
あ行

　事　業　場　名 所　在　地

アート梱包運輸（株）東北営業所 寒河江市

（株）アールテック 寒河江市

（株）アイ・ティー・オー 大石田町

アイ・エム・マムロ（株） 真室川町

愛三工業（株） 山形市

アイジー工業（株）寒河江工場 寒河江市

アイジー工業（株）東根工場 東根市

アイジー工業（株）本社 東根市

相田建設（株） 米沢市

会田建具店 山形市

会津通商（株） 天童市

青沢愛林　（有） 酒田市

青木安全靴製造（株） 河北町

（有）青木運輸 鶴岡市

（有）青木建材 鶴岡市

（株）青葉堂印刷 米沢市

（株）青栁食品東根工場 東根市

青山建設（株） 寒河江市

赤塚建設工業（株） 遊佐町

（株）赤湯観光タクシー 南陽市

秋保建設（株） 戸沢村

曙ブレーキ山形製造（株） 寒河江市

（株）　旭林業 小国町

（株）浅賀建設
　主要地方道鶴岡羽黒線羽黒山橋橋梁下部工事現場

鶴岡市



（株）浅賀建設
　鶴岡市公共下水道事業汚水OC337～HO58号新設工事現場

鶴岡市

（株）浅賀建設
　主要地方道鶴岡羽黒線荒川橋外橋梁補修工事現場

鶴岡市

（株）浅賀建設
　鶴岡市湯田川コミュニティセンター多目的ホール増築工事現場

鶴岡市

（株）浅賀建設 鶴岡市

（株）朝日相扶製作所 朝日町

アシストアーバン工業（株） 高畠町

（株）吾妻観光タクシー 米沢市

（有）愛宕陸運 米沢市

アダチフーズ　（有） 山形市

（株）アツケン 鶴岡市

吾妻建設（株） 米沢市

社会福祉法人あつみ福祉会　あつみ保育園 鶴岡市

社会福祉法人あつみ福祉会　五十川保育園 鶴岡市

社会福祉法人あつみ福祉会　福栄保育園 鶴岡市

社会福祉法人あつみ福祉会　鼠ヶ関保育園 鶴岡市

（有）温海通信機 鶴岡市

（株）穴吹工務店東北支店　サーパス山形八日町レジデンス新築工
事

山形市

（株）アビ－ズ 天童市

アヒコファインテック （株） 新庄市

阿部運送（株） 酒田市

（株）　阿部製材所 酒田市

（株）　阿部林業 寒河江市

（株）安部組 長井市

阿部建設（株） 酒田市

安部建設（株） 南陽市

安部建築 川西町



阿部建築 河北町

アベ装建（有） 鶴岡市

（株）アライドテック大浜工場 酒田市

（株）　荒正 山形市

荒生木材　（有） 酒田市

安楽城林産　（株） 真室川町

荒川興業（株） 小国町

（株）荒正　金谷事業所 上山市

（株）荒正　上平事業所 山形市

有賀建設（株） 鶴岡市

有賀建設（株）
一般県道温海川木野俣大岩川線新小国橋外橋梁補修工事現場

鶴岡市

有賀建設（株）
西1号幹線用水路板井川地区補修工事現場事務所

鶴岡市

（有）有路工務店 尾花沢市

ＡＬＳＯＫ山形（株） 山形市

（有）粟野鉄工所 上山市

（株）安藤・間　ミツミ電機山形作業所 山形市

（有）安藤運輸 庄内町

（株）安藤・ハザマ 山形法務総合庁舎作業所 山形市

（株）安藤・ハザマ 山形市新野球場建設建築工事 山形市

（株）安藤・ハザマ・（株）市村工務店 特定建設工事共同企業体 上山市

安藤建設（株） 庄内町

学校法人いなば学園　幼稚園型認定こども園　いなば幼稚園 鶴岡市

（株）飯塚製作所 酒田市

イーグル輸送（株） 天童市

飯塚塗装 鶴岡市

飯野建築 山形市



ＥＳＴ警備保障（株） 鶴岡市

イオン山形北店 山形市

イオン米沢店 米沢市

五十嵐工業（株） 酒田市

（株）五十嵐建業 鶴岡市

五十嵐工務店 鶴岡市

五十嵐板金店 鶴岡市

（有）五十嵐板金 酒田市

社会福祉法人幾久栄会
特別養護老人ホーム幸楽荘

酒田市

社会福祉法人幾久栄会
短期入所生活介護事業所幸楽荘

酒田市

社会福祉法人幾久栄会
グループホームこうらく

酒田市

社会福祉法人幾久栄会
多機能こうらく

酒田市

社会福祉法人幾久栄会
通所介護事業所幸楽荘

酒田市

社会福祉法人幾久栄会
居宅介護支援事業所幸楽荘

酒田市

社会福祉法人幾久栄会
訪問介護事業所幸楽荘

酒田市

社会福祉法人幾久栄会
酒田市地域包括支援センター

酒田市

いげたや庄司醸造（株） 大石田町

（有）池保建板工業 酒田市

（株）　石川製材所 村山市

（有）石川建設 大蔵村

（株）石川工務店 南陽市

（株）石澤製作所 山辺町

（有）イシザワ 中山町

（株）石橋組 西川町

（株）石山設備 寒河江市

泉運輸（株） 酒田市



（株）和泉運輸 米沢市

（株）和泉工務店 鶴岡市

（株）板垣鉄工所 鶴岡市

（株）板垣鉄工所 東田川郡三川町

（有）井田畳内装 高畠町

一十運送（有） 山形市

一宮運輸（株）東北物流ｾﾝﾀｰ酒田 酒田市

伍和電気工事（株） 山形市

（株）イトウ 南陽市

伊藤電子工業（株） 寒河江市

（株）伊藤製作所 山形市

イトウ建装 村山市

伊藤建築 鶴岡市

伊藤建築工房 鶴岡市

伊藤左官工業所 大江町

伊藤左官店 大石田町

（有）伊藤製作所 尾花沢市

伊藤建具製作所 山形市

犬飼建設（株） 寒河江市

（株）井上精工 米沢市

井上建築 山形市

（有）井上板金工業所 米沢市

（株）　イノマタ電工 鮭川村

衣袋建設（株） 白鷹町

（有）今村タクシー 米沢市

（株）鋳物屋 東根市



（有）色部組 米沢市

上野建設（株） 庄内町

上野工業（有） 三川町

上野土木建設（株） 鶴岡市

植松建設（有） 東根市

（有）　宇佐美製材所 南陽市

羽前建設（株） 酒田市

（有）ウッドハウス 酒田市

（株）梅津組 長井市

羽陽建設（株） 上山市

（有）羽陽工務店 鮭川村

（株）　ウンノハウス天童事業部 天童市

（株）ウンノハウス本社 山形市

永寿荘多機能ホーム宝田 鶴岡市

榮大建設（株） 山形市

（株）エービーエム 米沢市

ｾﾝｺｰｴｰﾗｲﾝｱﾏﾉ（株）山形営業所 天童市

（株）エクセル警備 庄内町

（株）エコー 酒田市

（株）エコー　ファニチャー事業部 酒田市

（株）エコー　木材事業部 酒田市

（株）エコー　ガラス事業部 酒田市

（株）エコー　増改事業部 酒田市

（株）エコー　環境事業部 酒田市

（株）エコー　鋳造事業部 酒田市

（有）エコファーム長井 長井市



（株）エース・プラン 山形市

（株）エスピーアトム 酒田市

エス・ビー・エス（株） 酒田市

Ｓメディカルシールド （株） 山形市

Ｓメディカルシールド （株）　開発センター 上山市

（株）エタニティ・タイシン 上山市

（株）　エッサム 新庄市

ＮＴＴ東日本宮城事業部山形支店
ＮＴＴ東日本－東北山形支店

山形市

（株）エネックス新潟支店庄内営業所 遊佐町

（有）エムテーエス 村山市

エムテックスマツムラ（株）天童事業所 天童市

エムテックスマツムラ（株）尾花沢事業所 尾花沢市

（有）　遠田林産 酒田市

（株）遠藤技建 川西町

遠藤建設（株） 西川町

遠藤建設（株） 小国町

遠藤商事（株）総務部 山形市

遠藤商事（株）石油部 山形市

遠藤商事（株）ガス住設部 山形市

遠藤商事（株）宮町ＳＳ 山形市

遠藤商事（株）立谷川ＳＳ 山形市

遠藤商事（株）落合スポーツセンター前ＳＳ 山形市

遠藤商事（株）天童バイパスＳＳ 天童市

遠藤商事（株）コスモイオンモール天童SS 天童市

遠藤商事（株）県庁前ＳＳ 山形市

遠藤商事（株）あかねケ丘競技場前ＳＳ 山形市



遠藤商事（株）篭田ＳＳ 山形市

遠藤商事（株）青田ＳＳ 山形市

遠藤商事（株）上山バイパスＳＳ 上山市

遠藤商事（株）長井ＳＳ 長井市

遠藤商事（株）鶴岡営業所 鶴岡市

遠藤商事（株）伊勢原ＳＳ 鶴岡市

遠藤商事（株）ローソン鶴岡伊勢原町店 鶴岡市

遠藤商事（株）鶴岡インター前ＳＳ 鶴岡市

遠藤商事（株）ＬＰＧ寒河江営業所 寒河江市

遠藤商事（株）カーケアセンター 山形市

遠藤商事（株）イーベジファーム 山形市

遠藤商事（株） 宮町ＳＳ 山形市

遠藤商事（株） 立谷川工業団地前ＳＳ 山形市

遠藤商事（株） 落合スポーツセンター前ＳＳ 山形市

遠藤商事（株） 天童バイパスＳＳ 天童市

遠藤商事（株） コスモイオンモール天童ＳＳ 天童市

遠藤商事（株） 県庁前ＳＳ 山形市

遠藤商事（株） あかねヶ丘競技場前ＳＳ 山形市

遠藤商事（株） 篭田ＳＳ 山形市

遠藤商事（株）　青田ＳＳ 山形市

遠藤商事（株） 上山バイパスＳＳ 上山市

遠藤商事（株）　長井ＳＳ 長井市

遠藤商事（株） 鶴岡インター前ＳＳ 鶴岡市

遠藤商事（株）　伊勢原ＳＳ 鶴岡市

（株）遠藤設備 長井市

遠藤板金 大石田町



置賜建設（株） 米沢市

（株）奥羽ダイキンロジテス 河北町

（株）王祇建設 鶴岡市

東北王子運送（株）ＴＨＫ事業所 東根市

（株）桜桃園 南陽市

オリエンタルモーター（株）鶴岡中央事業所 鶴岡市

大沢林業　（株） 真室川町

（株） 大山製材所 村山市

大井建設（株） 酒田市

（株）大井工務店 酒田市

（株）大石田町地域振興公社 大石田町

（有）大泉建設 鶴岡市

大泉建設（株） 長井市

奥羽警備保障（株） 山形市

大浦工業（株） 高畠町

大浦工業（株） 高畠町

大江町総合建設組合 大江町

（株）大風印刷あこや町営業所 山形市

（株）大風印刷天童営業所 山形市

（株）大風印刷東根営業所 山形市

（株）大風印刷ガッタハウス 山形市

（株）大河原工務店 高畠町

社会福祉法人大蔵福祉会
特別養護老人ホーム翠明荘

大蔵村

社会福祉法人大蔵福祉会
ショートステイ翠明荘

大蔵村

社会福祉法人大蔵福祉会
デイサービスセンターすいめい

大蔵村

社会福祉法人大蔵福祉会
ホームヘルプサービスすいめい

大蔵村



社会福祉法人大蔵福祉会
居宅介護支援事業所すいめい

大蔵村

太田建設（株） 米沢市

太田産商（株） 鶴岡市

（有）大波建具製作所 寒河江市

（有）大沼建設 寒河江市

（株）大沼建築 寒河江市

大沼タクシー（株） 大江町

大場建設（株） 酒田市

大場建設（株）穗積こ道橋下部工工事 酒田市

大場建設（株）日向川橋下部工工事 酒田市

大場建設（株）平田保育園増築工事 酒田市

（株）大場組 最上町

（株）オオバ 新庄市

（株）おーばん営業本部 天童市

（株）おーばん南天童店 天童市

（株）おーばん北天童店 天童市

（株）おーばん山形東店 山形市

（株）おーばん山形嶋店 山形市

（株）おーばん桜田南店 山形市

（株）おーばん寒河江店 寒河江市

（株）おーばん山辺店 山辺町

（株）おーばんさくらんぼ東根店 東根市

（株）おーばん村山店 東根市

（株）おーばん尾花沢店 尾花沢市

（株）おーばん南尾花沢店 尾花沢市

（株）おーばん上山店 上山市



（株）大林組 大洞トンネル工事事務所 高畠町

（株）大山機械第１工場 鶴岡市

（株）大山機械第２工場 鶴岡市

大山建設（株） 尾花沢市

小笠原建設（株） 山形市

小笠原建設（株） 長井市

尾形興業（有） 南陽市

（株）岡村製作所高畠事業所 高畠町

（株）オカムラ物流高畠配送センター 高畠町

（株）小川建設 最上町

（株）置環 米沢市

（有）置賜ビルメン 南陽市

置賜クリーン設備（株） 長井市

（有）沖津倉庫配送センター 寒河江市

荻野建設（株） 山形市

荻野建設（株）
山形市東沢コミュニティセンター建設建築工事事業所

山形市

小国町森林組合 小国町

奥田工務店 山形市

小国運輸機工（株） 小国町

小国開発（株） 小国町

小国開発（株）｢梓山地区舗装工事｣ 米沢市

小国開発（株）｢刈安地区舗装工事｣ 米沢市

小国開発（株）｢戸沢川砂防堰堤工事｣ 小国町

小国開発（株）｢米沢国道西地区維持工事｣ 小国町

（有）奥山建設 河北町

奥山建設（株） 東根市



奥山建設工業（株） 山形市

（株）奥山建設工業所 尾花沢市

奥山建築 庄内町

奥山塗装 西川町

OKIサーキットテクノロジー（株） 鶴岡市

（株）押切 大蔵村

（株）落合堂製作所 南陽市

小野建設（株） 東根市

小野寺建設（株） 鶴岡市

（有）小野板金工業 酒田市

（株）尾花沢タクシー 尾花沢市

大山建設（株）　尾花沢地区道路改良工事 尾花沢市

尾花沢農産加工（有） 尾花沢市

社会福祉法人尾花沢福祉会 尾花沢市

（株）尾花沢ふるさと振興公社 尾花沢市

（株）　オリエンタル新庄電工 新庄市

特別養護老人ホーム 温寿荘 鶴岡市

か行

事　業　場　名 所　在　地

（株）鏡建設 山形市

社会福祉法人輝きの会
事務局

山形市

社会福祉法人輝きの会
特別養護老人ホームいきいきの郷

山形市

社会福祉法人輝きの会
障害者支援施設いきいきの郷

山形市

社会福祉法人輝きの会
障害者相談支援事業所いきいきの郷

山形市

社会福祉法人輝きの会
ケアハウスいきいきの郷

山形市



社会福祉法人輝きの会
通所介護事業所「総合福祉施設いきいきの郷」

山形市

社会福祉法人輝きの会
居宅介護支援事業所「総合福祉施設いきいきの郷」

山形市

社会福祉法人輝きの会
地域支援センターいきいきの郷

山形市

社会福祉法人輝きの会
地域福祉センターいきいきの郷

山形市

（株）カキザキ 新庄市

（株）カキザキ　H27-28尾花沢国道北地区維持補修工事 最上町

（株）カキザキ　最上川中流鳥越地区維持工事 新庄市

（株）カキザキ　烏木沢道路改良工事 村山市

（株）柿崎建設工業 舟形町

（株）柿﨑工務所
　平成27年度立谷沢川流域濁沢ほか整備工事

庄内町

（株）柿﨑工務所
　平成27年度立谷沢川流域濁沢第８砂防堰堤工事

庄内町

（株）柿﨑工務所
　H28-29新庄国道西地区維持補修工事

戸沢村

（株）柿﨑工務所
　泉田南地区道路改良工事

戸沢村

（株）柿﨑工務所
　最上川中流角間沢排水樋管改築工事

戸沢村

（株）柿﨑工務所
　平成27年度戸沢地区経営体育成基盤整備事業第13工区工事

戸沢村

（株）柿﨑工務所
　H28津谷地区道路改良工事

新庄市

（株）柿﨑工務所
　赤松3期地区ため池等整備事業第3工区(0国債)工事

大蔵村

（株）柿﨑工務所
　平成28～29年度中田南地区床版工工事

村山市

（株）柿﨑工務所
　西郷地区道路改良工事

村山市

（株）柿﨑工務所
　生コン工場

戸沢村

カクシメ運送（株） 天童市

（有）笠原運送 山形市

笠原建設工業（株） 鶴岡市

仮設機材工業（株） 酒田市

（株）片桐製作所本社（C） 上山市

勝川建設（株） 河北町



月山観光タクシー（株） 西川町

月山建設（株） 西川町

（有）合羽屋工務店 鶴岡市

勝村建設（株） 山形市

（株）カデック 上山市

加藤自動車（株） 尾花沢市

（有）加藤運輸 米沢市

加藤組（株） 南陽市

（有）加藤建築 鶴岡市

（有）加藤塗装店 鶴岡市

カトウ美創 川西町

（株）カトーコーポレーション本社 上山市

（株）カトーコーポレーション
農家の店トマト中山店

中山町

（株）カトーコーポレーション
農家の店トマト東根店

東根市

（株）カトーコーポレーション
農家の店トマト上山店

上山市

（株）カトーコーポレーション
農家の店トマト高畠店

高畠町

（株）カトーコーポレーション
ファーマーズマーケットトマト中山店

中山町

（株）カトーコーポレーション
ファーマーズマーケットトマト天童店

天童市

（株）カトーコーポレーション
ファーマーズマーケットトマト上山店

上山市

（株）金丸建設 鶴岡市

金山町森林組合 金山町

（有）カネゲン吉田工務店 米沢市

（株）金子建設 高畠町

金子建設工業（株） 米沢市

カネジュウニ味噌醤油製造所　舟山太一 川西町

（株）カネト製作所 上山市



金山コネクタ（株） 金山町

（有）金山鉄工所 大江町

カネヨ石鹸（株）山形工場 米沢市

狩野工務店 大石田町

（株）天野左官 東根市

（有）上山清掃 上山市

神室工業（株） 真室川町

カムロ運送（株） 金山町

ｶﾒｲ物流ｻｰﾋﾞｽ（株）庄内営業所 鶴岡市

（株）狩川佐藤組 庄内町

狩野工務店 大石田町

軽部林業　（株） 寒河江市

川上工務店 鶴岡市

川田建設（株） 鮭川村

川西精密（株）本社 山辺町

川西精密（株）根際工場 山辺町

川西精密（株）第2工場 山辺町

川西運送（有） 川西町

河西建設（株） 東根市

環清工業（株） 酒田市

（有）かんきょうクリーン公社 尾花沢市

観光タクシー（株） 山形市

（株）感動ハウス 山形市

関東自動車学校 余目町

菅戸建設 尾花沢市

菊池商事（株）本社事業所 寒河江市



菊池商事（株）山形支店 山形市

（有）菊地運送 天童市

（株）菊池技建 山形市

（株）菊地組 米沢市

菊池商事（株） 寒河江市

菊池土建（株） 東根市

菊地内装 白鷹町

（有）寄清堂印刷 高畠町

北郡信用組合 大石田支店 大石田町

北郡信用組合 尾花沢支店 尾花沢市

北郡信用組合 河北支店 村山市

北郡信用組合 神町支店 東根市

北郡信用組合 東根支店 東根市

北郡信用組合 東根温泉支店 東根市

北郡信用組合 本店 村山市

大石田町大字大浦119-1 大石田町

北日本特殊イサベラ建設（株） 新庄市

北村山建設総合組合 大石田町

（株）北山建設 最上町

（有）　キックオフ 山形市

（株）杵屋本店 上山市

（株）杵屋本店金生工場 上山市

杵屋東青田店 山形市

杵屋南館店 山形市

杵屋西田店 山形市

杵屋エスパル山形店 山形市



杵屋蔵王インター店 山形市

杵屋鈴川店 山形市

杵屋寿町店 山形市

杵屋久野本店 天童市

杵屋宮内本店 南陽市

杵屋楯岡店 村山市

杵屋金池店 米沢市

杵屋林泉寺店 米沢市

（株）木村醤油店 高畠町

（有）木村屋 鶴岡市

キャタピラー東北（株）山形営業所 天童市

キャタピラー東北（株）米沢営業所 米沢市

キャタピラー東北（株）新庄営業所 新庄市

キャタピラー東北（株）酒田営業所 酒田市

キユーソーティス（株）山形営業所 天童市

（有）協進運輸 山形市

協同薬品工業（株） 川西町

協同産業（株） 東根市

キョウリツトランスポート（株） 山形市

共和環境保全協同組合 東根市

（株）協和製作所 尾花沢市

（株）キヨスミ 山形市

（株）きらやか銀行本店営業部 山形市

（株）きらやか銀行山形駅前支店 山形市

（株）きらやか銀行山形北支店 山形市

（株）きらやか銀行西支店 山形市



（株）きらやか銀行流通センター支店 山形市

（株）きらやか銀行蔵王支店 山形市

（株）きらやか銀行鈴川支店 山形市

（株）きらやか銀行桜田支店 山形市

（株）きらやか銀行城西支店 山形市

（株）きらやか銀行南館支店 山形市

（株）きらやか銀行桜町支店 山形市

（株）きらやか銀行北営業部 山形市

（株）きらやか銀行県庁通支店 山形市

（株）きらやか銀行山形桧町支店 山形市

（株）きらやか銀行中央営業部 山形市

（株）きらやか銀行蔵王駅前支店 山形市

（株）きらやか銀行漆山支店 山形市

（株）きらやか銀行きらやか銀行本社 山形市

（株）きらやか銀行桜町事務センター 山形市

（株）きらやか銀行長崎支店 中山町

（株）きらやか銀行天童北支店 天童市

（株）きらやか銀行天童支店 天童市

（株）きらやか銀行天童南支店 天童市

（株）きらやか銀行若葉町支店 寒河江市

（株）きらやか銀行寒河江支店 寒河江市

（株）きらやか銀行間沢支店 西川町

（株）きらやか銀行谷地支店 河北町

（株）きらやか銀行上山支店 上山市

（株）きらやか銀行左沢支店 大江町

（株）きらやか銀行宮宿支店 朝日町



（株）きらやか銀行山辺支店 山辺町

（株）きらやか銀行米沢西支店 米沢市

（株）きらやか銀行米沢支店 米沢市

（株）きらやか銀行米沢駅前支店 米沢市

（株）きらやか銀行長井支店 長井市

（株）きらやか銀行宮内支店 南陽市

（株）きらやか銀行赤湯支店 南陽市

（株）きらやか銀行高畠支店 高畠町

（株）きらやか銀行荒砥支店 白鷹町

（株）きらやか銀行酒田駅東支店 酒田市

（株）きらやか銀行東大町支店 酒田市

（株）きらやか銀行遊佐支店 遊佐町

（株）きらやか銀行余目支店 庄内町

（株）きらやか銀行山王前支店 鶴岡市

（株）きらやか銀行大山支店 鶴岡市

（株）きらやか銀行新斎町支店 鶴岡市

（株）きらやか銀行美原町支店 鶴岡市

（株）きらやか銀行鶴岡中央支店 鶴岡市

（株）きらやか銀行鶴岡駅前支店 鶴岡市

（株）きらやか銀行酒田支店 酒田市

（株）きらやか銀行温海支店 鶴岡市

（株）きらやか銀行新庄支店 新庄市

（株）きらやか銀行最上町支店 最上町

（株）きらやか銀行新庄支店舟形出張所 舟形町

（株）きらやか銀行楯岡支店 村山市

（株）きらやか銀行さくらんぼ東根支店 東根市



（株）きらやか銀行神町支店 東根市

（株）きらやか銀行尾花沢支店 尾花沢

（株）　キリウ山形 舟形町

（有）桐生建設 米沢市

（有）金原ダイカスト工業 山形市

近物レックス（株）庄内支店 鶴岡市

クアーズテックマシナリ（株） 小国町

クアハウス碁点 村山市

（株）日下部工務所 山形市

工藤土木（有） 山形市

國井建設（株） 寒河江市

國井建設（株）
寒河江川流域東ノ沢整備工事

西川町

國井建設（株）
寒河江国道西地区維持補修工事

西川町

國井建設（株）
寒河江ダム管理用道路工事

西川町

國井建設（株）　生活基盤施設耐震化等交付事業
送・導・配水管布設替工事（送水28-1工区）

寒河江市

國井建設（株）
長瀞道路改良工事

東根市

國井建設（株）
西川地区トンネル補修補強工事

西川町

國井建設（株）　平成28年度道路改築事業(地債)
工事主要地方道大江西川線道路改良工事

大江町

國井建設（株）
最上川上流寒河江地区河川維持工事

河北町

（株）クリーンシステム 山形市

グループホーム大手町　和心 新庄市

クレーンヒル警備（株） 鶴岡市

グローバルウェーハズ・ジャパン（株）小国結晶センター 小国町

黒川佐藤建築 鶴岡市

（株）黒田組 河北町

黒田建設（株） 寒河江市



天然温泉老人デイサービスセンターくろさわ 山形市

クロチュウ（株） 山形市

（有）ケアサービス東北 尾花沢市

社会福祉法人敬寿会 山形市

社会福祉法人敬寿会
沼木敬寿園

山形市

社会福祉法人恵泉会
特別養護老人ホーム永寿荘

鶴岡市

社会福祉法人恵泉会
鶴岡市立東部保育園

鶴岡市

社会福祉法人恵泉会
鈴の音保育園

鶴岡市

京浜ﾊパネル工業（株） 村山市

（株）ケーアイロードメンティナンス 庄内町

（株）建装テクノ 山形市

建築松田 西川町

（株）建図 寒河江市

県南運送（有） 米沢市

（株）建北社 村山市

弘栄設備工業（株） 山形市

弘栄設備工業（株）米沢営業所 米沢市

弘栄設備工業（株）酒田営業所 酒田市

弘栄設備工業（株）新庄営業所 新庄市

弘栄設備工業（株）蔵王営業所 山形市

弘栄設備工業（株）
山形市公設地方卸売市場消防設備消火管改修工事

山形市

晃永運輸（株） 天童市

（株）高研 鶴岡工場 鶴岡市

障害者支援施設　光生園 舟形町

（有）晃大 南陽市



（株）江目組 河北町

特別養護老人ホーム紅梅荘 最上町

光進産業（株） 山形市

（有）コーセーライン 山形市

（有）コクエー 庄内町

穀野建設（有） 南陽市

（株）コクブン 新庄市

小白川建設（株） 山形市

（株）コスモ運輸 尾花沢市

就労支援センター こすもすの家 東根市

（株）宏和エンジニアリング 山形市

（株）後藤組　猪口唯貴・木実邸新築工事 米沢市

（株）後藤組　菅原邸新築工事 米沢市

（株）後藤組　鈴木久慶邸新築工事 米沢市

（株）後藤組　安部慎一郎邸新築工事 米沢市

（株）後藤組 米沢市

（株）後藤組　万世事務所 米沢市

（株）後藤組　山形支店 山形市

（株）後藤組　春日ショールーム 米沢市

（株）後藤組
　米沢浄水管理ｾﾝﾀｰ建設改築工事その5

米沢市

（株）後藤組
　米沢大橋床版工工事

米沢市

（株）後藤組
　平成27年度(明許)河川整備補助事業　吉野川湯河原橋仮橋工事

南陽市

（株）後藤組
　H28-29米沢国道東地区維持補修工事

米沢市

（株）後藤組
　湯河原橋撤去工事

南陽市

（株）後藤組
　最上川上流砂塚地区堤防強化工事

南陽市

（株）後藤組
　栗子トンネル電気室新築工事

米沢市



（株）後藤組
　栗子トンネル換気塔新築工事

米沢市

（株）後藤組
　米沢除雪ステーション新築工事

米沢市

後藤鐵筋工業（有） 天童市

後藤建設（株） 寒河江市

（株）後藤工業 天童市

寿建設（株） 新庄市

（有）寿電気工事 山形市

（株）ｺﾄﾌﾞｷ 酒田市

寿虎屋酒造　（株） 山形市

小林木材　（株） 東根市

小林食品（株） 山形市

小林防護工事（株） 長井市

（株）小松組 酒田市

（株）小松建設 真室川町

（株）小松工業 山形市

（株）小松商事 酒田市

（株）小松商事藤島営業所 鶴岡市

（有）小松建築板金 酒田市

（株）小松写真印刷 酒田市

（株）小森マシナリー 高畠町

（株）コヤマ 村山市

（有）小山土建 村山市

（株）五勇組 酒田市

（株）是谷建装 酒田市

近藤建築 朝日町

今野工務店 鶴岡市



（株）コンマ製作所 鶴岡市

さ行

　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

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

（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

（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



（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

（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

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

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

（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

（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

（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

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

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

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

（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

（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

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

た行



　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



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

（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

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

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

（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

（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

（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

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

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

な行

　事　業　場　名 所　在　地

内外緑化（株） 山形市

内藤醸造（株） 米沢市

（有）直島急送 高畠町

社会福祉法人長井福祉会
特別養護老人ホーム慈光園

長井市

社会福祉法人長井福祉会
慈光園デイサービスセンター

長井市

社会福祉法人長井福祉会
慈光園中央デイサービスセンター

長井市

社会福祉法人長井福祉会
在宅介護支援センター慈光園

長井市

社会福祉法人長井福祉会
慈光園ホームヘルパーステーション

長井市

社会福祉法人長井福祉会
ケアハウスウエルフェア慈光園

長井市

長井アパレル（有） 長井市

（株）長井製作所 長井市

長岡運輸（有） 天童市



（株）長沢建設 川西町

中谷産業　（株） 戸沢村

（株）長浜建設 酒田市

（株）長浜建設
  最上川下流飽海管内河川維持工事

庄内町

  長浜建設（株）
 最上川下流千河原地区水制工事

庄内町

（株）ナカムラ 鶴岡市

（株）中村建設 米沢市

（有）中山自動車工業 米沢市

（株）中山町商工観光公社 中山町

（株）ナコン 天童市

那須建設（株） 長井市

那須建設（株）山形支店 山形市

那須建設（株）
最上川上流長井地区河川維持工事

白鷹町

那須建設（株）
長井ﾀﾞﾑ維持工事

長井市

那須建設（株）
白川地区地域用水環境整備事業(小水力発電)第１工区工事

長井市

那須建設（株）
南陽郵便局模様替工事

南陽市

那須建設（株）
新幸来橋下部工工事

川西町

那須建設（株）
(主)長井白鷹線荒砥橋架替工事

白鷹町

那須建設（株）
長井観光交流ｾﾝﾀｰ無散水消雪設備工事

長井市

那須建設（株）
長井観光交流ｾﾝﾀｰ外構工事(第2工区)

長井市

那須建設（株） 　ﾊﾞｲｵﾏｽ発電施設新築
 やまがたｳｯﾄﾞﾁｯﾌﾟｾﾝﾀｰ（株）長井工場新築工事

長井市

那須建設（株）　東新潟～仙台送ｶﾞｽ線(20B)
高野橋専用橋及び下赤沢橋専用橋塗装工事

小国町

（株）ナチ東北精工 山形市

（株）ナチ東北精工谷地工場 河北町

（有）名取精機 村山市

（有）七浦鐵工所 山形市



ナノトップ（株） 米沢市

ナブテスコオートモーティブ（株）     山形工場 村山市

（株）鍋元商店　酒田営業所 酒田市

（株）成沢運輸 酒田市

（有）成澤鉄工所 鶴岡市

（株）ナセル 米沢市

新潟運輸（株）鶴岡支店 鶴岡市

新潟運輸（株）酒田支店 酒田市

新潟運輸（株）米沢支店 米沢市

新潟運輸（株）山形支店 山形市

西置賜ふるさと森林組合 飯豊町

西尾建築 尾花沢市

（株）西方建匠 米沢市

西川建設 西川町

（有）西蔵王運輸 山形市

（株）仁科工務店 米沢市

（株）西村工場 山形市

西村鉄工（株） 酒田市

日光設備工業（株） 山形市

（株）日興製作所 村山市

日神機工（株）山形営業所 村山市

日神機工（株）山形工場 村山市

日通酒田物流（株） 酒田市

日通庄内運輸（株）本社営業所 酒田市

日通庄内運輸（株）水澤営業所 鶴岡市



日通庄内運輸（株）鶴岡支店 鶴岡市

日通山形運輸（株）山形南営業所 山形市

日通山形運輸（株）山形営業所 山形市

日通山形運輸（株）川西営業所 川西町

日通山形運輸（株）米沢営業所 米沢市

日通山形運輸（株）新庄営業所 新庄市

日東ベスト（株）大谷工場 朝日町

日東ベスト（株） 寒河江市

日東ベスト（株）東根工場 東根市

（株）仁藤組 山形市

日本重化学工業（株）酒田事業所 酒田市

日本連続端子（株） 天童市

日本オイルポンプ（株）山形工場 南陽市

（株）日本海運輸 遊佐町

日本重化学工業（株）小国事業所 小国町

（株）日本設備工業 天童市

日本地下水開発（株） 山形市

日本通運（株）山形支店 山形市

日本通運（株）山形支店山形物流事業所 山形市

日本通運（株）山形支店山形重機建設 寒河江市

日本通運（株）山形支店米沢営業所 米沢市

日本通運（株）山形支店山形警輸事業所 山形市

日本通運（株）酒田支店 酒田市

日本通運（株）酒田支店酒田海運営業所 酒田市

日本通運（株）酒田支店酒田港物流ｾﾝﾀｰ 酒田市

日本通運（株）酒田支店酒田重機建設 酒田市



日本通運（株）酒田支店酒田営業所 酒田市

日本通運（株）酒田支店鶴岡営業所 鶴岡市

日本通運（株）山形航空支店 天童市

日本通運（株）山形航空支店庄内営業所 鶴岡市

日本通運（株）山形航空支店米沢営業所 米沢市

日本道路（株）山形営業所 東根市

日本図書輸送（株） 天童市

日本郵便（株）寒河江郵便局 寒河江市

日本郵便（株）長井郵便局 長井市

日本郵便（株）酒田郵便局 酒田市

日本郵便（株）山形中央郵便局 山形市

日本連続端子（株）山形第二工場 天童市

日本ロード・メンテナンス（株）山形営業所 山形市

（株）ニヤクコーポレーション山形事業所 山形市

大山建設（株）
丹生川左岸幹線用水路小水力発電所整備（その他２）工事

尾花沢市

（株）建北社
「認定こども園」ふたば袖崎保育園施設整備工事

村山市

布川建築 河北町

沼田建設（株） 新庄市

沼田建設（株）
岩花地区道路改良工事

戸沢村

沼田建設（株）
主要地方道尾花沢最上線外道路維持修繕業務委託

最上町

沼田建設（株）
協和木材（株）　新庄工場新築工事

新庄市

沼田建設（株）
戸沢村立統合保育所新築工事

戸沢村

沼田建設（株）
新庄東高等学校体育館耐震改築工事

新庄市

沼田建設（株）
新庄郵便局模様替工事

新庄市

（株）ネツレン・ヒートトリート山形工場 東根市

農機連自動車学校 山形市



（株）ノーベル　本社 東根市

（株）ノーベル東根工場 東根市

（有）能登屋旅館 尾花沢市

は行

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

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

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

（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



（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

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

ま行

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

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

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

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

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

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
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



（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

や行

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

（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

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

（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

（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

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

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

（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

（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

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

（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

（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

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

（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



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

（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

ら行

　事　業　場　名 所　在　地

（株）リナワールド 上山市

両羽ロジスティクス（株） 余目町

両羽ロジスティクス（株）山形営業所 天童市

両羽ロジスティクス（株）本社営業所 酒田市

リックス（株） 中山町

（株）　リンショウ 鶴岡市

（株）りんごの森販売棟 朝日町

（株）りんごの森加工所 朝日町

介護老人保険施設　ローズむらやま 村山市

ロジトライ東北（株）山形事業所 天童市

（株）六歌仙 村山市

わ行

　事　業　場　名 所　在　地

ワークエージェント（株） 東根市

ＹＢＳサービス（株）庄内営業所 酒田市

我妻建設工業（株） 米沢市

和興建設（株） 南陽市

（株）ワコー 大江町

ワタナベ製材所 長井市

渡建 庄内町



和田工務店 鶴岡市

渡部興業（株） 酒田市

（有）渡部運送 遊佐町

（株）渡辺螺子 村山市

（株）渡会電気土木　米沢営業所 米沢市

（株）渡会電気土木酒田共同火力工事事務所 酒田市

（株）渡会電気土木 鶴岡市

ワテック（株） 東根市


