
事　業　場　名 所　在　地

（株）バーンフュージョン 酒田市

（株）バーンフュージョン　K作業所 酒田市

（株）バーンフュージョン　TECB作業所 酒田市

（株）バーンフュージョン　TNC作業所 酒田市

配工電気（株） 鶴岡市

ハイジェントテクノロジー（株）
山形工場

新庄市

（株）ハイヤーセンター 鶴岡市

（株）パオラレディ 寒河江市

羽黒･のうきょう食品加工（有） 鶴岡市

(学)羽黒学園事業部 鶴岡市

パスカル工業　（株） 舟形町

（株）蓮沼左官業 米沢市

（有）長谷川工業 尾花沢市

長谷川畳店 鶴岡市

（有）長谷部鉄筋 長井市

（有）畑田鐵工所 鶴岡市

（株）八森商運 酒田市

八松園（株） 寒河江市

（株）花笠食品 酒田市

学校法人 花岡学園 村山市

（株）柿﨑工務所 はながさアスコン共同企業体 尾花沢市

（株）はながさ建設 尾花沢市

（株）花角味噌醸造 米沢市

（株）花の湯 東根市

花菱縫製（株）白鷹工場 白鷹町



事　業　場　名 所　在　地

馬場たたみ内装 鶴岡市

（有）　パブリックオート 山形市

ハマダ建設（株） 米沢市

林建設工業（株） 酒田市

林建設工業（株）
酒田港本港地区防波堤(南）消波外工事

酒田市

林建設工業（株）
平成28年度港湾施設長寿命化対策事業(防災安全･総合）
酒田港山居町物揚場(-4.0m)外補修工事

酒田市

林建設工業（株）
平成27年度酒田市公共下水道高砂雨水幹線整備工事

酒田市

林建設工業（株）
常万地区道路改良工事

庄内町

林建設工業（株）
門田地区道路改良工事

庄内町

林建設工業（株）
酒田市家際雨水ポンプ場建設工事その２

酒田市

林建設工業（株）
平成28年度道路施設長寿命化対策事業(耐震･緊急防災）
主要地方道酒田港線御成跨線橋耐震補強工事

酒田市

林建設工業（株）
消防署中央分署(仮称）建設工事(建築工事）

酒田市

林建設（株） 大江町

（有）葉山工業 大蔵村

葉山建設（株） 長井市

ハヤマ工業（株） 長井市

羽山総合建設（株） 高畠町

（株）葉山タクシー 河北町

原田運輸（株） 山形市

原田製作所 村山市

（株）ハラチュウ 山形市

（有）半田組 山形市

ピーウィー保育園 山形市



事　業　場　名 所　在　地

東根市森林組合 東根市

（株）東日本電化 新庄市

（株）東根交通 東根市

東根自動車学校 東根市

東根市外二市一町共立衛生処理組合 東根市

（株）東根新電元 東根市

光電設（株） 山形市

（株）ひさげ運輸 庄内町

（株）日立建機カミーノ 東根市

（株）平山孫兵衛商店 米沢市

（株）　ヒューマンデザイアートレーディング
　ファミリーマート尾花沢荻袋店

尾花沢市

（株）　ヒューマンデザイアートレーディング
　ファミリーマートさくらんぼ東根駅前店

東根市

（株）　ヒューマンデザイアートレーディング
　ファミリーマート天童駅前店

天童市

（株）　ヒューマンデザイアートレーディング
　ファミリーマート天童糠塚一丁目店

天童市

（株）　ヒューマンデザイアートレーディング
　ファミリーマート天童乱川店

天童市

（株）　ヒューマンデザイアートレーディング
　ファミリーマート天童南町店

天童市

（株）　ヒューマンデザイアートレーディング
　ファミリーマート東根神町店

東根市

（株）　ヒューマンデザイアートレーディング
 ファミリーマート村山土生田店

村山市

（株）　ヒューマンデザイアートレーディング
 ファミリーマート村山中央２丁目店

村山市

（株）　ヒューマンデザイアートレーディング
 ファミリーマート村山湯野沢店

村山市

（株）　ヒューマンデザイアートレーディング
 ファミリーマート山形青田一丁目店

山形市

（株）　ヒューマンデザイアートレーディング
 ファミリーマート山形五十鈴三丁目店

山形市

（株）　ヒューマンデザイアートレーディング
 ファミリーマート山形北町二丁目店

山形市

（株）　ヒューマンデザイアートレーディング
　ファミリーマート山形空港前店

東根市



事　業　場　名 所　在　地

（株）　ヒューマンデザイアートレーディング
　ファミリーマート山形瀬波店

山形市

（株）　ヒューマンデザイアートレーディング
　ファミリーマート山形沼の辺町店

山形市

（株）　ヒューマンデザイアートレーディング
　ファミリーマート山形村木沢店

山形市

（株）　ヒューマンデザイアートレーディング
　ファミリーマート山辺町店

山辺町

（株）平野新聞舗 酒田市

（株）平尾工務店 酒田市

（株）平尾工務店
 平成27年度(債務負担行為工事)酒田臨海工業団地増設
 管理事業費護岸整備工事

酒田市

（有）平田通商 酒田市

（株）　ヒラタ住工設備 新庄市

平野学園自動車学校 寒河江市

廣谷建設（株） 南陽市

（株）ファースト・カーゴ 白鷹町

（株）深瀬利助商店 山形市

（株）深瀬善兵衛商店 山形市

福島建設（株） 高畠町

特別養護老人ホーム福寿荘 真室川町

（株）福山コンサルタント東北支社 仙台市

フコク物流（株）山形営業所 南陽市

（株）フコックス酒田営業所 酒田市

（株）藤倉設備 川西町

（有）フジ建機運輸 鶴岡市

不二工業（株） 村山市

藤庄印刷（株） 上山市

富士設備（有） 山辺町



事　業　場　名 所　在　地

（株）フジタ東北支店 庄内あさひトンネル作業所 鶴岡市

（株）フジミ 天童市

双葉重機リース（株） 寒河江市

双葉シール工業 高畠町

社会福祉法人 ふたば保育園 大石田町

社会福祉法人 ふたば保育園 ふたば横山保育園 大石田町

（有）　舟形マッシュルーム 舟形町

舩越旭弘石材店 山形市

（株）船山工務店 小国町

（有）　古澤製材所 新庄市

（有）古川板金工業所 寒河江市

（株）ブルースカイ新庄営業所 新庄市

ベア・ロジコ（株） 天童市

平成建設（株） 真室川町

平成タクシー（株） 山形市

平成道路（株） 寒河江市

ベーリンガーインゲルハイム製薬（株） 東根市

学校法人山本学園 ペピー保育園 山形市

（株）　北桜林業 真室川町

北進木工（株） 山形市

（株）　北都プラント 東根市

星川林業 金山町

星川建設（株） 金山町

（有）北方清掃 上山市



事　業　場　名 所　在　地

堀川土建（株） 上山市

堀川土建（株）
H27-28山形国道南地区維持補修工事

山形市

堀川土建（株）
H28-29山形地区橋梁補修工事

山形市

堀川土建（株）
河島地区道路改良工事

村山市

（有）堀口建築 鶴岡市

（有）堀米建設 河北町

（株）本間ゴルフ酒田工場 酒田市

本間建設（株） 尾花沢市

地域密着型特別養護老人ホーム   本丸ホーム 東根市


