
　事　業　場　名 所　在　地

（株）山惣 天童市

（株）やいち 山形市

介護老人保健施設　新庄薬師園 新庄市

矢口建設（株） 山形市

（株）八鍬建設 舟形町

（株）八鍬土建 大蔵村

八千代交通（株） 山形市

柳橋工務店 大石田町

（株）矢萩組 尾花沢市

矢作建築 河北町

（株）矢萩土建 村山市

（株）矢萩土建
 平成２７年度最上川上流長島第一、第二排水樋門工事

村山市

（株）矢萩土建
 平成２８年度北村山地区特定農業用管水路等特別対策事業第２工区工
事

東根市

（株）矢萩土建
 平成２８年度最上川上流村山地区河川維持工事

村山市

山形地方森林組合 山形市

（有）　山六製材 大江町

（株）　ヤマムラ 新庄市

（有）山川造園土木 上山市

（有）　山口製材所 上山市

協同組合　山形木造住宅プレカットシステム 山形市

（株）山市 長井市

（株）山形包徳 山形市

（株）山形包徳福祉事業部 山形市

山形・寒河江地区電気等設備維持補修工事 山形市



　事　業　場　名 所　在　地

（株）山形一進社 山形市

山形ゼロックス（株）本社 山形市

山形ゼロックス（株）山形営業所 山形市

山形ゼロックス（株）酒田営業所 酒田市

山形ゼロックス（株）鶴岡営業所 鶴岡市

山形ゼロックス（株）新庄営業所 新庄市

山形ゼロックス（株）東根営業所 東根市

山形ゼロックス（株）寒河江営業所 寒河江市

山形ゼロックス（株）米沢営業所 米沢市

山形ゼロックス（株）SP事業部 山形市

（株）山形電気調整所 山形市

山形信用金庫本部 山形市

山形信用金庫本店 山形市

山形信用金庫山形営業部 山形市

山形信用金庫城南支店 山形市

山形信用金庫南原支店 山形市

山形信用金庫上山支店 上山市

山形信用金庫寒河江支店 寒河江市

山形信用金庫谷地支店 河北町

山形信用金庫銅町支店 山形市

山形信用金庫荒楯支店 山形市

山形信用金庫市南支店 山形市

山形信用金庫門伝支店 山形市

山形信用金庫中央支店 山形市

山形信用金庫天童支店 天童市



　事　業　場　名 所　在　地

山形信用金庫江俣支店 山形市

社会福祉法人山形県コロニー協会
山形県コロニーセンター

山形市

（株）山形銀行 山形市

（株）山形銀行事務センター 山形市

（株）山形銀行山形駅前支店 山形市

（株）山形銀行三日町支店 山形市

（株）山形銀行鈴川支店 山形市

（株）山形銀行立谷川支店 山形市

（株）山形銀行南山形支店 山形市

（株）山形銀行上山支店 山形市

（株）山形銀行宮町支店 山形市

（株）山形銀行城南支店 山形市

（株）山形銀行県庁支店 山形市

（株）山形銀行東原支店 山形市

（株）山形銀行東山形支店 山形市

（株）山形銀行馬見ヶ崎支店 山形市

（株）山形銀行中央市場支店 山形市

（株）山形銀行大学病院前支店 山形市

（株）山形銀行山形市役所支店 山形市

（株）山形銀行流通センター支店 山形市

（株）山形銀行寿町支店 山形市

（株）山形銀行南館支店 山形市

（株）山形銀行陣場支店 山形市

（株）山形銀行花楯支店 山形市

（株）山形銀行西田支店 山形市



　事　業　場　名 所　在　地

（株）山形銀行南四番町支店 山形市

（株）山形銀行東青田支店 山形市

（株）山形銀行米沢支店 米沢市

（株）山形銀行米沢西支店 米沢市

（株）山形銀行小松支店 川西町

（株）山形銀行宮内支店 南陽市

（株）山形銀行高畠支店 高畠町

（株）山形銀行赤湯支店 南陽市

（株）山形銀行長井支店 長井市

（株）山形銀行荒砥支店 白鷹町

（株）山形銀行小国支店 小国町

（株）山形銀行米沢市役所出張所 米沢市

（株）山形銀行米沢駅前支店 米沢市

（株）山形銀行米沢南支店 米沢市

（株）山形銀行金池支店 米沢市

（株）山形銀行寒河江支店 寒河江市

（株）山形銀行谷地支店 河北町

（株）山形銀行左沢支店 大江町

（株）山形銀行西川支店 西川町

（株）山形銀行山辺支店 山辺町

（株）山形銀行長崎支店 中山町

（株）山形銀行寒河江中央支店 寒河江市

（株）山形銀行宮宿支店 朝日町

（株）山形銀行楯岡支店 村山市



　事　業　場　名 所　在　地

（株）山形銀行尾花沢支店 尾花沢市

（株）山形銀行大石田支店 大石田町

（株）山形銀行東根支店 東根市

（株）山形銀行神町支店 東根市

（株）山形銀行天童支店 天童市

（株）山形銀行新庄支店 新庄市

（株）山形銀行真室川支店 真室川町

（株）山形銀行久野本支店 天童市

（株）山形銀行長岡支店 天童市

（株）山形銀行芳賀支店 天童市

（株）山形銀行鶴岡支店 鶴岡市

（株）山形銀行鶴岡駅前支店 鶴岡市

（株）山形銀行酒田支店 酒田市

（株）山形銀行酒田駅前支店 酒田市

（株）山形銀行余目支店 庄内町

（株）山形銀行狩川支店 庄内町

（株）山形銀行若浜町支店 酒田市

（株）山形銀行みどり町支店 鶴岡市

（株）山形銀行文園支店 鶴岡市

（株）山形銀行みずほ支店 酒田市

（株）山形銀行東泉支店 酒田市

（株）山形富士 寒河江市

（株）山形富士東根事業所 東根市

（株）山形グランドホテル 山形市



　事　業　場　名 所　在　地

山形県リハビリセンター 山形市

社会福祉法人山形県社会福祉事業団
山形県総合コロニー希望が丘総務課

川西町

社会福祉法人山形県社会福祉事業団
山形県総合コロニー希望が丘管理課

川西町

社会福祉法人山形県社会福祉事業団
山形県総合コロニー希望が丘地域福祉支援センター

川西町

社会福祉法人山形県社会福祉事業団
山形県総合コロニー希望が丘あさひ寮

川西町

社会福祉法人山形県社会福祉事業団
山形県総合コロニー希望が丘こだま寮

川西町

社会福祉法人山形県社会福祉事業団
山形県総合コロニー希望が丘しらさぎ寮

川西町

社会福祉法人山形県社会福祉事業団
山形県総合コロニー希望が丘ひめゆり寮

川西町

社会福祉法人山形県社会福祉事業団
山形県総合コロニー希望が丘デイサポートまつかぜ

川西町

社会福祉法人山形県社会福祉事業団
山形県総合コロニー希望が丘まつかぜ荘

川西町

社会福祉法人山形県社会福祉事業団
山形県総合コロニー希望が丘診療所

川西町

社会福祉法人山形県社会福祉事業団
山形県総合コロニー希望が丘共同生活事業所

川西町

救護施設山形県立みやま荘 河北町

山形三菱鉛筆精工（株） 川西町

山形オーデリック（株） 東根市

山形カシオ（株） 東根市

山形化成（株）東根工場 東根市

山形化成（株）本社 大石田町

（株）山形環境エンジニアリング（本社) 寒河江市

（株）ヤマガタ共同 村山市

（株）山形共和電業 東根市

（株）山形組 山形市

山形クラッチ（株） 鶴岡市

やまがたグリーンパワー（株） 村山市



　事　業　場　名 所　在　地

やまがたグリーンリサイクル（株） 村山市

(一社)山形県警備業協会 山形市

山形県建設労働組合連合会 山形市

山形建設（株）天童事業所 天童市

一般社団法人山形県バス協会 山形市

山形航空電子（株） 新庄市

（有）山形五十番飯店 山形市

（有）山形五十番飯店上海厨房　桜田店 山形市

（有）山形五十番飯店上海厨房　嶋店 山形市

（有）山形五十番飯店上海厨房　天童店 天童市

（有）山形五十番飯店上海厨房　博多長浜麺食堂　ちー坊店 山形市

山形小松ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ（株） 山形市

山形小松ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ（株）米沢営業所 米沢市

山形小松ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ（株）新庄営業所 新庄市

山形小松ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ（株）庄内営業所 酒田市

山形サンケン（株） 東根市

山形酸素（株）米沢営業所 米沢市

（有）山形新聞長崎専売所 中山町

（有）山形新聞上山南部専売所 上山市

山形通信工事（株） 山形市

山形電子（株） 山形市

山形電子産業（株） 東根市

山形電子（株）高畠工場 高畠町

山形東亜DKK（株） 新庄市



　事　業　場　名 所　在　地

（株）山形道路 村山市

（株）山形道路
　市道駅西線中央１号線道路舗装工事

村山市

（株）山形道路
　市道観音線道路改良舗装工事

村山市

山形熱供給（株） 山形市

（株）山形ハーネス 鶴岡市

（株）山形パッケージセンター 東根市

（株）山形ﾊﾟｯｹｰｼﾞｾﾝﾀｰ山形営業所 山形市

山形最上ドライビングスクール 新庄市

山形陸運（株）本社 山形市

山形陸運（株）山形南営業所 山形市

山形陸運（株）ｾﾒﾝﾄ石油配送ｾﾝﾀｰ 山形市

山形陸運（株）吉野石膏山形配送ｾﾝﾀｰ 天童市

山形陸運（株）コンテナセンター 山形市

山形陸上運送（株）寒河江営業所 寒河江市

山形陸上運送（株） 山形市

山形陸上運送（株）山形営業所 山形市

山形陸上運送（株）上山営業所 上山市

山形陸上運送（株）米沢営業所 米沢市

山形建設（株）
エネルギー回収施設(川口)建設及び運営事業

上山市

山形建設（株）
H27－28山形国道北地区維持補修工事

天童市

山形建設（株）
都市計画道路東原村木沢線ほか1路線道路改良工事(4)

山形市

山形建設（株）
最上川上流須川飯塚地区旧橋撤去等工事

山形市

山形建設（株）
山形県総合運動公園陸上競技場多目的室増築工事

天童市

（株）山口工務店 鶴岡市



　事　業　場　名 所　在　地

（株）山口工務店
　平成28年度山形県鶴岡第7号職員アパート外壁改修工事現場

鶴岡市

（株）山口工務店
　重要文化財旧鶴岡警察署庁舎保存修理（第四期）工事現場

鶴岡市

（株）山口工務店
　きらやか銀行鶴岡中央支店新築工事

鶴岡市

山建工業（株） 米沢市

（株）ヤマコー本社 山形市

（株）ヤマコーコミュニティ事業部 山形市

（株）ヤマコー商事事業部 山形市

山交ハイヤー（株）本社 山形市

山交ハイヤー（株）山形北営業所 山形市

山交ハイヤー（株）山形南営業所 山形市

山交ハイヤー（株）天童営業所 天童市

山交バス（株）本社・山形営業所 山形市

山交バス（株）米沢営業所 米沢市

山交バス（株）上山営業所 上山市

山交バス（株）寒河江営業所 寒河江市

山交バス（株）天童運行管理所 天童市

山交バス（株）新庄営業所 新庄市

山交バス（株）中央整備工場 山形市

山交観光（株）本社 山形市

山交観光（株）山形案内所 山形市

山交観光（株）米沢案内所 米沢市

山交観光（株）長井案内所 長井市

山交観光（株）寒河江案内所 寒河江市

山交観光（株）天童案内所 天童市



　事　業　場　名 所　在　地

山交観光（株）東根案内所 東根市

山交観光（株）新庄案内所 新庄市

山交バス（株） 山形市

山交バス（株）米沢営業所 米沢市

山交バス（株）上山営業所 上山市

山交バス（株）寒河江営業所 寒河江市

山交バス（株）新庄営業所 新庄市

山交バス（株）天童運行管理所 天童市

（株）ヤマザワ本部 山形市

（株）ヤマザワ北町店 山形市

（株）ヤマザワ成沢店 山形市

（株）ヤマザワ白山店 山形市

（株）ヤマザワ富の中店 山形市

（株）ヤマザワ清住町店 山形市

（株）ヤマザワ宮町店 山形市

（株）ヤマザワ中山店 中山町

（株）ヤマザワ上山店 上山市

（株）ヤマザワ山交ビル店 山形市

（株）ヤマザワ蔵王駅前店 山形市

（株）ヤマザワあさひ町店 山形市

（株）ヤマザワバイパス店 山形市

（株）ヤマザワ漆山店 山形市

（株）ヤマザワ長岡店 天童市

（株）ヤマザワ新庄店 新庄市



　事　業　場　名 所　在　地

（株）ヤマザワ尾花沢店 尾花沢市

（株）ヤマザワ村山店 村山市

（株）ヤマザワ神町店 東根市

（株）ヤマザワ天童北店 天童市

（株）ヤマザワ天童中央店 天童市

（株）ヤマザワ天童西店 天童市

（株）ヤマザワ谷地店 河北町

（株）ヤマザワ寒河江西店 寒河江市

（株）ヤマザワ寒河江ﾌﾟﾗｻﾞ店 寒河江市

（株）ヤマザワ新庄宮内店 新庄市

（株）ヤマザワ南陽店 南陽市

（株）ヤマザワ宮内店 南陽市

（株）ヤマザワ長井店 長井市

（株）ヤマザワ川西店 川西町

（株）ヤマザワ堀川町店 米沢市

（株）ヤマザワ相生町店 米沢市

（株）ヤマザワ花沢町店 米沢市

（株）ヤマザワ高畠店 高畠町

（株）ヤマザワ東大町店 酒田市

（株）ヤマザワ旭新町店 酒田市

（株）ヤマザワ山居町店 酒田市

（株）ヤマザワ余目店 庄内町

（株）ヤマザワ鶴岡宝田店 鶴岡市

（株）ヤマザワ鶴岡店 鶴岡市



　事　業　場　名 所　在　地

（株）ヤマザワくしびき店 鶴岡市

山住設備（株） 山形市

山新販売（株）大野目営業所 山形市

山新販売（株）山形中央営業所 山形市

山新販売（株）西部営業所 山形市

山新販売（株）南部営業所 山形市

山新販売（株）元木営業所 山形市

山新販売（株）蔵王営業所 山形市

山新販売（株）大野目営業所 山形市

山新販売（株）漆山営業所 山形市

山新販売（株）天童南営業所 天童市

山新販売（株）村山西部営業所 村山市

山新販売（株）酒田営業所 酒田市

山新販売（株）折込センタ－ 天童市

（株）山長 遊佐町

山寺観光タクシー（株） 山形市

ヤマト特殊鋼（株）山形営業所 天童市

ヤマト運輸（株）山形西部センター 山形市

ヤマト運輸（株）酒田京田センター 酒田市

ヤマト運輸（株）鶴岡支店 鶴岡市

ヤマト運輸（株）鶴岡白山センター 鶴岡市

ヤマト運輸（株）山形温海センター 鶴岡市

ヤマト運輸（株）山形小国センター 小国町

ヤマト運輸（株）白鷹センター 白鷹町



　事　業　場　名 所　在　地

ヤマト運輸（株）山形長井センター 長井市

ヤマト運輸（株）山形物流システム支店 山形市

ヤマト運輸（株）山形中山センター 中山町

ヤマト運輸（株）山形主管支店 山形市

ヤマト運輸（株）上山支店 上山市

ヤマト運輸（株）尾花沢宅急便センター 尾花沢市

ヤマト運輸（株）天童センター 天童市

ヤマト運輸（株）山形成沢宅急便ｾﾝﾀｰ 山形市

ヤマト運輸（株）山形村山宅急便ｾﾝﾀｰ 村山市

ヤマト運輸（株）山形松波宅急便ｾﾝﾀｰ 山形市

ヤマト運輸（株）山形吉原ｾﾝﾀｰ 山形市

ヤマト運輸（株）真室川営業所 真室川町

ヤマト運輸（株）山形八幡センター 酒田市

ヤマト運輸（株）米沢支店 米沢市

ヤマト運輸（株）米沢西センター 米沢市

ヤマト運輸（株）高畠センター 高畠町

ヤマト運輸（株）寒河江高松センター 寒河江市

ヤマト運輸（株）山形東根センター 東根市

ヤマト運輸（株）山形河北町センター 河北町

ヤマト運輸（株）東根羽入センター 東根市

ヤマト運輸（株）山形立谷川センター 山形市

ヤマト運輸（株）南陽宮内センター 南陽市

ヤマト運輸（株）天童センター 天童市

ヤマト運輸（株）米沢花沢センター 米沢市



　事　業　場　名 所　在　地

（株）大和運送 天童市

大和建設運輸（株） 小国町

（株）　ヤマトテック 新庄市

山二醤油醸造（株） 山形市

山辺観光タクシー（株） 山形市

（株）ヤマムラ 新庄市

（株）ヤマムラ
　すばる地域密着型特別養護老人ﾎｰﾑ新築工事

寒河江市

（株）山本製作所 東根市

（株）山本製作所山形工場 寒河江市

山木運輸（株） 山形市

（株）山本組 鶴岡市

ヤマラク運輸（株） 白鷹町

山和建設（株） 小国町

彌満和精機工業（株） 米沢市

（有）八幡軽運送 酒田市

（株）ユアテック山形支社 山形市

（株）ユアテック山形営業所 山形市

（株）ユアテック 米沢市

（株）ユアテック鶴岡営業所 鶴岡市

（株）ユアテック酒田営業所 酒田市

（株）ユアテック新庄営業所 新庄市

特別養護老人ホームゆうすい 酒田市

（株）　結城林業 最上町

（株）ユーエル 鶴岡市



　事　業　場　名 所　在　地

結城運輸倉庫（株）酒田営業所 酒田市

悠起工務店 鶴岡市

ユーキ食品（株）事業本部 東根市

ゆうき総業（株） 山形市

ユーケン工業（株） 長井市

（有）菅原土建 東根市

（有）ツチヤ塗装 尾花沢市

（株）遊佐運輸倉庫山形営業所 河北町

遊佐自動車（株） 遊佐町

（株）ﾕｰﾃｯｸ 酒田市

（株）ヨウコー酒田営業所 酒田市

社会福祉法人米沢弘和会 米沢市

（株）吉田 東根市

吉田重機運輸（株） 山形市

吉田重機運輸（株）置賜営業所 米沢市

（株）吉田建設 米沢市

吉田工務店 長井市

吉田タクシー 朝日町

特別養護老人ホーム よつば荘 尾花沢市

米沢砕石（株） 米沢市

（株）米沢食肉公社 米沢市

米沢運輸（株） 高畠町

一般社団法人　米沢建築組合連合会 米沢市

米沢合同運送（株） 米沢市



　事　業　場　名 所　在　地

（有）米野建設 川西町

萬運輸（株）庄内営業所 鶴岡市

（株）よろずライフ 酒田市

（株）よろずライフ山形営業所 山形市


