
　事　業　場　名 所　在　地

マーレエンジンコンポーネンツジャパン（株）山形工場 大江町

マーレエンジンコンポーネンツジャパン（株） 鶴岡市

前田製管（株） 酒田市

特別養護老人ホーム まごころ荘 戸沢村

まことインテリア 長井市

マサミ工業（株） 村山市

升川建設（株） 河北町

升川建設（株）
朝日川第一発電所変電所建屋建築工事

朝日町

升川建設（株）
碇地区床板工工事

村山市

升川建設（株）
河北公共下水道汚水管路布設工事（第234工区）

河北町

升川建設（株）
寒河江ダム砂沢地区貯砂ダム工事

西川町

升川建設（株）
寒河江村山線農業用水路付替工事

東根市

升川建設（株）
寒河江村山線松沢線架替工事

東根市

升川建設（株）
志津地区防災工事

西川町

升川建設（株）
出羽桜酒造社屋・工事改築工事

天童市

升川建設（株）
荷口川（小見川）農道橋下部工工事

東根市

升川建設（株）
西川町民体育館新築工事

西川町

升川建設（株）
東根地区構造物工事

東根市

升川建設（株）
ふれあいの里おおとみ新築工事

東根市

升川建設（株）
H28-29尾花沢国道南地区維持補修工事

東根市

升川建設（株）
村山広域水道送水管寒河江～河北線管路布設工事（第１工区その３）

河北町

升川建設（株）
最上小野田線満沢橋橋梁災害復旧工事

最上町

升川建設（株）
最上堰地区農業用河川工作物応急対策事業第１工区工事

大江町

升川建設（株）
山形県建設会館耐震補強工事及び内部改修工事

山形市

升川建設（株）
山形自動車道山形管理事務所改修工事

山形市



　事　業　場　名 所　在　地

升川建設（株）
ヤマザワ寒河江プラザ店テナント新築工事

寒河江市

升川建設（株）
ユニット型指定地域密着介護老人福祉施設新設工事
旧短期入所生活介護事業所改修工事

河北町

（株）松岡 村山市

松岡（株）村山工場 村山市

認定こども園　まつかわ幼稚園 高畠町

松木工務店 長井市

マックル（株） 山形市

（株）松田組 南陽市

（株）松田組
 米沢南陽白鷹線道路改良工事

南陽市

（株）松田組
　置賜広域行政事務組合南陽消防署建設工事

南陽市

（株）松田組
 梨郷道路改良工事

南陽市

（株）松田組
　羽黒橋側道橋下部工工事

南陽市

（株）松田組
　中島地区道路改良工事

南陽市

（株）松田組
　H27道路災害関連事業　(主)米沢南陽白鷹線道路改良工事

南陽市

（株）松田組
　H27(明許)道路災害関連事業　(主)米沢南陽白鷹線道路改良工事

南陽市

（株）松田組  平成28年度道路改築事業外
　(一)287号川西ﾊﾞｲﾊﾟｽ道路改良工事

南陽市

（株）松田組  平成28年度道路災害関連事業
　(主)米沢南陽白鷹線道路改良工事

南陽市

（株）松田組　　平成28年度街路整備事業
 3・4・5赤湯停車場線花見橋旧橋撤去工事

南陽市

（有）松田建築美装 寒河江市

（有）松田工業所 村山市

学校法人専称寺学園 松波大谷幼稚園 山形市

松文産業（株）鶴岡工場 鶴岡市

（株）松本組 酒田市

松本レジン（株） 村山市
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真室川森林造成事業協同組合 真室川町

社会福祉法人まむろ川福祉会 真室川町

（株）守自工 村山市

（有）　丸三製材所 山辺町

（有）丸石建設 米沢市

（株）丸運ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ東北南陽営業所 南陽市

（株）丸運ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ東北山形営業所 山形市

（株）丸運ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ東北酒田営業所 酒田市

（株）マルエン 酒田市

（株）丸吉奥山組 天童市

マル元運輸（有） 遊佐町

（株）丸公 村山市

（株）丸浩荷役 山形市

（株）丸定本社工場 米沢市

（株）丸定窪田工場 米沢市

（株）丸定東根事業所 東根市

（株）丸定寒河江事業所 寒河江市

（有）丸定容器 米沢市

（株）丸十大屋 山形市

（株）マルシゲ 山形市

（株）まるしげ 河北町

丸七建設（株） 天童市

（株）丸十大屋 山形市

（株）丸庄建設 酒田市
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丸伸建設（株） 村山市

丸伸建設（株） 村山市

丸善食品工業（株） 鶴岡市

（株）丸高 酒田市

（株）丸高　酒田国道維持補修工事 酒田市

（株）丸高　藤崎地区道路改良工事 酒田市

（株）丸高　跡地区道路改良工事 酒田市

（有）マルタカ運輸 山形市

（有）マルタ木工 米沢市

丸東運送（株）本社 山形市

丸東運送（株）新庄営業所 新庄市

丸ト建設（株） 白鷹町

（株）丸友工業 金山町

（株）マルニ鈴木食品 大石田町

（株）丸の内運送本社営業所 寒河江市

（株）丸の内運送山形営業所 山形市

（株）丸の内運送置賜営業所 長井市

丸羽建設（株） 白鷹町

丸菱食品（株） 寒河江市

（有）丸浩伊藤工務所 山形市

（株）丸秀長井工場 長井市

丸星興業 酒田市

（株）　丸万コンクリート 新庄市

（株）マルミチ 庄内町
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丸充建設（株） 新庄市

丸充建設（株）
真柄地区道路構造物工事

戸沢村

（有）まつみつ 米沢市

（株）丸元建設 鶴岡市

（有）まるよし運輸 村山市

養護老人ホーム 万寿荘 尾花沢市

三浦建設工業（株） 南陽市

三浦建築 鶴岡市

三浦建築 鶴岡市

（株）みうら食品 東根市

（有）三川運送 三川町

三河社会保険労務士事務所 尾花沢市

水澤化学工業（株）水沢工場 鶴岡市

みちのく村山農協 村山営農センター 村山市

三菱鉛筆（株）山形工場 川西町

三菱重工環境・化学エンジニアリング（株）
山形広域環境事務組合向けエネルギー回収施設(立谷川)
建設及び運営事業建設工事

山形市

三星運輸（株）本社営業所 東根市

三星運輸（株）米沢営業所 米沢市

三星運輸（株）南陽営業所 南陽市

三星運輸（株）花ノ木工場 河北町

三桃食品（株）東北工場 米沢市

（株）三ツ柳道路 飯豊町

みつや板金 鶴岡市

三ﾂ和工業（株） 山形工場 東根市
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みつわタクシー（有） 高畠町

特別養護老人ホーム　みどりの大地 新庄市

（有）皆川工務店 南陽市

（株）みなと 酒田市

南山形幹線新設工事第３工区共同企業体 山辺町

南山形幹線新設工事第２工区共同企業体 上山市

ミモト建築 朝日町

宮内建運（株） 南陽市

都運輸（株）山形支店 鶴岡市

社会福祉法人妙光福祉会
特別養護老人ホーム　蔵王やすらぎの里

山形市

社会福祉法人妙光福祉会
軽費老人ホーム（A型）蔵王やすらぎの里

山形市

村正運輸（株） 米沢市

村山電気工業（株） 村山市

社会福祉法人村山厚生会
養護老人ホーム村山光ホーム

村山市

社会福祉法人村山厚生会
小規模特別養護老人ホームはやまホーム

村山市

（株）村山製作所 村山市

（株）ムラヤマ 山形市

（株）村山運送 天童市

村山運輸（株） 村山市

村山建設（株） 朝日町

村山産業（株） 村山市

（株）明友 尾花沢市

（株）明立 東根市

（株）メカニック 酒田市
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（株）メタルプロダクツ 最上郡真室川町

メディカルサポート　（株） 上山市

最上広域森林組合 真室川町

（株）最上運輸 河北町

（株）矢萩土建　最上川上流長島地区築堤工事 村山市

（株）最上機工 新庄市

最上共同クリーン（株） 鮭川村

（株）最上振興 最上町

（有）最上総合設備 新庄市

最上電機　（株） 真室川町

最上地区生コンクリート協同組合 新庄市

障害者福祉施設　最上ふれあい学園 最上町

元木塗装店 東根市

稔建設（株） 村山市

（株）モミの木 山形市

森建設工業（株） 鶴岡市

森建築 大石田町

森建築店 大石田町

（有）森田運輸 中山町

（株）モリタ興産 新庄市

（有）モリテクノ 村山市

森谷板金 中山町


