
　事　業　場　名 所　在　地

（株）　大和 鶴岡市

（株）第一ほうせい 米沢市

（株）第一運輸山形営業所 河北町

第一貨物（株）本社 山形市

第一貨物（株）鶴岡支店 鶴岡市

第一貨物（株）天童支店 天童市

第一貨物（株）山形流通ﾀｰﾐﾅﾙ支店 山形市

第一貨物（株）国際貨物センター 山形市

第一貨物（株）でん六物流センター 上山市

第一貨物（株）山形支店 山形市

第一貨物（株）山形支店区域課 山形市

第一貨物（株）山形支店 山形市

第一貨物（株）酒田支店 酒田市

第一貨物（株）長井支店 長井市

第一貨物（株）新庄支店 新庄市

第一貨物（株）米沢支店 米沢市

第一タクシー（株） 山形市

（株）大一電機　本社 鶴岡市

（株）大栄 鶴岡市

（有）大京タクシー 川西町

大金電子工業（株） 尾花沢市

タイコー警備保障（株） 酒田市

泰昌建設（株） 山形市

泰昌建設（株）
松沢道路改良工事

東根市

泰昌建設（株）
寒河江川流域鎌笠沢ほか整備工事

西川町



　事　業　場　名 所　在　地

泰昌建設（株）
最上川上流村山地区堤防強化工事

寒河江市

（株）ダイシン 東根市

大伸建設（株） 白鷹町

（株）ダイ精研 東根市

（有）大千醤油店 長井市

（株）大地物流 尾花沢市

大虎運輸東北（株）　山形支店 天童市

大日建設（株） 山形市

大平工業（株） 酒田市

太平ビルサービス（株）山形支店 山形市

（株）ダイヤ運送 高畠町

（株）太陽セキュリティサービス 酒田市

大和交通（株） 鶴岡市

（有）　高菊林業 真室川町

合同会社　髙橋林業 金山町

（有）　髙橋林業 真室川町

髙子建設（株） 大江町

高砂鋳造（株） 尾花沢市

髙島産業（株） 鶴岡市

（株）髙田地研 寒河江市

（株）高梨工務店 河北町

（株）髙橋フルーツランド 上山市

（株）髙橋フルーツランド　HatakeCafe 上山市

（株）髙橋フルーツランド　HatakeCafeトマト店 上山市

（株）髙橋工事 大石田町



　事　業　場　名 所　在　地

（有）高橋建設 金山町

（株）高橋工務店 小国町

たかはし技建 鶴岡市

（株）髙橋組 白鷹町

髙橋建設 西川町

（株）髙橋工務店 小国町

（株）髙橋設備 長井市

髙橋塗装店 長井市

高畠食品工業（株） 高畠町

（有）高畠清掃 高畠町

（株）たかはたファーム 高畠町

高平建設（株） 庄内町

高谷建設（株） 村山市

高谷建設（株）東根営業所 東根市

高谷建設（株）　本飯田道路工事 村山市

高谷建設（株）
市道観音線道路改良に伴う大久保小学校プール機械室移設

村山市

高谷建設（株）
主要地方道新庄次年子村山線（仮称）ＩＣ（２）道路改良工事

村山市

高谷建設（株）
平成２８年度長島地区経営体育成基盤整備事業第一工区工事

村山市

（有）滝ペン塗装 米沢市

（株）瀧山塗装店 山形市

（有）拓芯 鶴岡市

（株）タクマテクノス東根事業所 河北町

（株）たくみ 山形市

（株）武田組 山辺町

（株）竹田組 米沢市



　事　業　場　名 所　在　地

学校法人山本学園 竹田西部幼稚園 山形市

武田鉄工（株） 山形市

学校法人山本学園 竹田幼稚園 山形市

（株）タケマエ 米沢市

社会福祉法人立川厚生会
特別養護老人ホーム山水園

庄内町

社会福祉法人立川厚生会
山水園通所介護事業所

庄内町

社会福祉法人立川厚生会
山水園短期入所生活介護事業所

庄内町

社会福祉法人立川厚生会
山水園訪問介護事業所

庄内町

社会福祉法人立川厚生会
山水園居宅介護支援事業所

庄内町

（株）楯岡交通 村山市

（株）楯岡ハム 村山市

楯岡物産（株） 村山市

田中産業（株）酒田営業所 酒田市

玉川開発（株） 小国町

田宮印刷（株） 山形市

（株）田村食品 東根市

（株）チトセ電気工業 酒田市

（株）千歳建設 山形市

（株）千歳建設
　佐藤眼科医院・同手術センター新築工事

山形市

（株）千歳建設
　社会医療法人公徳会米沢こころの病院新築工事

米沢市

（株）千歳建設
　保育所型認定こども園さくらこども園新築工事

東根市

（株）千歳建設
【仮称】ヨークベニマル山形下條店新築工事

山形市

（株）チノー山形事業所 天童市

（有）中央興産 東根市

（株）中央タクシー 長井市



　事　業　場　名 所　在　地

中央タクシー（株） 寒河江市

鳥海運送（資） 遊佐町

鳥海物流（株）本社営業所 鶴岡市

鳥海自動車学園 酒田市

特別養護老人ホーム 長寿園 尾花沢

（株）千代田 酒田市

（株）千代田商事 浜崎営業所 山形市

（株）千代田商事 城北営業所 山形市

（株）千代田商事 北町自動車整備工場 山形市

（株）千代田商事　山形北町ＳＳ 山形市

（株）千代田商事　セルフ桧町ＳＳ 山形市

（株）千代田商事 山形市

司組運輸機工（株） 山形市

司運輸（株） 鶴岡市

土谷食品（株） 村山市

（有）鶴岡運輸 鶴岡市

鶴岡建設（株）
羽黒高等学校新校舎建設工事現場

鶴岡市

鶴岡建設（株）
余目こ道橋下部工工事現場

庄内町

鶴岡建設（株）
大岩川地区道路改良工事現場

鶴岡市

鶴岡建設（株）
上名川地区国道維持補修工事現場

鶴岡市

鶴岡建設（株）
酒田国道交通安全対策工事現場

遊佐町

鶴岡建設（株）
鶴岡市駅前再開発ビル駐車場改修工事現場

鶴岡市

鶴岡自動車学園 鶴岡市

鶴岡市農業協同組合 鶴岡市



　事　業　場　名 所　在　地

（株）鶴岡電装 鶴岡市

（株）　つるやホテル 山形市

TPR工業（株） 寒河江市

（株）TTK山形支店 山形市

T&日本メンテ開発（株） 酒田市

ＴＤＫ庄内（株）鶴岡工場 鶴岡市

ティービーアール（株） 鶴岡市

ディスポテック（株） 鶴岡市

ＴＨＫ（株）山形工場 東根市

（株）テトラス 山形市

（株）テルナイト酒田工場 酒田市

社会福祉法人出羽むつみ会
母子生活支援施設　むつみハイツ

山形市

出羽庄内森林組合 鶴岡市

出羽自動車教習所 酒田市

出羽ハイヤー（株） 鶴岡市

電興（株） 小国町

（株）天童木工 天童市

（株）天童運送 天童市

（株）天童給食センター 東根市

天童重機運輸（株） 天童市

（株）　天童荘 天童市

（株）ト一屋　住吉町店 酒田市

（株）ト一屋　惣菜・鮮魚センター 酒田市

（株）ト一屋　中町店 酒田市



　事　業　場　名 所　在　地

（株）ト一屋　千石町店 酒田市

（株）ト一屋　緑町店 酒田市

（株）ト一屋　新町店 酒田市

（株）ト一屋　駅東町店 酒田市

（株）ト一屋　新橋店 酒田市

（株）ト一屋　みずほ通り店 酒田市

東奥建設（株） 山形市

東邦酒田水素（株） 酒田市

東北発電工業（株）酒田支社 酒田市

東北メンテナンス工業（株） 酒田市

東北興産（株） 酒田市

東北電力（株）酒田技術センター 酒田市

東北電力（株）酒田営業所 酒田市

東亜熱研工業（株） 米沢市

東和建設（株） 天童市

東栄コンクリート工業（株） 山形市

東海林建設（株） 天童市

東海林建設（株）生コン工場 天童市

東海林建設（株）
山形老野森戦道路改良工事

天童市

東海林建設（株）
天童公園整備工事

天童市

東海林建設（株）
立谷川車輌基地(1号棟)建替工事

天童市

東京通信機工業（株）米沢工場 米沢市

東ソー・スペシャリティマテリアル（株） 山形市

東ソー・クォーツ（株）本社・山形製造所 山形市



　事　業　場　名 所　在　地

（株）東部電気 山形市

東舗工業（株） 新庄市

東北旭段ボール（株） 酒田市

東北グンゼ（株） 寒河江市

東北電力（株）山形支店 山形市

東北電力（株）山形技術センター 山形市

東北電力（株）酒田リサイクルセンター 酒田市

東北電力（株）天童営業所 天童市

東北電力（株）長井営業所 長井市

東北電力（株）鶴岡営業所 鶴岡市

東北電力（株）新庄営業所 新庄市

東北電化工業（株）本社 山形市

東北電化工業（株）上山営業所 上山市

東北電化工業（株）蔵王営業所 山形市

東北電化工業（株）天童営業所 天童市

東北電化工業（株）寒河江営業所 寒河江市

東北電化工業（株）米沢営業所 米沢市

東北電化工業（株）長井営業所 長井市

東北電化工業（株）白鷹営業所 白鷹町

東北電化工業（株）南陽営業所 南陽市

東北電化工業（株）新庄営業所 新庄市

東北電化工業（株）酒田営業所 酒田市

東北電化工業（株） 鶴岡営業所 鶴岡市

東北電化保安サービス（株） 山形市



　事　業　場　名 所　在　地

東北電化機器販売（株） 山形市

東北パイオニア（株） 天童市

東北パイオニア（株）米沢事業所 米沢市

（株）東北ティーシーピー 米沢市

（株）東北マテハン 米沢市

東北羽田コンクリート（株） 長井市

東北ホモボード工業（株） 米沢市

東北警備保障（株） 米沢市

東北アヲハタ（株） 大石田町

東北王子運送（株）山形営業所 山形市

東北王子運送（株）山形新庄営業所 新庄市

東北環境開発（株） 鶴岡市

東北クリーン開発（株）北の沢事業所 中山町

東北西濃運輸（株）米沢営業所 米沢市

東北西濃運輸（株）新庄営業所 新庄市

東北センコー運輸　庄内営業所 鶴岡市

東北第一物流（株）本社 山形市

東北第一物流（株）酒田支店 酒田市

東北第一物流（株）米沢支店 米沢市

東北第一物流（株）新庄支店 新庄市

東北テクノカーボン（株）尾花沢工場 尾花沢市

一般財団法人　東北電気保安協会鶴岡事業所 鶴岡市

一般社団法人  東北電気保安協会東根事業所 東根市

東北乳運（株）山形営業所 山形市



　事　業　場　名 所　在　地

東北三八五流通（株） 山形市

東北三八五流通（株）酒田支店 酒田市

東北三八五流通（株）酒田引越ｾﾝﾀｰ 酒田市

東北冷蔵製氷（株） 鶴岡市

東和薬品（株）山形工場 上山市

十和建設（株） 鶴岡市

（株）トーエイ 村山市

富樫建設運輸（株） 庄内町

富樫運輸建設（株） 庄内町

富樫管工建設（株） 山形市

（株）富樫建設 河北町

社会福祉法人やまがた市民福祉会
特別養護老人ホームとかみ共生苑

山形市

（株）土岐工務店 鶴岡市

（株）トキワプラス 尾花沢市

（株）トスネット南東北 山形市

（株）トップアートセクション 山形市

（株）トップ・ロジ 中山町

飛塚塗装店（株） 寒河江市

豊川建設（株） 飯豊町

トヨタライン（株） 東根市

トヨタライン（株）虹ケ丘営業所 大石田町

ﾄﾖﾀｴﾙｱﾝﾄﾞｴﾌ山形（株）庄内ｾﾝﾀｰ 庄内町

トラストシステム物流（株） 酒田市

ﾄｵﾗﾝｽｵｰｼｬﾝﾊﾞｽ（株） 新庄市


