
　事　業　場　名 所　在　地

サイオスセキュリティ（株） 山形市

（株）斉藤工業所 酒田市

（株）齊藤工務店 舟形町

斎藤建設（株） 小国町

斎藤建設（株） 鶴岡市

（株）斎藤建設 東根市

齋藤建装 山形市

斎藤建築 大石田町

（株）齋藤工務店 村山市

斎藤住建 米沢市

（株）齋藤商会 鶴岡市

（有）齋藤総建 白鷹町

齋藤土木（株） 高畠町

齋藤屋根工事店 酒田市

（有）　幸富石材販売 最上町

さいほく鉄工（株） 新庄市

蔵王観光開発（株） 山形市

蔵王ゴルフ（株） 山形市

（株）蔵王警備保障 山形市

蔵王自動車学園 山形市

酒田第一タクシー（株） 酒田市

酒田臨港開発（株） 酒田市

酒田共同火力発電（株） 酒田市

酒田天然ガス（株） 酒田市

酒井鈴木工業（株）
東町地区道路改良舗装工事

酒田市



　事　業　場　名 所　在　地

酒井鈴木工業（株）
総合文化ｾﾝﾀｰﾎｰﾙ天井改修工事

酒田市

酒井鈴木工業（株）
日和山公園園路等整備工事

酒田市

合資会社　酒井製麺所 山形市

寒河江物流（株） 寒河江市

（株）サガエ 高畠町

（株）寒河江自動車学校 寒河江市

寒河江重車輌（株） 寒河江市

寒河江重車輌（株）南陽営業所 南陽市

寒河江タクシー（株） 寒河江市

酒田市庁舎改築工事（電気設備工事） 酒田市

酒田海陸運送（株） 酒田市

佐竹建設（株） 三川町

酒田塗装（株） 酒田市

坂部印刷（株） 山形市

（株）鷺宮製作所米沢工場 米沢市

（株）サクセス工業 尾花沢市

（株）櫻井建設 山形市

さくらんぼカントリークラブ 村山市

鮭川工業（株） 鮭川村

（株）ササキ 長井市

（株）佐々木建設 大石田町

（有）佐々木塗装店 高畠町

（有）佐治工業 米沢市

（有）佐治工業 米沢市

佐竹商事（株） 寒河江市



　事　業　場　名 所　在　地

（有）佐竹法面工業 朝日町

（有）　佐藤林産 米沢市

（株）　佐藤工務 鶴岡市

（株）　佐藤製材所 西川町

佐藤繊維（株） 寒河江市

佐藤建設工業（株） 寒河江市

（株）佐藤運送山形営業所 山形市

（株）佐藤建設 西川町

佐藤建設（株） 鶴岡市

佐藤建設（株）
主要地方道立川羽黒山線雪崩予防策設置工事現場

鶴岡市

佐藤建設（株） 東根市

佐藤建設工業（株） 寒河江市

佐藤建設工業（株）
大井沢地区小水力発電第３工区工事

西川町

佐藤建設（株） 庄内町

佐藤建築（有） 白鷹町

佐藤建築 遊佐町

佐藤建築事務所 米沢市

（株）佐藤工務
　西田地区道路改良工事現場

庄内町

（株）佐藤工務
　払田地区道路改良工事現場

庄内町

（株）佐藤工務
　鶴岡第三中学校改築工事現場

鶴岡市

（株）佐藤工務店 高畠町

佐藤左官 鶴岡市

佐藤左官 鶴岡市

（有）佐藤商店 及位ＳＳ 真室川町

（株）佐藤新聞店 村山市



　事　業　場　名 所　在　地

（株）佐藤電機 村山市

佐藤電気工業（有） 最上町

（有）佐藤土建 米沢市

（株）佐藤渡辺鶴岡営業所 鶴岡市

（株）サトー住販 寒河江市

（株）SUMCO米沢工場 米沢市

西道精工（株） 東根市

澤内建設（株） 舟形町

（株）三栄電機工業 酒田市

（株）三栄電機工業
　総合文化センター空調設備改修工事（電気設備工事）

酒田市

（株）三栄電機工業
　空港安全対策事業　庄内空港標準式進入灯ケーブル他更新工事

酒田市

（株）三栄電機工業
　新五十川トンネル照明設備工事

酒田市

（株）サン配送センター 天童市

（株）三栄
モスバーガー山形七日町店

山形市

（株）三栄
モスバーガー山形駅前大通り店

山形市

（株）三栄
モスバーガー山形桜田店

山形市

（株）三栄
モスバーガー天童店

天童市

（株）三栄
モスバーガー山形西バイパス店

山形市

（株）三栄
モスバーガー寒河江店

寒河江市

（株）三栄
モスバーガー山形北店

山形市

（株）三栄
モスバーガーさくらんぼ東根駅前店

東根市

（株）三栄
モスバーガー鶴岡店

鶴岡市

（株）三栄
モスバーガー新庄店

新庄市

（株）三栄
モスバーガー酒田南店

酒田市

（株）三栄
なか卯天童店

天童市



　事　業　場　名 所　在　地

（株）三栄
なか卯さくらんぼ東根駅前店

東根市

（株）三栄
どんQ製麺マックスバリュ山形駅西口店

山形市

（株）三栄
昭和ホルモン亭山形駅前大通り店

山形市

（株）三栄
昭和ホルモン亭青田店

山形市

（株）三栄
昭和ホルモン亭さくらんぼ東根駅前店

東根市

（株）三栄
昭和ホルモン亭鶴岡文下店

鶴岡市

（株）三栄
昭和ホルモン亭山形嶋店

山形市

（株）三栄
りんご苑山形西校前店

山形市

（株）三栄
コメダ珈琲店山形南館店

山形市

（株）三栄
とん八本店

山形市

（株）三栄
とん八寒河江店

寒河江市

（株）三栄
とん八米沢店

米沢市

（株）三栄
とん八さくらんぼ東根駅前店

東根市

（株）三栄
とん八山形嶋店

山形市

（株）三栄
とん八南陽店

南陽市

（株）三栄
とん八山形成沢店

山形市

（株）三栄
とん八新庄店

新庄市

（株）三栄
ピソリーノ山形北インター店

山形市

（株）三栄
ピソリーノ山形南店

山形市

（株）三栄
ピソリーノ鶴岡店

鶴岡市

（株）三栄
ピソリーノ米沢店

米沢市

（株）三栄
伝説のすた丼飯田BP店

山形市

（株）三栄
伝説のすた丼山形西BP店

山形市

（株）三栄
伝説のすた丼米沢春日店

米沢市



　事　業　場　名 所　在　地

（株）サンエー 鶴岡市

三協オイルレス工業（株）山形工場 天童市

（株）三協製作所山形工場 長井市

（有）サンケイ工業 新庄市

三共木工（株） 東根市

（株）サンデージョイ下条店 山形市

（株）サンデージョイ前田店 山形市

（株）サンデージョイ寒河江店 寒河江市

（株）サンデージョイ新庄店 新庄市

（株）サンデージョイ東根店 東根市

（株）サンデージョイ西米沢店 米沢市

（株）サンデージョイ河北店 河北町

（株）サンデージョイ南館店 山形市

（株）サンデージョイ櫛引店 鶴岡市

（株）サンデージョイ長井店 長井市

（株）サンデージョイ北村山店 尾花沢市

（株）サンデージョイ藤島店 鶴岡市

（株）サンデージョイ山形北店 山形市

（株）サンデージョイ白山店 山形市

（株）サンデージョイ天童南店 天童市

（株）サンデージョイ南陽プラザ店 南陽市

（株）サンデージョイ東根中央店 東根市

（株）サンデージョイあつみ店 鶴岡市

（株）サンテック 東根市



　事　業　場　名 所　在　地

三瓶建設 東根市

三洋工業（株） 米沢市

（株）三要 酒田市

（株）山陽精機山形工場 尾花沢市

サンリット工業（株） 長井市

（株）三和 山形市

三和缶詰（株）天童工場 天童市

（株）三和技術コンサルタント 村山市

シー･ケィー･ケー（株）山形工場 東根市

ジークライト（株） 米沢市

（有）ジェイエイ運輸 鶴岡市

（株）ジオテック 山形市

山形県社会福祉事業団 慈丘園 鶴岡市

（株）シグマ 米沢市

システムエンジニヤリング（株） 山形市

（株）シスモ 山形市

志田建設（株） 山形市

（有）篠田土木 戸沢村

（有）柴田工務所 金山町

（有）柴田鉄工所 山形市

社会福祉法人慈福会
小規模特別養護老人ホームあっぷるの里久保田

山形市

（株）渋谷組 山形市

渋谷建設（株） 山形市

渋谷建設（株）
H27-28寒河江国道東地区維持補修工事

寒河江市



　事　業　場　名 所　在　地

渋谷建設（株）　砂防関係施設長寿命化対策事業
（防災安全・通常砂防）酢川240号砂防えん堤機能改善工事

上山市

渋谷建設（株）　平成27年度(明許)河川整備補助事業
(防災安全・国補正)馬見ヶ崎川河川改修工事

山形市

渋谷建設（株）　平成28年度道路保全事業
（交付金・国道舗装）一般国道458号舗装整備工事

山形市

渋谷建設（株）　平成28年度道路改築事業
（交付金）主要地方道山形山辺線道路改良工事

山形市

渋谷建設（株）
雨水管整備工事（松波一丁目 第213工区）

山形市

渋谷建設（株）
山形市新野球場外構工事（第1工区

山形市

渋谷建設（株）　平成28年度街路整備事業
(防災・安全交付金)3・4・28四日町日月山線馬見ヶ崎橋橋面工事

山形市

渋谷建設（株）
城北西地区道路改良工事

山形市

渋谷建設（株）
H27-28山形国道南地区維持補修工事

山形市

渋谷建設（株）
錦町地区道路改良工事

山形市

渋谷建設（株）
横石地区道路改良工事

村山市

渋谷建設（株）
最上川上流川久保地区堤防強化工事

東村山郡

渋谷建設（株）
最上川上流川山形地区河川維持工事

渋谷建設（株）
米沢北地区道路改良舗装工事

米沢市

渋谷建設（株）
志津地すべり志津排水トンネル工事用道路工事

西川町

渋谷建設（株）
平成28年度道路維持修繕費　一般国道286号線外道路維持修繕業務委託

山形市

渋谷工業所 鶴岡市

（有）渋谷重機開発 長井市

島貫電機 川西町

（株）ジャストランニングセンター 米沢市

（有）重起 鶴岡市

（株）住建 東根市

（有）庄司林業 大江町

（株）荘内銀行鶴岡本部・本店営業部 鶴岡市



　事　業　場　名 所　在　地

（株）荘内銀行北支店 鶴岡市

（株）荘内銀行鶴岡南支店 鶴岡市

（株）荘内銀行鶴岡西支店 鶴岡市

（株）荘内銀行鶴岡ローンスクエア 鶴岡市

（株）荘内銀行大山支店 鶴岡市

（株）荘内銀行三瀬支店 鶴岡市

（株）荘内銀行鶴岡東支店 鶴岡市

（株）荘内銀行本町三丁目支店 鶴岡市

（株）荘内銀行鶴岡市役所出張所 鶴岡市

（株）荘内銀行新斎町支店 鶴岡市

（株）荘内銀行温海支店 鶴岡市

（株）荘内銀行余目支店 庄内町

（株）荘内銀行藤島支店 鶴岡市

（株）荘内銀行庄内支庁支店 三川町

（株）荘内銀行青果物市場出張所 三川町

（株）荘内銀行宝田支店 鶴岡市

（株）荘内銀行くしびき支店 鶴岡市

（株）荘内銀行イオン三川店出張所 三川町

（株）荘内銀行酒田中央支店 酒田市

（株）荘内銀行酒田北支店 酒田市

（株）荘内銀行酒田ローンスクエア 酒田市

（株）荘内銀行新橋支店 酒田市

（株）荘内銀行酒田営業部 酒田市

（株）荘内銀行酒田東支店 酒田市



　事　業　場　名 所　在　地

（株）荘内銀行緑ヶ丘支店 酒田市

（株）荘内銀行イオン酒田南店出張所 酒田市

（株）荘内銀行遊佐支店 遊佐町

（株）荘内銀行観音寺支店 酒田市

（株）荘内銀行東部酒田支店 酒田市

（株）荘内銀行酒田地区センター 酒田市

（株）荘内銀行酒田融資事務センター 酒田市

（株）荘内銀行新庄支店 新庄市

（株）荘内銀行新庄住宅ローンスクエア 新庄市

（株）荘内銀行真室川支店 真室川町

（株）荘内銀行金山支店 金山町

（株）荘内銀行もがみ町支店 最上町

（株）荘内銀行おおくら支店 大蔵村

（株）荘内銀行山形本部・山形営業部 山形市

（株）荘内銀行北山形支店 山形市

（株）荘内銀行霞城支店 山形市

（株）荘内銀行北町支店 山形市

（株）荘内銀行県庁前支店 山形市

（株）荘内銀行ときめき通り支店 山形市

（株）荘内銀行山形住宅ローンスクエア 山形市

（株）荘内銀行あかねケ丘支店 山形市

（株）荘内銀行桜田支店 山形市

（株）荘内銀行イオン山形北店出張所 山形市

（株）荘内銀行イオン山形南支店 山形市



　事　業　場　名 所　在　地

（株）荘内銀行荘銀システムソリューション 山形市

（株）荘内銀行山形事務センター 山形市

（株）荘内銀行上山支店 上山市

（株）荘内銀行寒河江支店 寒河江市

（株）荘内銀行楯岡支店 村山市

（株）荘内銀行東根支店 東根市

（株）荘内銀行天童中央支店 天童市

（株）荘内銀行長岡支店 天童市

（株）荘内銀行イオンモール天童支店 天童市

（株）荘内銀行天童住宅ローンスクエア 天童市

（株）荘内銀行河北支店 河北町

（株）荘内銀行米沢支店 米沢市

（株）荘内銀行米沢中央支店 米沢市

（株）荘内銀行イオンタウン米沢支店 米沢市

（株）荘内銀行長井支店 長井市

（株）荘内銀行イオンタウン南陽支店 南陽市

社会福祉法人松風会
特別養護老人ホームはとみね荘

高畠町

社会福祉法人松風会
特別養護老人ホームまほろば荘

高畠町

社会福祉法人松風会
特別養護老人ホームたかはた荘

高畠町

社会福祉法人正覚会
特別養護老人ホームライフケア黒森

酒田市

庄交ハイヤー（株） 鶴岡市

庄司建設工業（株） 遊佐町

（株）庄司久仁蔵商店 山形市

荘内運送（株） 鶴岡市



　事　業　場　名 所　在　地

庄内定温輸送（株） 酒田市

庄内市場運送（株） 三川町

荘内エネルギー（株） サンポートあずま 酒田市

荘内エネルギー（株） サンポートちわら 鶴岡市

荘内エネルギー（株） サンポートみずほ 酒田市

荘内エネルギー（株） サンポートいずみ 酒田市

庄内オリエンタルモーター（株） 鶴岡市

庄内環境衛生事業（株） 鶴岡市

（株）庄内クリエート工業 本社 鶴岡市

庄内交通（株） 鶴岡市

庄内交通（株）酒田営業所 酒田市

庄内交通（株）温海営業所 温海町

庄内交通（株）平田営業所 平田町

職業訓練法人庄内職業訓練協会 酒田市

庄内森林管理署 鶴岡市

庄内森林管理署温海森林事務所 鶴岡市

庄内森林管理署大鳥森林事務所 鶴岡市

庄内森林管理署羽黒森林事務所 鶴岡市

庄内森林管理署平田森林事務所 酒田市

庄内森林管理署遊佐森林事務所 遊佐町

庄内たがわ農業協同組合　本所 鶴岡市

庄内たがわ農業協同組合　温海支所 鶴岡市

庄内たがわ農業協同組合　新余目支所 庄内町

庄内たがわ農業協同組合　立川支所 庄内町



　事　業　場　名 所　在　地

庄内たがわ農業協同組合　藤島支所 鶴岡市

庄内たがわ農業協同組合　三川支所 三川町

庄内たがわ農業協同組合　羽黒支所 鶴岡市

庄内たがわ農業協同組合　朝日支所 鶴岡市

庄内ミート（株） 鶴岡市

（株）庄内ヨロズ 鶴岡市

ＪＯＨＮＡＮ（株） 村山市

城南技研工業（株） 村山市

（有）庄内物流システム 三川町

（株）匠明 高畠町

昭和建機（株） 山形市

荘和設備工業（株） 鶴岡市

昭和電工ＨＤ山形（株） 東根市

（株）殖産工務所 川西町

（株）殖産工務所
　川西消防署耐震補強工事

川西町

（株）殖産工務所
　宮地地区基盤整備第3工区工事

川西町

（株）殖産工務所
　JAおきたま営農センター造成工事

川西町

（株）殖産工務所
　黒川水管橋建設工事

川西町

（株）殖産工務所
　川西町民体育館外部修繕工事

川西町

白岩土木建築（株） 金山町

白岩土木建築（株）
H27-28新庄国道北地区維持補修工事

金山町

白岩土木建築（株）
最上川中流鮭川地区維持工事

鮭川村

白岩土木建築（株）
戸沢地区経営体育成基盤整備事業第11工区工事

戸沢村

白岩土木建築（株）
国道47号新庄管内橋梁補修工事

新庄市



　事　業　場　名 所　在　地

白岩土木建築（株）
古口地区道路改良工事

戸沢村

白鷹運送（株）山形営業所 山形市

（株）白鷹タクシー 長井市

シロニシ工務店 山形市

特別養護老人ホーム白水荘 東根市

（有）　新庄林業 新庄市

（株）シンクロン鶴岡工場 鶴岡市

新興電気　（株） 中山町

新庄土木（株） 新庄市

（株）新庄・鈴木・柴田組
　成27年度宇津森地区経営体育成基盤整備事業第10工区工事

鮭川村

（株）新庄・鈴木・柴田組
　新庄市公共下水道荒小屋地区汚水管渠布設工事

新庄市

（株）新庄・鈴木・柴田組
　平成27年度(明許繰越)災害関連緊急地すべり対策事業砂沢床固め工事

戸沢村

（株）新庄・鈴木・柴田組
　平成27年度(明許繰越)災害関連緊急地すべり対策事業
　砂沢地すべり対策工事

戸沢村

（株）新庄・鈴木・柴田組
　平成28年度山本県単独災害関連緊急治山工事

戸沢村

（株）新庄・鈴木・柴田組
　最上広域市町村圏事務組合消防署西支署庁舎建設工事

戸沢村

（株）新庄・鈴木・柴田組
　西郷地区床版工工事

村山市

（株）新庄・鈴木・柴田組
　泉川地区道路改良工事

戸沢村

（株）新庄・鈴木・柴田組
　最上川中流白須賀・庭月地区堤防強化工事

鮭川村

（株）新庄エレメックス 新庄市

（有）新庄小松商事　本合海ＳＳ 新庄市

（株）新庄砕石工業所 新庄市

（株）新庄砕石工業所
　平成28年度蔵岡皿嶋地区道路改良工事

戸沢村

（株）新庄砕石工業所
　平成28年度最上川中流大石田地区維持工事

大石田町



　事　業　場　名 所　在　地

（株）新庄砕石工業所
　立谷沢川流域松沢第3砂防堰堤工事用道路工事

庄内町

新庄自動車学校 新庄市

（株）新庄鈴木柴田組
　平成28年度鮭川村多目的運動公園整備工事

鮭川村

新庄第一自動車学校 新庄市

（株）　新庄タクシー 新庄市

（有）新庄塗装自動車 新庄市

新庄生コンクリート（株）尾花沢生コン工場 尾花沢市

（有）新庄舗道 舟形町

新進テック（株）米沢事業所 米沢市

障害者支援施設 新生園 尾花沢市

（株）信田製畳 酒田市

新電元スリーイー（株）山形工場 尾花沢市

（株）新東京ジオ・システム 天童市

（株） シントー 新庄市

特別養護老人ホーム仁風荘 大石田町

神町電子（株） 東根市

新和産業（株） 山形市

（株）伸和コ－ティング 村山市

（株）新和 酒田市

（株）辰和 山形工場 東根市

（株）スカイ運輸寒河江営業所 寒河江市

（株）菅興業 鶴岡市

菅睦建設（株） 鶴岡市

（株）菅原工務所 酒田市



　事　業　場　名 所　在　地

（株）菅原工務所
　高砂雨水幹線整備工事

酒田市

（株）菅原工務所
　旧北平田小学校校舎解体跡地整備工事

酒田市

（株）菅原工務所
　新広田橋他橋梁補修強工事

酒田市

（有）菅原運送山形営業所 山形市

（有）菅原運送本社営業所 鶴岡市

菅原建設（株） 鶴岡市

菅原通商（有） 三川町

（株）鈴木製作所 山形市

鈴木工務所 長井市

（株）鈴木工務店 白鷹町

（株）鈴木工務店 鶴岡市

鈴木左官 朝日町

（株）鈴木製作所 南陽市

（有）スズヒロ製作所 村山市

スズモト（株）朝日工場 鶴岡市

スズモト（株）清水工場 鶴岡市

スズモト精密（株） 鶴岡市

スズモト（株）鶴岡工場 鶴岡市

（株）スタンレー鶴岡製作所 鶴岡市

スペースパーツ山形 寒河江市

（株）スペリア 河北町

スリーエムジャパンプロダクツ（株）山形工場 東根市

（有）諏訪建設 鶴岡市

精英堂印刷（株） 米沢市



　事　業　場　名 所　在　地

世紀（株） 米沢市

世紀東急工業（株）山形営業所 山形市

（株）誠電 米沢市

西濃運輸（株）山形支店 山形市

（株）誠朋建設 鶴岡市

（有）星輪 金山町

ゼオンケミカルズ米沢（株） 米沢市

（株）石庄建設 鶴岡市

関のこぎり刃物店 鶴岡市

（株）セキュリティ庄内 酒田市

（有）セキュリティ米沢 米沢市

（株）セロン東北 山形市

センコン物流（株）山形営業所 天童市

仙台オート輸送（株）山形営業所 山形市

千成興業（株） 西川町

（株）全農ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ山形　山形営業所 天童市

（株）　相馬組 新庄市


