
　事　業　場　名 所　在　地

（株）鏡建設 山形市

社会福祉法人輝きの会
事務局

山形市

社会福祉法人輝きの会
特別養護老人ホームいきいきの郷

山形市

社会福祉法人輝きの会
障害者支援施設いきいきの郷

山形市

社会福祉法人輝きの会
障害者相談支援事業所いきいきの郷

山形市

社会福祉法人輝きの会
ケアハウスいきいきの郷

山形市

社会福祉法人輝きの会
通所介護事業所「総合福祉施設いきいきの郷」

山形市

社会福祉法人輝きの会
居宅介護支援事業所「総合福祉施設いきいきの郷」

山形市

社会福祉法人輝きの会
地域支援センターいきいきの郷

山形市

社会福祉法人輝きの会
地域福祉センターいきいきの郷

山形市

（株）カキザキ 新庄市

（株）カキザキ　H27-28尾花沢国道北地区維持補修工事 最上町

（株）カキザキ　最上川中流鳥越地区維持工事 新庄市

（株）カキザキ　烏木沢道路改良工事 村山市

（株）柿崎建設工業 舟形町

（株）柿﨑工務所
　平成27年度立谷沢川流域濁沢ほか整備工事

庄内町

（株）柿﨑工務所
　平成27年度立谷沢川流域濁沢第８砂防堰堤工事

庄内町

（株）柿﨑工務所
　H28-29新庄国道西地区維持補修工事

戸沢村

（株）柿﨑工務所
　泉田南地区道路改良工事

戸沢村

（株）柿﨑工務所
　最上川中流角間沢排水樋管改築工事

戸沢村

（株）柿﨑工務所
　平成27年度戸沢地区経営体育成基盤整備事業第13工区工事

戸沢村

（株）柿﨑工務所
　H28津谷地区道路改良工事

新庄市

（株）柿﨑工務所
　赤松3期地区ため池等整備事業第3工区(0国債)工事

大蔵村

（株）柿﨑工務所
　平成28～29年度中田南地区床版工工事

村山市

（株）柿﨑工務所
　西郷地区道路改良工事

村山市



　事　業　場　名 所　在　地

（株）柿﨑工務所
　生コン工場

戸沢村

カクシメ運送（株） 天童市

（有）笠原運送 山形市

笠原建設工業（株） 鶴岡市

仮設機材工業（株） 酒田市

（株）片桐製作所本社（C） 上山市

勝川建設（株） 河北町

月山観光タクシー（株） 西川町

月山建設（株） 西川町

（有）合羽屋工務店 鶴岡市

勝村建設（株） 山形市

（株）カデック 上山市

加藤自動車（株） 尾花沢市

（有）加藤運輸 米沢市

加藤組（株） 南陽市

（有）加藤建築 鶴岡市

（有）加藤塗装店 鶴岡市

カトウ美創 川西町

（株）カトーコーポレーション本社 上山市

（株）カトーコーポレーション
農家の店トマト中山店

中山町

（株）カトーコーポレーション
農家の店トマト東根店

東根市

（株）カトーコーポレーション
農家の店トマト上山店

上山市

（株）カトーコーポレーション
農家の店トマト高畠店

高畠町

（株）カトーコーポレーション
ファーマーズマーケットトマト中山店

中山町

（株）カトーコーポレーション
ファーマーズマーケットトマト天童店

天童市



　事　業　場　名 所　在　地

（株）カトーコーポレーション
ファーマーズマーケットトマト上山店

上山市

（株）金丸建設 鶴岡市

金山町森林組合 金山町

（有）カネゲン吉田工務店 米沢市

（株）金子建設 高畠町

金子建設工業（株） 米沢市

カネジュウニ味噌醤油製造所　舟山太一 川西町

（株）カネト製作所 上山市

金山コネクタ（株） 金山町

（有）金山鉄工所 大江町

カネヨ石鹸（株）山形工場 米沢市

狩野工務店 大石田町

（株）天野左官 東根市

（有）上山清掃 上山市

神室工業（株） 真室川町

カムロ運送（株） 金山町

ｶﾒｲ物流ｻｰﾋﾞｽ（株）庄内営業所 鶴岡市

（株）狩川佐藤組 庄内町

狩野工務店 大石田町

軽部林業　（株） 寒河江市

川上工務店 鶴岡市

川田建設（株） 鮭川村

川西精密（株）本社 山辺町

川西精密（株）根際工場 山辺町



　事　業　場　名 所　在　地

川西精密（株）第2工場 山辺町

川西運送（有） 川西町

河西建設（株） 東根市

環清工業（株） 酒田市

（有）かんきょうクリーン公社 尾花沢市

観光タクシー（株） 山形市

（株）感動ハウス 山形市

関東自動車学校 余目町

菅戸建設 尾花沢市

菊池商事（株）本社事業所 寒河江市

菊池商事（株）山形支店 山形市

（有）菊地運送 天童市

（株）菊池技建 山形市

（株）菊地組 米沢市

菊池商事（株） 寒河江市

菊池土建（株） 東根市

菊地内装 白鷹町

（有）寄清堂印刷 高畠町

北郡信用組合 大石田支店 大石田町

北郡信用組合 尾花沢支店 尾花沢市

北郡信用組合 河北支店 村山市

北郡信用組合 神町支店 東根市

北郡信用組合 東根支店 東根市

北郡信用組合 東根温泉支店 東根市



　事　業　場　名 所　在　地

北郡信用組合 本店 村山市

大石田町大字大浦119-1 大石田町

北日本特殊イサベラ建設（株） 新庄市

北村山建設総合組合 大石田町

（株）北山建設 最上町

（有）　キックオフ 山形市

（株）杵屋本店 上山市

（株）杵屋本店金生工場 上山市

杵屋東青田店 山形市

杵屋南館店 山形市

杵屋西田店 山形市

杵屋エスパル山形店 山形市

杵屋蔵王インター店 山形市

杵屋鈴川店 山形市

杵屋寿町店 山形市

杵屋久野本店 天童市

杵屋宮内本店 南陽市

杵屋楯岡店 村山市

杵屋金池店 米沢市

杵屋林泉寺店 米沢市

（株）木村醤油店 高畠町

（有）木村屋 鶴岡市

キャタピラー東北（株）山形営業所 天童市

キャタピラー東北（株）米沢営業所 米沢市



　事　業　場　名 所　在　地

キャタピラー東北（株）新庄営業所 新庄市

キャタピラー東北（株）酒田営業所 酒田市

キユーソーティス（株）山形営業所 天童市

（有）協進運輸 山形市

協同薬品工業（株） 川西町

協同産業（株） 東根市

キョウリツトランスポート（株） 山形市

共和環境保全協同組合 東根市

（株）協和製作所 尾花沢市

（株）キヨスミ 山形市

（株）きらやか銀行本店営業部 山形市

（株）きらやか銀行山形駅前支店 山形市

（株）きらやか銀行山形北支店 山形市

（株）きらやか銀行西支店 山形市

（株）きらやか銀行流通センター支店 山形市

（株）きらやか銀行蔵王支店 山形市

（株）きらやか銀行鈴川支店 山形市

（株）きらやか銀行桜田支店 山形市

（株）きらやか銀行城西支店 山形市

（株）きらやか銀行南館支店 山形市

（株）きらやか銀行桜町支店 山形市

（株）きらやか銀行北営業部 山形市

（株）きらやか銀行県庁通支店 山形市

（株）きらやか銀行山形桧町支店 山形市



　事　業　場　名 所　在　地

（株）きらやか銀行中央営業部 山形市

（株）きらやか銀行蔵王駅前支店 山形市

（株）きらやか銀行漆山支店 山形市

（株）きらやか銀行きらやか銀行本社 山形市

（株）きらやか銀行桜町事務センター 山形市

（株）きらやか銀行長崎支店 中山町

（株）きらやか銀行天童北支店 天童市

（株）きらやか銀行天童支店 天童市

（株）きらやか銀行天童南支店 天童市

（株）きらやか銀行若葉町支店 寒河江市

（株）きらやか銀行寒河江支店 寒河江市

（株）きらやか銀行間沢支店 西川町

（株）きらやか銀行谷地支店 河北町

（株）きらやか銀行上山支店 上山市

（株）きらやか銀行左沢支店 大江町

（株）きらやか銀行宮宿支店 朝日町

（株）きらやか銀行山辺支店 山辺町

（株）きらやか銀行米沢西支店 米沢市

（株）きらやか銀行米沢支店 米沢市

（株）きらやか銀行米沢駅前支店 米沢市

（株）きらやか銀行長井支店 長井市

（株）きらやか銀行宮内支店 南陽市

（株）きらやか銀行赤湯支店 南陽市

（株）きらやか銀行高畠支店 高畠町



　事　業　場　名 所　在　地

（株）きらやか銀行荒砥支店 白鷹町

（株）きらやか銀行酒田駅東支店 酒田市

（株）きらやか銀行東大町支店 酒田市

（株）きらやか銀行遊佐支店 遊佐町

（株）きらやか銀行余目支店 庄内町

（株）きらやか銀行山王前支店 鶴岡市

（株）きらやか銀行大山支店 鶴岡市

（株）きらやか銀行新斎町支店 鶴岡市

（株）きらやか銀行美原町支店 鶴岡市

（株）きらやか銀行鶴岡中央支店 鶴岡市

（株）きらやか銀行鶴岡駅前支店 鶴岡市

（株）きらやか銀行酒田支店 酒田市

（株）きらやか銀行温海支店 鶴岡市

（株）きらやか銀行新庄支店 新庄市

（株）きらやか銀行最上町支店 最上町

（株）きらやか銀行新庄支店舟形出張所 舟形町

（株）きらやか銀行楯岡支店 村山市

（株）きらやか銀行さくらんぼ東根支店 東根市

（株）きらやか銀行神町支店 東根市

（株）きらやか銀行尾花沢支店 尾花沢

（株）　キリウ山形 舟形町

（有）桐生建設 米沢市

（有）金原ダイカスト工業 山形市

近物レックス（株）庄内支店 鶴岡市



　事　業　場　名 所　在　地

クアーズテックマシナリ（株） 小国町

クアハウス碁点 村山市

（株）日下部工務所 山形市

工藤土木（有） 山形市

國井建設（株） 寒河江市

國井建設（株）
寒河江川流域東ノ沢整備工事

西川町

國井建設（株）
寒河江国道西地区維持補修工事

西川町

國井建設（株）
寒河江ダム管理用道路工事

西川町

國井建設（株）
生活基盤施設耐震化等交付事業送・導・配水管布設替工事（送水28-1工
区）

寒河江市

國井建設（株）
長瀞道路改良工事

東根市

國井建設（株）
西川地区トンネル補修補強工事

西川町

國井建設（株）
平成28年度道路改築事業(地債)工事主要地方道大江西川線道路改良工事

大江町

國井建設（株）
最上川上流寒河江地区河川維持工事

河北町

（株）クリーンシステム 山形市

グループホーム大手町　和心 新庄市

クレーンヒル警備（株） 鶴岡市

グローバルウェーハズ・ジャパン（株）小国結晶センター 小国町

黒川佐藤建築 鶴岡市

（株）黒田組 河北町

黒田建設（株） 寒河江市

天然温泉老人デイサービスセンターくろさわ 山形市

クロチュウ（株） 山形市

（有）ケアサービス東北 尾花沢市

社会福祉法人敬寿会 山形市



　事　業　場　名 所　在　地

社会福祉法人敬寿会
沼木敬寿園

山形市

社会福祉法人恵泉会
特別養護老人ホーム永寿荘

鶴岡市

社会福祉法人恵泉会
鶴岡市立東部保育園

鶴岡市

社会福祉法人恵泉会
鈴の音保育園

鶴岡市

京浜ﾊパネル工業（株） 村山市

（株）ケーアイロードメンティナンス 庄内町

（株）建装テクノ 山形市

建築松田 西川町

（株）建図 寒河江市

県南運送（有） 米沢市

（株）建北社 村山市

弘栄設備工業（株） 山形市

弘栄設備工業（株）米沢営業所 米沢市

弘栄設備工業（株）酒田営業所 酒田市

弘栄設備工業（株）新庄営業所 新庄市

弘栄設備工業（株）蔵王営業所 山形市

弘栄設備工業（株）
山形市公設地方卸売市場消防設備消火管改修工事

山形市

晃永運輸（株） 天童市

（株）高研 鶴岡工場 鶴岡市

障害者支援施設　光生園 舟形町

（有）晃大 南陽市

（株）江目組 河北町

特別養護老人ホーム紅梅荘 最上町

光進産業（株） 山形市



　事　業　場　名 所　在　地

（有）コーセーライン 山形市

（有）コクエー 庄内町

穀野建設（有） 南陽市

（株）コクブン 新庄市

小白川建設（株） 山形市

（株）コスモ運輸 尾花沢市

就労支援センター こすもすの家 東根市

（株）宏和エンジニアリング 山形市

（株）後藤組　猪口唯貴・木実邸新築工事 米沢市

（株）後藤組　菅原邸新築工事 米沢市

（株）後藤組　鈴木久慶邸新築工事 米沢市

（株）後藤組　安部慎一郎邸新築工事 米沢市

（株）後藤組 米沢市

（株）後藤組　万世事務所 米沢市

（株）後藤組　山形支店 山形市

（株）後藤組　春日ショールーム 米沢市

（株）後藤組
　米沢浄水管理ｾﾝﾀｰ建設改築工事その5

米沢市

（株）後藤組
　米沢大橋床版工工事

米沢市

（株）後藤組
　平成27年度(明許)河川整備補助事業　吉野川湯河原橋仮橋工事

南陽市

（株）後藤組
　H28-29米沢国道東地区維持補修工事

米沢市

（株）後藤組
　湯河原橋撤去工事

南陽市

（株）後藤組
　最上川上流砂塚地区堤防強化工事

南陽市

（株）後藤組
　栗子トンネル電気室新築工事

米沢市

（株）後藤組
　栗子トンネル換気塔新築工事

米沢市



　事　業　場　名 所　在　地

（株）後藤組
　米沢除雪ステーション新築工事

米沢市

後藤鐵筋工業（有） 天童市

後藤建設（株） 寒河江市

（株）後藤工業 天童市

寿建設（株） 新庄市

（有）寿電気工事 山形市

（株）ｺﾄﾌﾞｷ 酒田市

寿虎屋酒造　（株） 山形市

小林木材　（株） 東根市

小林食品（株） 山形市

小林防護工事（株） 長井市

（株）小松組 酒田市

（株）小松建設 真室川町

（株）小松工業 山形市

（株）小松商事 酒田市

（株）小松商事藤島営業所 鶴岡市

（有）小松建築板金 酒田市

（株）小松写真印刷 酒田市

（株）小森マシナリー 高畠町

（株）コヤマ 村山市

（有）小山土建 村山市

（株）五勇組 酒田市

（株）是谷建装 酒田市

近藤建築 朝日町



　事　業　場　名 所　在　地

今野工務店 鶴岡市

（株）コンマ製作所 鶴岡市


