あこや町営業所 山形市

（株）大風印刷天童営業所 山形市



　事　業　場　名 所　在　地

（株）大風印刷東根営業所 山形市

（株）大風印刷ガッタハウス 山形市

（株）大河原工務店 高畠町

社会福祉法人大蔵福祉会
特別養護老人ホーム翠明荘

大蔵村

社会福祉法人大蔵福祉会
ショートステイ翠明荘

大蔵村

社会福祉法人大蔵福祉会
デイサービスセンターすいめい

大蔵村

社会福祉法人大蔵福祉会
ホームヘルプサービスすいめい

大蔵村

社会福祉法人大蔵福祉会
居宅介護支援事業所すいめい

大蔵村

太田建設（株） 米沢市

太田産商（株） 鶴岡市

（有）大波建具製作所 寒河江市

（有）大沼建設 寒河江市

（株）大沼建築 寒河江市

大沼タクシー（株） 大江町

大場建設（株） 酒田市

大場建設（株）穗積こ道橋下部工工事 酒田市

大場建設（株）日向川橋下部工工事 酒田市

大場建設（株）平田保育園増築工事 酒田市

（株）大場組 最上町

（株）オオバ 新庄市

（株）おーばん営業本部 天童市

（株）おーばん南天童店 天童市

（株）おーばん北天童店 天童市

（株）おーばん山形東店 山形市

（株）おーばん山形嶋店 山形市



　事　業　場　名 所　在　地

（株）おーばん桜田南店 山形市

（株）おーばん寒河江店 寒河江市

（株）おーばん山辺店 山辺町

（株）おーばんさくらんぼ東根店 東根市

（株）おーばん村山店 東根市

（株）おーばん尾花沢店 尾花沢市

（株）おーばん南尾花沢店 尾花沢市

（株）おーばん上山店 上山市

（株）大林組 大洞トンネル工事事務所 高畠町

（株）大山機械第１工場 鶴岡市

（株）大山機械第２工場 鶴岡市

大山建設（株） 尾花沢市

小笠原建設（株） 山形市

小笠原建設（株） 長井市

尾形興業（有） 南陽市

（株）岡村製作所高畠事業所 高畠町

（株）オカムラ物流高畠配送センター 高畠町

（株）小川建設 最上町

（株）置環 米沢市

（有）置賜ビルメン 南陽市

置賜クリーン設備（株） 長井市

（有）沖津倉庫配送センター 寒河江市

荻野建設（株） 山形市

荻野建設（株）
山形市東沢コミュニティセンター建設建築工事事業所

山形市

小国町森林組合 小国町



　事　業　場　名 所　在　地

奥田工務店 山形市

小国運輸機工（株） 小国町

小国開発（株） 小国町

小国開発（株）｢梓山地区舗装工事｣ 米沢市

小国開発（株）｢刈安地区舗装工事｣ 米沢市

小国開発（株）｢戸沢川砂防堰堤工事｣ 小国町

小国開発（株）｢米沢国道西地区維持工事｣ 小国町

（有）奥山建設 河北町

奥山建設（株） 東根市

奥山建設工業（株） 山形市

（株）奥山建設工業所 尾花沢市

奥山建築 庄内町

奥山塗装 西川町

OKIサーキットテクノロジー（株） 鶴岡市

（株）押切 大蔵村

（株）落合堂製作所 南陽市

小野建設（株） 東根市

小野寺建設（株） 鶴岡市

（有）小野板金工業 酒田市

（株）尾花沢タクシー 尾花沢市

大山建設（株）　尾花沢地区道路改良工事 尾花沢市

尾花沢農産加工（有） 尾花沢市

社会福祉法人尾花沢福祉会 尾花沢市

（株）尾花沢ふるさと振興公社 尾花沢市

（株）　オリエンタル新庄電工 新庄市



　事　業　場　名 所　在　地

特別養護老人ホーム 温寿荘 鶴岡市


