
ヨミ 山形ゼロ災３か月運動・2017　参加事業場名 所在地

アー あーきてくと戸津 尾花沢市
アー アート梱包運輸㈱東北営業所 寒河江市
アー 株式会社アールテック 寒河江市
アー 株式会社アールテック 寒河江市
アイ アイ・エム・マムロ㈱ 真室川町
アイ Ｉ.Ｍ創建 川西町
アイ 愛光園ワークセンター大山 鶴岡市
アイ アイジー工業株式会社寒河江工場 寒河江市
アイ アイジー工業㈱東根工場 東根市
アイ アイジー工業㈱　本社 東根市
アイ アイソタイル 酒田市
アイ 有限会社アイタ材木店 山形市
アイ 相田・米木建設JV　　米沢市新道の駅新設建築工事作業所 米沢市
アイ 相田建設株式会社 米沢市
アイ 会津通商㈱ 天童市
アイ ㈱アイ・ティー・オー 大石田町
アイ 相原木材株式会社 山形市
アオ 株式会社青木産業 長井市
アオ (有)青木運輸 鶴岡市
アオ (有)青木建材 鶴岡市
アオ 青木安全靴製造株式会社 河北町
アオ (有)青木建材 鶴岡市
アオ 青沢愛林有限会社 酒田市
アオ （株）青葉堂印刷 米沢市
アオ ㈱青栁食品 東根市
アオ 青山建設株式会社 寒河江市
アカ 赤塚建設工業　株式会社 遊佐町
アカ 赤湯プロパン(株) 南陽市
アキ 秋保建設(株) 戸沢村
アケ 曙ブレーキ山形製造株式会社 寒河江市
アサ (株)浅賀建設　主要地方道鶴岡羽黒線羽黒山橋橋梁ベント基礎工事現場 鶴岡市
アサ (株)浅賀建設　鶴岡国道維持補修工事現場 鶴岡市
アサ (株)浅賀建設　茅原北土地区画整理事業造成工事 鶴岡市
アサ (株)浅賀建設　鶴岡市立温海中学校体育館天井等撤去工事現場 鶴岡市
アサ 株式会社旭林業 小国町
アサ 朝日工業株式会社 山形市
アサ 旭自動車株式会社 山形市
アシ アシストアーバン工業㈱ 高畠町
アス アスペック株式会社 遊佐町
アタ (有)愛宕陸運 米沢市
アツ (株)アツケン 鶴岡市
アッ 小規模特別養護老人ホームあっぷるの里久保田 山形市
アツ 吾妻建設株式会社 米沢市
アツ 社会福祉法人あつみ福祉会あつみ保育園 鶴岡市
アツ 有限会社温海通信機 鶴岡市
アツ 温海町森林組合 鶴岡市
アヒ 株式会社アビーズ 天童市
アヒ アヒコファインテック㈱ 新庄市
アヒ (有)安孫子運輸 天童市
アヘ 阿部コンクリート株式会社 鶴岡市
アヘ 株式会社安部組 長井市
アヘ (有)阿部企業 金山町
アヘ 阿部運送㈱ 酒田市
アヘ 阿部建設(株)　常万西地区改良舗装工事 庄内町
アヘ 阿部建設(株)　酒田市立富士見小学校ｸﾞﾗﾝﾄﾞ改修工事 酒田市
アヘ 阿部建設(株)　酒田市立第三中学校ﾄｲﾚ改修第一期工事 酒田市
アヘ 阿部建設(株)　一般県道鳥海公園青沢線せり出し防止柵設置工事 酒田市
アヘ 阿部建設(株) 酒田市
アヘ 安部建設(株) 米沢市
アヘ 阿部建築 河北町
アヘ 株式会社阿部製材所 酒田市
アヘ 株式会社阿部林業 寒河江市
アホ 株式会社阿星組 東根市
アマ 株式会社天野左官 東根市
アラ 荒生木材有限会社 酒田市
アラ 荒川興業㈱ 小国町
アラ 安楽城林産株式会社 真室川町
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アラ 株式会社荒正　上平事業所 山形市
アラ 株式会社荒正　金谷事業所 山形市
アリ 株式会社有賀組 鶴岡市
アリ 有賀建設株式会社　鶴岡市特定環境保全公共下水道事業浄水5111～5120号新設工事 鶴岡市
アリ 有賀建設株式会社　赤川二期農業水利事業赤川揚水機場撤去（その1）工事 三川町
アリ 有賀建設株式会社　鶴岡市公共下水道事業雨水茅原第1幹線2-1号新築工事（第1工区） 鶴岡市

アリ
有賀建設株式会社　平成29年度大泉地区基幹水利施設ストックマネジメント事業
　　　　　　　　　揚水機場建屋補修工事

鶴岡市

アリ
有賀建設株式会社　平成29年度青龍寺川地区基幹水利施設ストックマネジメント事業
　　　　　　　　　分水工躯体補修工事

鶴岡市

アリ 有賀建設株式会社　鶴岡市公共下水道事業汚水5120号新設工事 鶴岡市
アリ 有賀建設株式会社　鶴岡市大泉地区幹線水利施設建屋補修工事 鶴岡市
アリ 有賀建設株式会社　赤川二期農業水利事業用水機場撤去工事 鶴岡市
アリ 有賀建設株式会社　鶴岡市特定環境保全公共下水道事業新設工事 鶴岡市
アリ 有賀建設株式会社　青龍寺川地区基幹水利施設分水工躯体補修工事 鶴岡市
アリ 有賀建設株式会社 鶴岡市
アリ 有賀建設株式会社 鶴岡市
アル ＡＬＳＯＫ山形管財株式会社 山形市
アル ＡＬＳＯＫ山形株式会社 山形市
アレ ㈱アーレスティ山形 白鷹町
アン (有)安藤運輸 庄内町
アン 安藤建設(株) 庄内町
アン 安藤左官 朝日町
イイ イースタン技研㈱ 酒田市
イイ ㈱飯塚製作所 酒田市
イー イーグル輸送㈱ 天童市
イー イーグル輸送㈱山形営業所 山形市
イイ 飯沢塗装 高畠町
イイ 飯鉢工業株式会社 長井市
イオ イオンリテール㈱イオン東根店 東根市
イカ ㈱イガラシ装飾 酒田市
イカ 株式会社五十嵐工業所 鶴岡市
イカ 五十嵐工業　株式会社 酒田市
イカ (株)五十嵐建業 鶴岡市
イク 菊池土建株式会社 東根市
イシ (有)石川建設 大蔵村
イシ 株式会社石川製材所 村山市
イシ 株式会社石川工務店 米沢市
イシ ㈲石川製靴 尾花沢市
イシ 有限会社イシザワ 中山町
イシ 株式会社石橋組 西川町
イシ 株式会社石山設備 寒河江市
イス 泉運輸㈱ 酒田市
イス 伊豆田建設株式会社 山形市
イス ㈱和泉運輸 米沢市
イス 泉運輸㈱ 酒田市
イス (株)和泉工務店 鶴岡市
イス イズミネ板金 白鷹町
イタ 株式会社板垣鉄工所 三川町
イチ 一宮運輸㈱東北支店物流センター酒田 酒田市
イチ 一十運送(有) 山形市
イチ 一宮運輸㈱東北支店物流ｾﾝﾀｰ酒田 酒田市
イチ 株式会社市村工務店 山形市
イチ ㈱一文字屋 米沢市
イツ 伍和電気工事株式会社 山形市
イト 伊藤建設株式会社 寒河江市
イト (株)伊藤組 舟形町
イト ㈱イトウ 南陽市
イト 伊藤左官店 大石田町
イト イトウ装建 村山市
イト 伊藤建具製作所 山形市
イト 伊藤電子工業株式会社 寒河江市
イト 伊藤政彦建築 小国町
イヌ 犬飼建設株式会社 寒河江市
イノ 井上工業株式会社 寒河江市
イノ ㈱井上精工 米沢市
イノ 井上工業株式会社 寒河江市
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イノ ㈱イノマタ電工 鮭川村
イフ 衣袋建設株式会社 白鷹町
イモ 株式会社五百川屋商店 西川町
イモ ㈱鋳物屋 東根市
イラ 社会福祉法人あつみ福祉会五十川保育園 鶴岡市
イロ ㈲色部組 米沢市
ウエ 上野建設(株) 庄内町
ウエ 上野工業(有) 三川町
ウエ 上野土木建設(株) 鶴岡市
ウク （株）ウンノハウス（本社） 山形市
ウサ 有限会社宇佐美製材所 南陽市
ウセ 羽前建設　株式会社 酒田市
ウメ 株式会社梅津組 長井市
ウヨ (有)羽陽工務店 鮭川村
ウヨ 羽陽建設株式会社 上山市
ウン 株式会社ウンノハウス天童事業部 天童市
エイ エイエスエムトランスポート㈱ 酒田市
エイ 特別養護老人ホーム永寿荘 鶴岡市
エイ ㈱栄進鈑金製作所 米沢市
エイ 榮大建設㈱ 山形市
エー 株式会社エービーエム 米沢市
エー ｾﾝｺｰｴｰﾗｲﾝｱﾏﾉ㈱山形営業所 天童市
エク 株式会社エクセル警備 庄内町
エコ ㈱エコー　管理本部 酒田市
エコ ㈱エコー　木材事業部 酒田市
エコ ㈱エコー　ファニチャー事業部 酒田市
エコ ㈱エコー　ガラス事業部 酒田市
エコ ㈱エコー　環境事業部 酒田市
エコ ㈱エコー　増改事業部 酒田市
エコ ㈱エコー　エコー石材 酒田市
エコ ㈱エコー　鋳造事業部 酒田市
エコ ㈱エコー　運送事業部 酒田市
エコ ㈱エコー　運送事業部 酒田市
エコ ㈱エコーハイテク 高畠町
エコ 有限会社エコファーム長井 長井市
エス ＥＳＴ警備保障株式会社 鶴岡市
エス エス・ビー・エス物流㈱ 酒田市
エス 株式会社エスピーアトム 酒田市
エタ ㈱エタニティ・タイシン 上山市
エツ ㈱エツキ 村山市
エッ ㈱エッサム 新庄市
エヌ 東日本電信電話株式会社宮城事業部山形支店 山形市
エヌ 株式会社ＮＴＴ東日本－東北山形支店 山形市
エヒ ㈱エービーエム 米沢市
エム エムテックスマツムラ㈱尾花沢事業所 尾花沢市
エム ㈲エムテーエス 村山市
エム エムテックスマツムラ 天童市
エン 有限会社遠田林産 酒田市
エン 遠藤商事株式会社総務部 山形市
エン 遠藤商事株式会社石油部 山形市
エン 遠藤商事株式会社ガス住設部 山形市
エン 遠藤商事株式会社宮町ＳＳ 山形市
エン 遠藤商事株式会社立谷川ＳＳ 山形市
エン 遠藤商事株式会社落合スポーツセンター前ＳＳ 山形市
エン 遠藤商事株式会社天童バイパスＳＳ 天童市
エン 遠藤商事株式会社コスモイオンモール天童ＳＳ 天童市
エン 遠藤商事株式会社県庁前ＳＳ 山形市
エン 遠藤商事株式会社あかねケ丘競技場前ＳＳ 山形市
エン 遠藤商事株式会社篭田ＳＳ 山形市
エン 遠藤商事株式会社青田ＳＳ 山形市
エン 遠藤商事株式会社上山バイパスＳＳ 上山市
エン 遠藤商事株式会社長井ＳＳ 長井市
エン 遠藤商事株式会社鶴岡営業所 鶴岡市
エン 遠藤商事株式会社伊勢原ＳＳ 鶴岡市
エン 遠藤商事株式会社ローソン鶴岡伊勢原町店 鶴岡市
エン 遠藤商事株式会社鶴岡インター前ＳＳ 鶴岡市
エン 遠藤商事株式会社ＬＰＧ寒河江営業所 寒河江市

3/34



ヨミ 山形ゼロ災３か月運動・2017　参加事業場名 所在地

エン 遠藤商事株式会社カーケアセンター 山形市
エン 遠藤商事株式会社イーベジファーム 山形市
エン 遠藤商事㈱ 宮町ＳＳ 山形市
エン 遠藤商事㈱ 立谷川工業団地前ＳＳ 山形市
エン 遠藤商事㈱ 落合スポーツセンター前ＳＳ 山形市
エン 遠藤商事㈱ 天童バイパスＳＳ 天童市
エン 遠藤商事㈱ コスモイオンモール天童ＳＳ 天童市
エン 遠藤商事㈱ 県庁前ＳＳ 山形市
エン 遠藤商事㈱ あかねヶ丘競技場前ＳＳ 山形市
エン 遠藤商事㈱ 篭田ＳＳ 山形市
エン 遠藤商事㈱ 青田ＳＳ 山形市
エン 遠藤商事㈱ 上山バイパスＳＳ 上山市
エン 遠藤商事㈱ 長井ＳＳ 長井市
エン 遠藤商事㈱ 鶴岡インター前ＳＳ 鶴岡市
エン 遠藤商事㈱ 伊勢原ＳＳ 鶴岡市
エン 株式会社遠藤技建 川西町
エン 遠藤建設株式会社 西川町
エン 株式会社遠藤設備 長井市
オイ 置賜建設㈱ 米沢市
オウ ㈱奥羽ダイキンロジテス 河北町
オウ 奥羽警備保障株式会社 山形市
オウ (株)王祇建設 鶴岡市
オウ 東北王子運送㈱山形営業所 山形市
オウ 東北王子運送㈱山形新庄営業所 新庄市
オウ 東北王子運送㈱東根流通センター 東根市
オウ (有)王将運輸 上山市
オウ 応用地質株式会社山形支店 山形市
オオ 大井建設㈱　最上川下流山寺地区堤防質的整備工事 酒田市
オオ 大阪有機化学工業㈱酒田工場 酒田市
オオ 大井建設　株式会社 酒田市
オオ 株式会社大井工務店 酒田市
オオ ㈱大石田町地域振興公社 大石田町
オオ 大泉建設株式会社 長井市
オオ 株式会社大泉組 大江町
オオ (有)大泉建設 鶴岡市
オオ 大浦工業㈱ 高畠町
オオ 株式会社大江車体特装 山形市
オオ 大江町総合建設組合 大江町
オオ 株式会社大風印刷 山形市
オオ 株式会社大風印刷あこや町営業所 山形市
オオ 株式会社大風印刷天童営業所 天童市
オオ 株式会社大風印刷東根営業所 東根市
オオ 株式会社大風印刷ガッタハウス 山形市
オオ 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
オオ 社会福祉法人大蔵福祉会ショートステイ翠明荘 大蔵村
オオ 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
オオ 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
オオ 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
オオ 大沢林業株式会社 真室川町
オオ 太田産商株式会社 鶴岡市
オオ 太田建設株式会社 米沢市
オオ 大手町デイサービス 新庄市
オオ 大富建設株式会社 寒河江市
オオ 大沼タクシー株式会社 大江町
オオ 大沼工業株式会社 寒河江市
オオ (株)大沼建設 最上町
オオ 株式会社大沼建築 寒河江市
オオ (株)大場組 最上町
オオ 大場建設　株式会社 酒田市
オオ 大場建設(株)　平成29年度庄内砂丘地区第2工区工事 酒田市
オオ 大場建設(株)　保岡地区橋梁下部工工事 酒田市
オオ 大場建設(株)　酒田市公共下水道管渠布設工事工事 酒田市
オオ （株）大林組　三吉山トンネル工事事務所 上山市
オオ 株式会社大林組山形工事事務所 山形市
オー 株式会社おーばん営業本部 天童市
オー 株式会社おーばん南天童店 天童市
オー 株式会社おーばん北天童店（久野本店） 天童市
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オー 株式会社おーばん山形東店 山形市
オー 株式会社おーばん山形嶋店 山形市
オー 株式会社おーばん桜田南店 山形市
オー 株式会社おーばん寒河江店 寒河江市
オー 株式会社おーばん山辺店 山辺町
オー 株式会社おーばんさくらんぼ東根店 東根市
オー 株式会社おーばん村山店 東根市
オー 株式会社おーばん尾花沢店 尾花沢市
オー 株式会社おーばん南尾花沢店 尾花沢市
オー 株式会社おーばん上山店 上山市
オオ 株式会社大山機械　第一工場 鶴岡市
オオ 株式会社大山機械　第二工場 鶴岡市
オオ 株式会社大山製材所 村山市
オオ 大山建設株式会社 尾花沢市
オオ 大山建設㈱丹生川左岸幹線用水路小水力発電所整備工事 尾花沢市
オカ 小笠原建設株式会社 長井市
オカ 小笠原建設株式会社 山形市
オカ オーガニック川口㈱ 米沢市
オカ ㈱岡村製作所 高畠町
オカ ㈱オカムラ物流高畠配送センター 高畠町
オカ ㈱オカムラ物流高畠配送センター 高畠町
オカ (株)小川建設 最上町
オキ OKIサーキットテクノロジー株式会社 鶴岡市
オキ ㈱置環 米沢市
オキ 株式会社沖田木材産業 南陽市
オキ 置賜クリーン設備㈱ 長井市
オキ 有限会社置賜ビルメン 南陽市
オキ (有)沖津倉庫配送センター 寒河江市
オキ 荻野建設株式会社 山形市
オキ 荻野建設株式会社　木の実保育園増改築工事主体工事 山形市
オキ 荻野建設株式会社　雨水管（浜崎第２０６校区） 山形市
オク 小国運輸機工㈱ 小国町
オク 小国町森林組合 小国町
オク 小国開発株式会社 小国町
オク 小国開発株式会社　湯河原橋下部工工事 南陽市
オク 小国開発株式会社　米沢国道西地区維持補修工事 小国町
オク 小国開発株式会社　添川・椿地区農村地域防災減災事業（用排水施設）第３工区工事 飯豊町
オク 小国開発株式会社　戸沢川砂防堰堤その２工事 小国町
オク 奥山建設株式会社 東根市
オク 有限会社奥山建設 河北町
オク 株式会社奥山建設工業所 尾花沢市
オク オクヤマ塗装 西川町
オシ (株)押切 大蔵村
オチ ㈱落合堂製作所 南陽市
オノ 小野建設株式会社 山形市
オノ 小野寺建設(株) 鶴岡市
オノ 有限会社小野板金工業 酒田市
オバ ㈱尾花沢タクシー 尾花沢市
オハ 尾花沢ニシキ㈱ 尾花沢
オバ 尾花沢農産加工㈲ 尾花沢市
オハ ㈱尾花沢ふるさと振興公社 尾花沢市
オリ ㈱オリエンタル新庄電工 新庄市
オリ オリエンタルモーター株式会社　鶴岡中央事業所 鶴岡市
オリ オリエンタルモーター株式会社　鶴岡西事業所 鶴岡市
オン 特別養護老人ホーム温寿荘 鶴岡市
カイ 海藤林産 大石田町
カイ 酒田海陸運送㈱ 酒田市
カカ 株式会社鏡建設 山形市
カカ 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
カカ 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
カカ 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
カカ 社会福祉法人輝きの会ケアハウスいきいきの郷 山形市
カカ 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
カカ 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
カカ 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
カカ 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
カカ 社会福祉法人輝きの会事務居 山形市
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カキ (株)柿崎建設工業 舟形町
カキ (株)カキザキ 新庄市
カキ (株)カキザキ　H29-30尾花沢国道北地区維持補修工事 最上町
カキ (株)カキザキ　最上川中流鳥越地区維持工事 新庄市
カキ (株)カキザキ　沢田道路改良工事 村山市
カキ (株)柿﨑工務所 新庄市
カキ (株)柿﨑工務所　新庄国道西地区維持修繕工事 戸沢村
カキ (株)柿﨑工務所　北村山地区道路改良工事 尾花沢市
カキ (株)柿﨑工務所　長沢目川橋耐震補強工事 舟形町
カキ (株)柿﨑工務所　新庄国道管内交通安全施設整備工事 舟形町
カキ (株)柿﨑工務所　五十沢舗装工事 尾花沢市
カキ (株)柿﨑工務所　戸沢地区法面工事 戸沢村
カキ (株)柿﨑工務所　野中沢地区道路改良工事 戸沢村
カキ (株)柿﨑工務所　泉田地区道路改良工事 新庄市
カキ (株)柿﨑工務所　平成29年度志津地すべり大越川ブロック対策工事 西川町
カキ (株)柿﨑工務所　赤川水系東大鳥川砂防堰堤工事 鶴岡市
カキ (株)柿﨑工務所　蔵岡地区仮締切撤去工事 戸沢村
カキ (株)柿﨑工務所　平成29年度戸沢地区経営体育成基盤整備事業第1工区工事 戸沢村
カキ (株)柿﨑工務所　平成28年度最上川水系立谷沢川流域濁沢第８砂防堰堤工事 庄内町
カキ (株)柿﨑工務所　大石田地区道路改良工事 村山市
カキ (株)柿﨑工務所　関山砕石工場 東根市
カキ (株)柿﨑工務所　生コン工場 戸沢村
カク カクシメ運送㈱ 天童市
カサ (有)笠原運送 山形市
カサ 笠原建設工業（株） 鶴岡市
カシ 鹿島道路㈱ 今宿作業所 尾花沢市
カタ 片桐精工株式会社 山形市
カタ 株式会社片桐製作所本社（C） 上山市
カタ 株式会社片桐製作所F1棟 上山市
カタ 株式会社片桐製作所F2棟 上山市
カタ 株式会社片桐製作所F3棟 上山市
カタ 株式会社片桐製作所F5棟 上山市
カタ 株式会社片桐製作所F6棟 上山市
カタ 株式会社片桐製作所F7棟 上山市
カタ 株式会社片桐製作所F8棟 上山市
カタ 株式会社片桐製作所F9棟 上山市
カタ 株式会社片桐製作所F10棟 山形市
カツ 勝川建設株式会社 河北町
カツ (有)葛麓運輸建設 新庄市
カト (有)加藤運輸 米沢市
カト 加藤組㈱ 南陽市
カト 有限会社加藤建築 鶴岡市
カト 加藤自動車㈱ 尾花沢市
カト (有)加藤塗装店 鶴岡市
カト 株式会社カトーコーポレーション本社 上山市
カト 株式会社カトーコーポレーション農家の店トマト中山店 中山町
カト 株式会社カトーコーポレーション農家の店トマト東根店 東根市
カト 株式会社カトーコーポレーション農家の店トマト上山店 上山市
カト 株式会社カトーコーポレーション農家の店トマト高畠店 高畠町
カト 株式会社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
カト 株式会社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
カト 株式会社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
カナ (株)金丸建設 鶴岡市
カネ 株式会社カネキチ 山形市
カネ ㈱金子建設 高畠町
カネ 金子建設工業株式会社 米沢市
カネ 株式会社カネト製作所 上山市
カネ 株式会社カデック 上山市
カネ 金山町森林組合 金山町
カネ 金山コネクタ㈱ 金山町
カネ 有限会社金山鉄工所 大江町
カノ 狩野工務店 大石田町
カホ 有限会社河北浄化槽サービス 河北町
カミ 有限会社上山清掃 上山市
カム 神室工業(株) 真室川町
カム 神室工業(株)　立谷沢川砂防施設整備工事現場 庄内町
カム カムロ運送㈱ 金山町
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カメ カメイ物流サービス㈱山形営業所 天童市
カメ カメイ物流サービス㈱庄内営業所 鶴岡市
カリ (株)狩川佐藤組 庄内町
カリ (株)狩川佐藤組　鶴岡地区交通安全対策工事 庄内町
カリ 狩野工務店 大石田町
カル 軽部林業株式会社 寒河江市
カワ 川上工務店 鶴岡市
カワ 川田建設(株) 鮭川村
カワ 川西精密株式会社本社 山辺町
カワ 川西精密株式会社根際工場 山辺町
カワ 川西精密株式会社第2工場 山辺町
カワ 河西建設株式会社 村山市
カワ 川西運送(有) 川西町
カン 環清工業㈱ 酒田市
カン ㈲かんきょうクリーン公社 尾花沢市
キク 菊池商事株式会社 寒河江市
キク 菊池商事㈱山形支店 山形市
キク 菊池商事㈱本社事業所 寒河江市
キク (有)菊地工業 飯豊町
キク 株式会社菊池技建 山形市
キク ㈱菊地組 川西町
キク 有限会社菊地工務店 寒河江市
ギケ 技研（株）河北工場 河北町
キス 株式会社ｷステム山形支店 山形市
キタ 北庄内森林組合 酒田市
キタ 北郡信用組合 大石田支店 大石田町
キタ 北郡信用組合 尾花沢支店 尾花沢市
キタ 北郡信用組合 河西支店 村山市
キタ 北郡信用組合 神町支店 東根市
キタ 北郡信用組合 東根支店 東根温泉支店 東根市
キタ 北郡信用組合 本店 村山市
キタ 北日本羽黒食品株式会社 鶴岡市
キタ 北日本珪砂㈱ 大石田町
キタ (株)北山建設 最上町
キネ 株式会社杵屋本店 上山市
キネ 株式会社杵屋本店金生工場 上山市
キネ 杵屋東青田店 山形市
キネ 杵屋南館店 山形市
キネ 杵屋西田店 山形市
キネ 杵屋エスパル山形店 山形市
キネ 杵屋蔵王インター店 山形市
キネ 杵屋鈴川店 山形市
キネ 杵屋寿町店 山形市
キネ 杵屋久野本店 天童市
キネ 杵屋宮内本店 南陽市
キネ 杵屋金池店 米沢市
キネ 杵屋林泉寺店 米沢市
キム （有）木村水道設備 南陽市
キユ キユーソーティス㈱山形営業所 天童市
キュ 山形県急便業協同組合 山形市
キョ 協栄建設　株式会社 遊佐町
キョ ㈱共栄メカ 村山市
キョ (有)協進運輸 山形市
キョ 京セラ㈱ 山形東根工場 東根市
キヨ 協同薬品工業㈱山形工場 川西町
キョ 協同産業㈱ 東根市
キョ 株式会社協和ハウス 飯豊町
キョ 共和防水 酒田市
キョ 共和環境保全協同組合 東根市
キョ ㈱協和製作所 尾花沢市
キヨ ㈱キヨスミ 山形市
キヨ 株式会社キヨスミ産研 山形市
キラ 株式会社きらやか銀行本店営業部 山形市
キラ 株式会社きらやか銀行山形駅前支店 山形市
キラ 株式会社きらやか銀行山形北支店 山形市
キラ 株式会社きらやか銀行西支店 山形市
キラ 株式会社きらやか銀行流通センター支店 山形市
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キラ 株式会社きらやか銀行城西支店 山形市
キラ 株式会社きらやか銀行北営業部 山形市
キラ 株式会社きらやか銀行県庁通支店 山形市
キラ 株式会社きらやか銀行山形桧町支店 山形市
キラ 株式会社きらやか銀行中央営業部 山形市
キラ 株式会社きらやか銀行蔵王駅前支店 山形市
キラ 株式会社きらやか銀行きらやか銀行本社 山形市
キラ 株式会社きらやか銀行清住町事務センター 山形市
キラ 株式会社きらやか銀行長崎支店 中山町
キラ 株式会社きらやか銀行天童北支店 天童市
キラ 株式会社きらやか銀行天童支店 天童市
キラ 株式会社きらやか銀行天童南支店 天童市
キラ 株式会社きらやか銀行寒河江支店 寒河江市
キラ 株式会社きらやか銀行間沢支店 西川町
キラ 株式会社きらやか銀行谷地支店 河北町
キラ 株式会社きらやか銀行上山支店 上山市
キラ 株式会社きらやか銀行左沢支店 大江町
キラ 株式会社きらやか銀行宮宿支店 朝日町
キラ 株式会社きらやか銀行山辺支店 山辺町
キラ 株式会社きらやか銀行米沢西支店 米沢市
キラ 株式会社きらやか銀行米沢支店 米沢市
キラ 株式会社きらやか銀行米沢駅前支店 米沢市
キラ 株式会社きらやか銀行長井支店 長井市
キラ 株式会社きらやか銀行宮内支店 南陽市
キラ 株式会社きらやか銀行赤湯支店 南陽市
キラ 株式会社きらやか銀行高畠支店 高畠町
キラ 株式会社きらやか銀行荒砥支店 白鷹町
キラ 株式会社きらやか銀行酒田駅東支店 酒田市
キラ 株式会社きらやか銀行東大町支店 酒田市
キラ 株式会社きらやか銀行遊佐支店 遊佐町
キラ 株式会社きらやか銀行余目支店 庄内町
キラ 株式会社きらやか銀行山王前支店 鶴岡市
キラ 株式会社きらやか銀行大山支店 鶴岡市
キラ 株式会社きらやか銀行美原町支店 鶴岡市
キラ 株式会社きらやか銀行鶴岡中央支店 鶴岡市
キラ 株式会社きらやか銀行酒田支店 酒田市
キラ 株式会社きらやか銀行温海支店 鶴岡市
キラ 株式会社きらやか銀行新庄支店 新庄市
キラ 株式会社きらやか銀行最上町支店 最上町
キラ 株式会社きらやか銀行楯岡支店 村山市
キラ 株式会社きらやか銀行さくらんぼ東根支店 東根市
キラ 株式会社きらやか銀行神町支店 東根市
キラ 株式会社きらやか銀行尾花沢支店 尾花沢
キリ ㈱キリウ山形 新庄市
キリ ㈲桐生建設 米沢市
キン 有限会社金原ダイカスト工業 山形市
キン 近物レックス㈱新庄営業所 新庄市
キン 近物レックス㈱庄内支店 鶴岡市
キン 近物レックス㈱米沢営業所 米沢市
クア クアーズテック㈱小国事業所 小国町
クア クアハウス碁点 村山市
クウ クアーズテックマシナリ㈱ 小国町
クサ 株式会社日下部工務所 山形市
クサ 有限会社日下部ダクト工業 寒河江市
クニ 國井建設株式会社 寒河江市
クニ 國井建設株式会社　主要地方道大江西川線やぎな沢橋耐震補強工事 西川町
クニ 國井建設株式会社　寒河江管内橋梁補修工事 西川町
クニ 國井建設株式会社　寒河江国道西地区維持補修工事 西川町
クニ 國井建設株式会社　寒河江地区舗装修繕工事 西川町
クニ 國井建設株式会社　国道112号西川地区道路構造物補修工事 西川町
クニ 國井建設株式会社　東根地区床版工工事 東根市
クニ 國井建設株式会社　配水管布設替工事（29－9工区） 寒河江市
クニ 國井建設株式会社　最上川上流寒河江地区河川維持工事 寒河江市
クリ 株式会社クリーンシステム 山形市
クレ クレーンヒル警備株式会社 鶴岡市
クレ 株式会社クレンズ興産 大江町
クロ 黒川佐藤建築 鶴岡市
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クロ 黒川プレス工業㈱ 米沢市
クロ 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 黒澤鐵筋有限会社 高畠町
クロ 黒澤建設工業株式会社 山形市
クロ 株式会社黒田組 河北町
クロ 黒田建設株式会社 寒河江市
クロ クロチュウ(株) 山形市
グ グローバルウェーハズ・ジャパン㈱小国結晶センター 小国町

ケイ 社会福祉法人敬寿会 山形市
ケイ 社会福祉法人恵泉会養護老人ホーム鶴岡市立友江荘 鶴岡市
ケイ （一社）山形県警備業協会 山形市
ケイ 京浜パネル工業㈱山形工場 村山市
ケー ㈱ケーアイロードメンティナンス 酒田市
ケー (株)ケーアイロードメンティナンス 庄内町
ケ－ 株式会社ケ－ネス山形出張所 天童市
ケミ ケミコン山形㈱ 長井市
ケン ㈱新庄建機 新庄市
ケン 株式会社建装テクノ 山形市
ケン 建築松田 西川町
ケン 県南運送(有) 米沢市
ケン 株式会社建北社 村山市
ケン ㈱建北社袖崎地区農村地域防災減災事業第一工区工事 村山市
コイ 有限会社小池建築 飯豊町
コウ 弘栄設備工業株式会社 山形市
コウ 弘栄設備工業株式会社米沢営業所 米沢市
コウ 弘栄設備工業株式会社酒田営業所 酒田市
コウ 弘栄設備工業株式会社新庄営業所 新庄市
コウ 弘栄設備工業株式会社蔵王営業所 山形市
コウ 平成28年度山形駅西口拠点施設（仮称）新築（衛生設備）工事 山形市
コウ 晃永運輸㈱ 天童市
コウ 株式会社高研　鶴岡工場 鶴岡市
コウ (有)中央興産 東根市
コウ 障がい者支援施設　光生園 舟形町
ゴ 米沢合同運送㈱ 米沢市

コウ 特別養護老人ホーム　紅梅荘 最上町
コウ （有）幸富石材販売 最上町
コウ 公平商事㈱ 寒河江市
コウ 特別養護老人ホーム幸楽荘 酒田市
コウ 短期入所生活介護事業所幸楽荘 酒田市
コウ グループホームこうらく 酒田市
コウ 多機能こうらく 酒田市
コウ 通所介護事業所幸楽荘 酒田市
コウ 居宅介護支援事業所幸楽荘 酒田市
コウ 訪問介護事業所幸楽荘 酒田市
コウ 酒田市地域包括支援センターやわた 酒田市
コー コーアイセイ株式会社 山形市
コー (有)コーセーライン 山形市
コク (有)コクエー 庄内町
ゴ 護公警備保障株式会社 山形市

コシ 小白川建設株式会社 山形市
コス ㈱コスモ運輸 尾花沢市
コス 社会福祉法人東根福祉会就労支援センター　こすもすの家 東根市
コセ 有限会社小関興業 新庄市
コタ ㈱コタカ 酒田市
ゴ 後藤建設株式会社 寒河江市
ゴ 有限会社　後藤建設 酒田市
ゴ 株式会社後藤材木店 山形市
ゴ ㈱後藤組 米沢市
ゴ ㈱後藤組　花沢の家　田村邸新築工事 米沢市
ゴ ㈱後藤組　高国寺邸新築工事 米沢市
ゴ ㈱後藤組　大町の家　戸田邸新築工事 米沢市
ゴ ㈱後藤組　長谷川邸新築工事 山辺町
ゴ ㈱後藤組　万世事務所 米沢市
ゴ ㈱後藤組　春日ショールーム 米沢市
ゴ ㈱後藤組　ｻﾝﾌｧﾐﾘｱ米沢浴室増改修等工事 米沢市
ゴ ㈱後藤組　H28-29米沢国道東地区維持補修工事 米沢市
ゴ ㈱後藤組　西大塚地区地盤改良工事 米沢市
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ゴ ㈱後藤組　中田道路改良舗装工事 米沢市
ゴ ㈱後藤組　平成29年度塩井地区経営体育成基盤整備事業第1工区工事 米沢市
ゴ ㈱後藤組　米沢市新道の駅　駐車場舗装工事 米沢市
ゴ ㈱後藤組　平成29年度287号川西ﾊﾞｲﾊﾟｽ道路改良(第1工区)工事 米沢市
ゴ ㈱後藤組　新幸来橋下部工工事 米沢市
ゴ ㈱後藤組　鮎貝中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場移設(土木・建築)工事 米沢市
ゴ 株式会社後藤工業 天童市

コト 寿建設(株) 新庄市
コト 株式会社　コトブキ 酒田市
コト ことぶき建設 尾花沢市
ゴ ㈱後藤組　高畠の家　星邸新築工事 高畠町
ゴ ㈱後藤組　鉄砲の家　本田邸新築工事 山形市
ゴ ㈱後藤組　林泉寺まちかど展示場新築工事 米沢市

コハ 小林木材株式会社 東根市
コハ 小林防護工事株式会社 長井市
コマ (株)小松建設 真室川町
コマ 株式会社　小松組 酒田市
コマ ㈱小松商事藤島営業所 鶴岡市
コマ ㈱小松商事本社営業所 酒田市
コマ 小松建設株式会社 山形市
コマ （株）小松工業 山形市
コマ コマツ山形㈱ 山形市
コマ コマツ山形㈱山形支店 山形市
コマ コマツ山形㈱庄内支店 酒田市
コマ コマツ山形㈱米沢支店 米沢市
コマ コマツ山形㈱新庄支店 新庄市
コマ ㈱コマレオ 米沢市
コモ ㈱小森マシナリー 高畠町
コヤ ㈱コヤマ 村山市
コヤ 有限会社小山土建 村山市
ゴ 株式会社　五勇組 酒田市

コレ ㈱是谷建装 酒田市
コン (有)今野建材工業 鶴岡市
コン (有)今野建材工業 鶴岡市
サイ サイオスセキュリティ株式会社 山形市
サイ 斎藤建設㈱ 小国町
サイ 株式会社斎藤板金工業所 鶴岡市
サイ 有限会社齋藤総建 白鷹町
サイ 株式会社　斉藤工業所 酒田市
サイ (株)斉藤工業所　(医社)愛陽会介護付有料老人ﾎｰﾑこでらの樹新築工事 酒田市
サイ (株)斉藤工業所 旧山 酒田市
サイ 斎藤建設株式会社 小国町
サイ (株)齊藤工務店 舟形町
サイ 斎藤建設(株) 鶴岡市
サイ 齋藤建築 山形市
サイ (株)齋藤商会 鶴岡市
サイ 齋藤土木㈱ 高畠町
サイ 齋藤屋根工事店 酒田市
サイ さいほく鉄工株式会社 新庄市
ザ 特別養護老人ホーム蔵王やすらぎの里 山形市
ザ 軽費老人ホーム（A型）蔵王やすらぎの里 山形市
ザ 蔵王ロープウェイ株式会社 山形市
ザ 株式会社蔵王警備保障 山形市
ザ 蔵王米菓㈱ 村山市

サカ 酒田第一タクシー㈱ 酒田市
サカ 酒田共同火力発電㈱ 酒田市
サカ 酒田天然ガス㈱ 酒田市
サカ 酒田臨港開発㈱ 酒田市
サカ 酒田合同自動車㈱ 酒田市
サカ 酒井鈴木工業　株式会社 酒田市
サカ 酒井鈴木工業(株)　四ツ興野地区改良舗装工事 酒田市
サカ 寒河江物流㈱ 寒河江市
サカ ㈱サガエ 高畠町
サカ さがえがわ流域コヤブ沢砂防堰堤ほか工事 西川町
サカ 株式会社寒河江自動車学校 寒河江市
サカ 寒河江重車輌㈱ 寒河江市
サカ 寒河江重車輌㈱南陽営業所 南陽市
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サカ 寒河江タクシー株式会社 寒河江市
サカ 酒田塗装　株式会社 酒田市
サカ 酒田海陸運送株式会社 酒田市
サカ 株式会社酒田港リサイクル産業センター 酒田市
サカ 日通酒田物流㈱ 酒田市
サカ 坂部印刷（株） 山形市
サキ ㈱鷺宮製作所 米沢市
サク ㈱さくらんぼカントリークラブ 村山市
ササ ㈱ササキ 長井市
ササ 株式会社佐々木建設 大石田町
ササ 有限会社佐々木塗装店 高畠町
サシ 有限会社佐治工業 米沢市
サタ 有限会社佐竹法面工業 朝日町
サタ 佐竹建設(株) 三川町
サタ 佐竹商事（株） 寒河江市
サタ ㈱佐竹成型 白鷹町
サト 株式会社佐藤工務 鶴岡市
サト 佐藤繊維株式会社 寒河江市
サト 佐藤建設工業株式会社 寒河江市
サト 佐藤建設工業株式会社　寒河江工業団地道路新設工事 寒河江市
サト 株式会社佐藤建設 西川町
サト ㈱佐藤運送 新庄市
サト ㈱佐藤運送山形営業所 山形市
サト サトウ車体整備株式会社 山形市
サト (株)佐藤組 鶴岡市
サト (株)佐藤組　障がい者支援ホームのぞみの家新築工事 鶴岡市
サト 佐藤建設株式会社 東根市
サト 佐藤建設工業㈱ 寒河江市
サト 佐藤建設工業株式会社 寒河江市
サト 佐藤建設(株)庄内 庄内町
サト 佐藤建設(株)庄内最上川水系立矢沢流域玉川第5砂防堰堤改良ほか工事 庄内町
サト 佐藤建設(株)鶴岡 鶴岡市
サト 佐藤建設(株)鶴岡　赤川上流維持工事 鶴岡市
サト 佐藤建築有限会社 白鷹町
サト 佐藤建築事務所 米沢市
サト (株)佐藤工務 鶴岡市
サト (株)佐藤工務　大岩川地区改良舗装工事 鶴岡市
サト (株)佐藤工務　堂の前地区道路改良工事 鶴岡市
サト (株)佐藤工務　茅原北土地区画整理事業造成工事 鶴岡市
サト (株)佐藤工務　広野地区農業水利施設保全事業 鶴岡市
サト (株)佐藤工務　鶴岡浄化センター建設工事 鶴岡市
サト (株)佐藤工務　鶴岡工業高校体育館改築工事 鶴岡市
サト (株)佐藤工務　穂積地区構造物工事 鶴岡市
サト (株)佐藤工務　山形新聞・山形放送新鶴岡支社建設工事 鶴岡市
サト (株)佐藤工務　(株)コンパス鶴岡工場増築工事 鶴岡市
サト (株)佐藤工務　赤川二期農業水利事業中央管理所建築工事 鶴岡市
サト (株)佐藤工務　鶴岡市立鶴岡第三中学校改築工事 鶴岡市
サト (株)佐藤工務店 高畠町
サト 有限会社　佐藤商会 真室川町
サト ㈱佐藤新聞店 村山市
サト 株式会社佐藤製材所 西川町
サト 佐藤電気工業（有） 最上町
サト ㈲佐藤土建 米沢市
サト (有)佐藤土木 鶴岡市
サト 有限会社佐藤林産 米沢市
サト (株)佐藤渡辺鶴岡営業所 鶴岡市
サト 株式会社サトーゴーセー鶴岡事業所 鶴岡市
サト サトー精工㈱ 村山市
サニ ㈱サニックス 山形市
サム ㈱ＳＵＭＣＯ米沢工場 米沢市
サヤ 西道精工㈱ 東根市
サワ 澤内建設(株) 舟形町
サン ㈱三栄電機工業 酒田市
サン ㈱三栄電機工業　余目酒田道路照明外設備工事 酒田市
サン ㈱サン配送センター 天童市
サン 株式会社三栄本部 山形市
サン 有限会社吾商 山形市
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サン 株式会社三栄モスバーガー山形七日町店 山形市
サン 株式会社三栄モスバーガー山形駅前大通り店 山形市
サン 株式会社三栄モスバーガー山形桜田店 山形市
サン 株式会社三栄モスバーガー天童店 天童市
サン 株式会社三栄モスバーガー山形西バイパス店 山形市
サン 株式会社三栄モスバーガー寒河江店 寒河江市
サン 株式会社三栄モスバーガー山形北店 山形市
サン 株式会社三栄モスバーガーさくらんぼ東根駅前店 東根市
サン 株式会社三栄モスバーガー鶴岡店 鶴岡市
サン 株式会社三栄モスバーガー新庄店 新庄市
サン 株式会社三栄モスバーガー酒田南店 酒田市
サン 株式会社三栄なか卯天童店 天童市
サン 株式会社三栄なか卯さくらんぼ東根駅前店 東根市
サン 株式会社三栄どんQ製麺マックスバリュ山形駅西口店 山形市
サン 株式会社三栄昭和ホルモン亭山形駅前大通り店 山形市
サン 株式会社三栄昭和ホルモン亭青田店 山形市
サン 株式会社三栄昭和ホルモン亭さくらんぼ東根駅前店 東根市
サン 株式会社三栄昭和ホルモン亭鶴岡文下店 鶴岡市
サン 株式会社三栄昭和ホルモン亭山形嶋店 山形市
サン 株式会社三栄りんご苑山形西校前店 山形市
サン 株式会社三栄りんご苑酒田店 酒田市
サン 株式会社三栄コメダ珈琲店山形南館店 山形市
サン 株式会社三栄コメダ珈琲店山形嶋店 山形市
サン 株式会社三栄とん八本店 山形市
サン 株式会社三栄とん八寒河江店 寒河江市
サン 株式会社三栄とん八米沢店 米沢市
サン 株式会社三栄とん八さくらんぼ東根駅前店 東根市
サン 株式会社三栄とん八山形嶋店 山形市
サン 株式会社三栄とん八南陽店 南陽市
サン 株式会社三栄とん八山形成沢店 山形市
サン 株式会社三栄とん八新庄店 新庄市
サン 株式会社三栄ピソリーノ山形北インター店 山形市
サン 株式会社三栄ピソリーノ山形南店 山形市
サン 株式会社三栄ピソリーノ鶴岡インター店 鶴岡市
サン 株式会社三栄ピソリーノ米沢北インター店 米沢市
サン 株式会社三栄伝説のすた丼飯田BP店 山形市
サン 株式会社三栄伝説のすた丼山形西BP店 山形市
サン 株式会社三栄伝説のすた丼米沢春日店 米沢市
サン (有)山栄測量設計 白鷹町
サン 株式会社サンエー 鶴岡市
サン ㈱三協製作所山形工場 長井市
サン 三共木工㈱ 東根市
サン (有)サンケイ工業 新庄市
サン 特別養護老人ホームサンシャイン大森 山形市
サン 株式会社サンデージョイ下条店 山形市
サン 株式会社サンデージョイ前田店 山形市
サン 株式会社サンデージョイ寒河江店 寒河江市
サン 株式会社サンデージョイ新庄店 新庄市
サン 株式会社サンデージョイ東根店 東根市
サン 株式会社サンデージョイ西米沢店 米沢市
サン 株式会社サンデージョイ河北店 河北町
サン 株式会社サンデージョイ南館店 山形市
サン 株式会社サンデージョイ櫛引店 鶴岡市
サン 株式会社サンデージョイ長井店 長井市
サン 株式会社サンデージョイ北村山店 尾花沢市
サン 株式会社サンデージョイ藤島店 鶴岡市
サン 株式会社サンデージョイ山形北店 山形市
サン 株式会社サンデージョイ白山店 山形市
サン 株式会社サンデージョイ天童南店 天童市
サン 株式会社サンデージョイ南陽プラザ店 南陽市
サン 株式会社サンデージョイ東根中央店 東根市
サン 株式会社サンデージョイあつみ店 鶴岡市
サン ㈱サンテック 東根市
サン 株式会社三瓶工業 天童市
サン 山有誠警備保障株式会社 山形市
サン 三洋工業㈱ 米沢市
サン 株式会社　三要 酒田市
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サン ㈱三陽製作所 南陽市
サン ㈱山陽精機山形工場 尾花沢市
サン サンリット工業㈱ 長井市
サン サンリット工業㈱飯豊AC工場 長井市
サン サンリット工業㈱飯豊鍛造工場 長井市
サン サンリット工業㈱飯豊PC工場 長井市
サン サンリット工業㈱時庭切削工場 長井市
サン 株式会社三和 山形市
サン 三和罐詰株式会社本社工場 中山町
サン 三和罐詰株式会社天童工場 天童市
サン 有限会社サンワ機器 山形市
ジ ジークライト㈱ 米沢市

シー シー・ケィ・ケー㈱山形工場 東根市
ジ (有)ジェイエイ運輸 鶴岡市
ジ 株式会社ジオテック 山形市

シカ 四釜金属工業㈱ 長井市
シカ ㈱四釜製作所 長井市
ジ 山形県社会福祉事業団慈丘園 鶴岡市

シク （株）シグマ 米沢市
ジ ジークライト㈱ 米沢市

シス 株式会社シスモ 東根市
シタ 志田建設　株式会社 酒田市
シタ 志田運輸㈱ 酒田市
シノ (有)篠田土木 戸沢村

シハ
沼田建設㈱
柴田様邸新築工事

金山町

シハ (有)柴田工務所 金山町
シハ （有）柴田鉄工所 山形市
シフ 有限会社井澤土木 村山市
シフ 有限会社丸浩伊藤工務所 山形市
シフ 株式会社まるしげ 河北町
シフ 有限会社山川造園土木 上山市
シフ リックス株式会社 中山町
シフ 株式会社新和 酒田市
シフ 株式会社五十嶺建設 山形市
シフ 光進産業株式会社 山形市
シフ 株式会社宏和エンジニアリング 山形市
シフ 工藤土木有限会社 村山市
シフ 株式会社髙橋工事 大石田町
シフ 東奥建設株式会社 山形市
シフ 有限会社渋谷重機開発 長井市
シフ 渋谷建設株式会社 山形市
シフ 株式会社渋谷組 山形市
シフ 渋谷建設㈱　H28年度(明許)道路改築事業(交付金・補正)主要地方道山形山辺線道路改良工事 山形市
シフ 渋谷建設㈱　H28-29船町橋補修工事 山形市

シフ
渋谷建設㈱　砂防関係施設長寿命化(防災安全・緊急改築(国補正)）
　　　　　　酢川240号砂防えん堤機能改善工事

上山市

シフ 渋谷建設㈱　山形管内船町地区橋梁補修工事 山形市
シフ 渋谷建設㈱　志津地すべり志津排水トンネル工事用道路工事 西川町
シフ 渋谷建設㈱　最上川上流寒河江管内護岸補修等工事 山形市
シフ 渋谷建設㈱　志津地すべり中沼沢渓流保全工事 西川町
シフ 渋谷建設㈱　城北地区道路舗装工事 山形市

シフ
渋谷建設㈱　H29年度道路長寿命化対策事業(地債・橋梁補修)
　　　　　　主要地方道山形永野線樹氷橋橋梁補修工事

上山市

シフ 渋谷建設㈱　大沢川橋床版工工事 村山市
シフ 渋谷建設㈱　最上川上流須川中野目地区外河道掘削工事 山形市
シフ 渋谷建設㈱　立谷川床止工改修工事 天童市
シフ 渋谷建設㈱　霞城北地区改良工事 山形市

シフ
渋谷建設㈱　H28年度(明許)土砂災害対策事業(防災安全・火山砂防）
　　　　　　酢川第4号砂防えん提工事

上山市

シフ 渋谷建設㈱　七日町地区改良工事 山形市
シフ 渋谷建設㈱　最上川上流須川地区河道掘削工事 山形市
シフ 渋谷建設㈱　城北町道路改良工事 山形市
シフ 渋谷建設㈱　広野地区道路改良工事 酒田市
シフ 渋谷建設㈱　東根地区道路改良舗装工事 東根市
シフ 渋谷建設㈱　H29-30山形国道南地区維持補修工事 山形市
シフ 渋谷建設㈱　H29年度道路維持修繕費一般国道286号外道路維持修繕業務委託 山形市
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シフ 渋谷建設㈱　雨水管整備工事(松波一丁目第203工区） 山形市
シフ 渋谷建設㈱　城北地区道路改良工事 山形市
シフ 渋谷建設㈱　H29-30寒河江国道東地区維持補修工事 中山町
シフ 渋谷建設㈱　(耐震)排水準幹線更新工事(東青田四丁目工区) 山形市
シフ 渋谷建設㈱　平成29年度道路保全事業(地債・舗装)一般県道山辺船町線舗装修繕工事 山形市
シフ 渋谷建設㈱　米沢北道路舗装工事 米沢市
シフ 渋谷工業所 鶴岡市
シマ 島貫電機 川西町
ジ ㈱ジャストランニングセンター 米沢市
ジ (有)重起 鶴岡市
ジ 寒河江重車輛㈱ 寒河江市

シュ ㈱シュトルツ 村山市
ショ 庄内園芸緑化㈱ 酒田市
ショ 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
ジ 有限会社ジョイランチ 山形市

ショ 庄司建設工業　株式会社 遊佐町
ショ 有限会社庄司林業 大江町
ショ 庄内定温輸送㈱ 酒田市
ショ 株式会社荘内銀行本店営業部・鶴岡本部 鶴岡市
ショ 株式会社荘内銀行北支店 鶴岡市
ショ 株式会社荘内銀行鶴岡南支店 鶴岡市
ショ 株式会社荘内銀行鶴岡西支店 鶴岡市
ショ 株式会社荘内銀行鶴岡ローンスクエア 鶴岡市
ショ 株式会社荘内銀行大山支店 鶴岡市
ショ 株式会社荘内銀行三瀬支店 鶴岡市
ショ 株式会社荘内銀行鶴岡東支店 鶴岡市
ショ 株式会社荘内銀行本町三丁目支店 鶴岡市
ショ 株式会社荘内銀行鶴岡市役所出張所 鶴岡市
ショ 株式会社荘内銀行新斎町支店 鶴岡市
ショ 株式会社荘内銀行温海支店 鶴岡市
ショ 株式会社荘内銀行余目支店 庄内町
ショ 株式会社荘内銀行藤島支店 鶴岡市
ショ 株式会社荘内銀行庄内支庁支店 三川町
ショ 株式会社荘内銀行青果物市場出張所 三川町
ショ 株式会社荘内銀行くしびき支店 鶴岡市
ショ 株式会社荘内銀行イオン三川店出張所 三川町
ショ 株式会社荘内銀行酒田中央支店 酒田市
ショ 株式会社荘内銀行酒田北支店 酒田市
ショ 株式会社荘内銀行酒田ローンスクエア 酒田市
ショ 株式会社荘内銀行新橋支店 酒田市
ショ 株式会社荘内銀行酒田営業部 酒田市
ショ 株式会社荘内銀行酒田東支店 酒田市
ショ 株式会社荘内銀行緑ヶ丘支店 酒田市
ショ 株式会社荘内銀行イオン酒田南店出張所 酒田市
ショ 株式会社荘内銀行遊佐支店 遊佐町
ショ 株式会社荘内銀行観音寺支店 酒田市
ショ 株式会社荘内銀行東部酒田支店 酒田市
ショ 株式会社荘内銀行酒田地区センター 酒田市
ショ 株式会社荘内銀行酒田融資事務センター 酒田市
ショ 株式会社荘内銀行新庄支店 新庄市
ショ 株式会社荘内銀行新庄住宅ローンスクエア 新庄市
ショ 株式会社荘内銀行真室川支店 真室川町
ショ 株式会社荘内銀行金山支店 金山町
ショ 株式会社荘内銀行もがみ町支店 最上町
ショ 株式会社荘内銀行おおくら支店 大蔵村
ショ 株式会社荘内銀行山形営業部・山形本部 山形市
ショ 株式会社荘内銀行北山形支店 山形市
ショ 株式会社荘内銀行霞城支店 山形市
ショ 株式会社荘内銀行北町支店 山形市
ショ 株式会社荘内銀行県庁前支店 山形市
ショ 株式会社荘内銀行ときめき通り支店 山形市
ショ 株式会社荘内銀行山形住宅ローンスクエア 山形市
ショ 株式会社荘内銀行あかねケ丘支店 山形市
ショ 株式会社荘内銀行桜田支店 山形市
ショ 株式会社荘内銀行イオン山形北店出張所 山形市
ショ 株式会社荘内銀行イオン山形南支店 山形市
ショ 株式会社荘内銀行荘銀システムソリューション 山形市
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ショ 株式会社荘内銀行山形事務センター 山形市
ショ 株式会社荘内銀行上山支店 上山市
ショ 株式会社荘内銀行寒河江支店 寒河江市
ショ 株式会社荘内銀行楯岡支店 村山市
ショ 株式会社荘内銀行東根支店 東根市
ショ 株式会社荘内銀行天童中央支店 天童市
ショ 株式会社荘内銀行長岡支店 天童市
ショ 株式会社荘内銀行ｲｵﾝﾓｰﾙ天童支店 天童市
ショ 株式会社荘内銀行天童住宅ローンスクエア 天童市
ショ 株式会社荘内銀行河北支店 河北町
ショ 株式会社荘内銀行米沢支店 米沢市
ショ 株式会社荘内銀行米沢中央支店 米沢市
ショ 株式会社荘内銀行イオンタウン米沢支店 米沢市
ショ 株式会社荘内銀行長井支店 長井市
ショ 株式会社荘内銀行イオンタウン南陽支店 南陽市
ショ 庄内オリエンタルモーターテック株式会社　鶴岡工場 鶴岡市
ショ 株式会社庄内ヨロズ 鶴岡市
ショ 株式会社庄内クリエート工業　本社 鶴岡市
ショ 株式会社庄内クリエート工業　藤島工場 鶴岡市
ショ 庄内たがわ農業協同組合　本所 鶴岡市
ショ 庄内ミート株式会社 鶴岡市
ショ 荘内運送㈱ 鶴岡市
ショ 荘内運送㈱ 鶴岡市
ショ 荘内エネルギー㈱ サンポートあずま 酒田市
ショ 荘内エネルギー㈱ サンポートちわら 鶴岡市
ショ 荘内エネルギー㈱ サンポートみずほ 酒田市
ショ 荘内エネルギー㈱ サンポートいずみ 酒田市
ショ 荘内エネルギー㈱ サンポートにしき 酒田市
ショ 庄内交通（株） 鶴岡市
ショ 庄内みどり観光バス(株) 酒田市
ショ 職業訓練法人庄内職業訓練協会 酒田市
ショ 庄内森林管理署 鶴岡市
ショ 庄内森林管理署　遊佐森林事務所 遊佐町
ショ 庄内森林管理署　平田森林事務所 酒田市
ショ 庄内森林管理署　羽黒森林事務所 鶴岡市
ショ 庄内森林管理署　大鳥森林事務所 鶴岡市
ショ 庄内森林管理署　温海森林事務所 鶴岡市
ショ 株式会社庄内メンテナンス 鶴岡市
ジョ 城南技研工業㈱ 村山市
ジ ＪＯＨＮＡＮ㈱山形社 村山市

ショ ㈱昌和製作所 長井市
ショ 荘和設備工業株式会社 鶴岡市
ショ 昭和建機㈱ 山形市
ショ 昭和電工ＨＤ山形㈱ 東根市
ショ ㈱殖産工務所 川西町
ショ ㈱殖産工務所　島貫畜産牛舎・堆肥舎新築工事 川西町
ショ ㈱殖産工務所　館之内橋・奈良坂川・金原橋塗装工事 川西町
ショ ㈱殖産工務所　谷地地区基盤整備(第2工区)工事 川西町
ショ ㈱殖産工務所　あおぞら保育媛新築工事 川西町
ショ ㈱殖産工務所　川西送水管布設(第3工区)工事 川西町
ショ ㈱殖産工務所　川西送水管布設(第2工区)工事 川西町
ショ ㈱殖産工務所　大塚西武1期基盤整備(第1工区)工事 川西町
ショ ㈱殖産工務所　谷地地区基盤整備(第1工区)工事 川西町
シラ 白岩土木建築(株) 金山町
シラ 白岩土木建築(株)　H29-30新庄国道北地区維持補修工事 金山町
シラ 白岩土木建築(株)　最上川中流鮭川地区維持工事 鮭川村
シラ 白岩土木建築(株)　十日町地区構造物工事 新庄市
シラ 白岩土木建築(株)　宇津森地区経営体基盤整備事業第3工区工事 鮭川村
シラ 社会福祉法人白鷹福祉会特別養護老人ホーム白光園 白鷹町
シラ 社会福祉法人白鷹福祉会白光園デイサービスセンター 白鷹町
シラ 社会福祉法人白鷹福祉会はっぴーデイサービスセンター 白鷹町
シラ 白鷹運送㈱山形営業所 山形市
シラ 白鷹運送㈱ 白鷹町
シロ 株式会社シロニシ工務店 山形市
シロ 特別養護老人ホーム白水荘 東根市
シン 株式会社シンクロン　鶴岡工場 鶴岡市
シン 新庄土木㈱ 新庄市
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シン ㈱新庄・鈴木・柴田組　もがみ木質バイオマス発電所建築工事 新庄市
シン (株)新庄工務所 新庄市
シン 高谷建設㈱　新庄次年子村山線道路改良工事 村山市
シン 新庄土木(株) 新庄市
シン (株)新庄・鈴木・柴田組 新庄市
シン (株)新庄・鈴木・柴田組　最上川水系角川流域砂防堰堤修繕工事 新庄市
シン (株)新庄・鈴木・柴田組　最上川水系立谷沢川流域玉川第4砂防堰堤改良工事 新庄市
シン (株)新庄・鈴木・柴田組　最上川中流毒沢地区堤防強化工事 新庄市

シン
(株)新庄・鈴木・柴田組　平成28年度(明許繰越)災害に強いみちづくり事業(交付金･補正･県道)
　　　　　　　　　　　　主要地方道雄勝金山線落石対策工事

新庄市

シン
(株)新庄・鈴木・柴田組　平成28年度(明許繰越)土砂災害対策事業(防災安全･通常砂防)
　　　　　　　　　　　　外泉田川土内3号えん堤改築工事

新庄市

シン (株)新庄・鈴木・柴田組　津谷地区構造物工事 新庄市
シン (株)新庄・鈴木・柴田組  痘越渡地区下部工工事 新庄市
シン (株)新庄・鈴木・柴田組　平成28年度烏川赤松地区経営体育成基盤整備事業第4工区工事 新庄市

シン
(株)新庄・鈴木・柴田組　平成29年度道路施設長寿命化対策事業(地債･橋梁補修)外
　　　　　　　　　　　　一般県道土内五日町 仁田山橋 橋梁補修工事

新庄市

シン (株)新庄・鈴木・柴田組  平成29年度学校施設環境改善交付金事業鮭川小学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ改修工事 新庄市
シン (株)新庄・鈴木・柴田組　(平成29年度債務負担戸沢小･中学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ整備工事) 新庄市

シン
(株)新庄・鈴木・柴田組　(平成29年度 道路改築事業{防災安全)
　　　　　　　　　　　　一般県道曲川新庄線居口橋橋梁下部工工事)

新庄市

シン ㈱新庄エレメックス 新庄市
シン ㈱新庄砕石工業所　平成28年度　野中地区道路改良工事作業場 新庄市
シン (株)新庄砕石工業所 新庄市
シン 有限会社　新庄塗装自動車 新庄市
シン ㈱新庄タクシー 新庄市
シン 新庄生コンクリート㈱新庄工場 新庄市
シン 新庄生コンクリート㈱尾花沢生コン工場 尾花沢市
シン (有)新庄舗道 舟形町
シン 新進テック㈱米沢事業所 米沢市
シン 障害者支援施設 新生園 東根市
シン 株式会社信田製畳 酒田市
シン 新電元スリーイー㈱山形工場 尾花沢市
シン 株式会社新東京ジオ・システム 天童市
シン ㈱シントー 新庄市
ジン 特別養護老人ホーム 仁風荘 大石田町
ジ 神町電子㈱ 東根市

シン 沼田建設㈱　山形森林管理署（17）建築工事 真室川町
シン ㈱辰和山形工場 東根市
シン ㈱伸和コーティング 村山市
シン 新和産業株式会社 山形市
スカ (株)菅興業 鶴岡市
スカ 有限会社菅原土建 東根市
スカ 菅睦建設(株) 鶴岡市
スカ 株式会社　菅原工務所 酒田市
スカ (株)菅原工務所　工事部事務所 酒田市
スカ (株)菅原工務所　さくらﾎｰﾑ並びにさくらﾎｰﾑ広野職員寮建設工事 酒田市
スカ (株)菅原工務所　東北電機鉄工(株)本社社屋新築工事 酒田市
スカ (株)菅原工務所　酒田市立松山小学校校舎・屋内運動場改築工事 酒田市

スカ
(株)菅原工務所　H28年度(繰越）街路整備事業(防災・安全交付金）
　　　　　　　　3.2.2号豊里十里塚線新内橋橋梁下部工事（A1)

酒田市

スカ (株)菅原工務所　酒田市公共下水道管渠布設工事(第4工区） 酒田市
スカ 菅原通商(有) 三川町
スカ (有)菅原運送 鶴岡市
スカ (有)菅原運送山形営業所 山形市
スカ 菅原建設(株) 鶴岡市
スカ (株)菅原工務店 鶴岡市
スス 株式会社鈴木工務店　赤川下流維持工事作業所 三川町
スス 株式会社鈴木測量設計事務所 鶴岡市
スス 株式会社鈴木工務店 白鷹町
スス (株)鈴木工務店 鶴岡市
スス 株式会社スズキ自販山形 山形市
スズ ㈲スズヒロ製作所 村山市
スス スズモト株式会社　清水工場 鶴岡市
スス スズモト株式会社　朝日工場 鶴岡市
スス スズモト株式会社　鶴岡工場 鶴岡市
スス スズモト精密株式会社 鶴岡市
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スタ 株式会社スタンレー鶴岡製作所 鶴岡市
スト 須藤米菓㈱ 村山市
スヘ 株式会社スペリア 河北町
スミ 住友重機械工業(株)　酒田バイオマス発電所建設工事 酒田市
スリ 株式会社スリーエス山形事務所 山形市
スリ スリーエムジャパンプロダクツ㈱ 東根市
スワ (有)諏訪建設 鶴岡市
スワ (有)諏訪建設　矢引川掘削築堤工事 鶴岡市
スワ (有)諏訪建設　鶴岡市公共下水道工事 鶴岡市
セイ 東北エプソン㈱ 酒田市
セイ 精英堂印刷（株） 米沢市
セイ 世紀㈱ 米沢市
セイ 世紀東急工業㈱山形営業所 山形市
セイ 株式会社誠電 米沢市
セイ 株式会社清野組 朝日町
セイ 東北西濃運輸㈱米沢営業所 米沢市
セイ 西濃運輸㈱山形支店 山形市
セイ 西部建材㈱ 寒河江市
セイ (株)誠朋建設 鶴岡市
セイ (有)星輪 金山町
ゼ ゼオンケミカルズ米沢㈱ 米沢市

セキ (株)石庄建設 鶴岡市
セキ セキスイハイム東北（株）山形支店　S様邸 酒田市
セキ セキスイハイム東北（株）山形支店　N様邸 河北町
セキ セキスイハイム東北（株）山形支店　A安達拓哉様邸 東根市
セキ セキスイハイム東北（株）山形支店　T様邸 山形市
セキ セキスイハイム東北（株）山形支店　Y様邸 天童市
セキ 株式会社セキュリティ庄内 酒田市
セロ 株式会社セロン東北 山形市
セン 仙台オート輸送㈱山形営業所 山形市
ゼ 全農ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ山形㈱物流部山形営業所 天童市
ゼ ㈱全農ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ山形置賜営業所 高畠町
ゼ ㈱全農ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ山形最上営業所 新庄市
ゼ ㈱全農ライフサポート 天童市

ソウ ㈱相馬組 新庄市
ダ ㈱第一ほうせい 米沢市
ダ 株式会社大一電機 鶴岡市
ダ 第一貨物株式会社　庄内支店 三川町
ダ 第一貨物㈱天童支店 天童市
ダ 第一貨物㈱本社 山形市
ダ 第一貨物㈱山形流通ﾀｰﾐﾅﾙ支店 山形市
ダ ㈱第一運輸山形営業所 河北町
ダ 第一貨物㈱長井支店 長井市
ダ 第一貨物㈱庄内支店 三川町
ダ 第一貨物㈱新庄支店 新庄市
ダ 第一貨物㈱米沢支店 米沢市
ダ 第一貨物㈱山形支店区域課 山形市
ダ 第一貨物㈱山形支店 山形市
ダ 第一貨物㈱山形支店でん六物流ｾﾝﾀｰ 上山市
ダ 第一貨物㈱山形支店国際貨物ｾﾝﾀｰ 山形市
ダ 第一貨物株式会社山形支店 山形市
ダ 東北第一物流㈱山形支店 山形市
ダ 東北第一物流㈱本社 山形市
ダ 東北第一物流㈱酒田支店 酒田市
ダ 東北第一物流㈱米沢支店 米沢市
ダ 東北第一物流㈱新庄支店 新庄市
ダ (株)大栄 鶴岡市

ダイ 大金電子工業㈱ 尾花沢市
タイ 大幸テック㈱ 小国町
タイ タイコー警備保障株式会社 酒田市
タイ 株式会社大商金山牧場山形事業部 山形市
タイ タイショウ警備保障株式会社庄内営業所 酒田市
タイ 泰昌建設株式会社 山形市
タイ 泰昌建設㈱　雨水管整備工事(落合町第205工区) 山形市
タイ 泰昌建設㈱　雨水管整備工事(早乙女第209工区) 山形市
タイ 泰昌建設㈱　最上川上流川久保地区堤防強化工事 中山町
ダ ㈱ダイシン 東根市

17/34



ヨミ 山形ゼロ災３か月運動・2017　参加事業場名 所在地

ダ 大伸建設株式会社 白鷹町
タイ 大成建設㈱　国道47号　猪ノ鼻トンネル作業所 庄内町
ダ ㈱ダイ精研 東根市
ダ 大東建設株式会社 朝日町
ダ 大虎運輸東北㈱山形支店 天童市
ダ 大日建設株式会社 山形市

タイ 太平ビルサービス(株)山形支店 山形市
タイ 太平ビルサービス(株)鶴岡営業所 鶴岡市
タイ 太平ビルサービス(株)新庄営業所 新庄市
タイ 太平ビルサービス(株)置賜営業所 米沢市
タイ 太平ビルサービス株式会社山形支店 山形市
ダ ㈱ダイヤ運送 高畠町
ダ 株式会社ダイヤコンサルタント山形事務所 山形市

タイ 株式会社太陽警備保障 山形市
ダ 株式会社大和 鶴岡市
ダ （有）大和設備工業 南陽市

タカ 有限会社　高菊林業 真室川町
タカ 髙子建設株式会社 大江町
タカ 株式会社高砂製作所　鶴岡事業所 鶴岡市
タカ 高砂鋳造㈱ 尾花沢市
タカ 株式会社高田地研 寒河江市
タカ 株式会社高梨工務店 河北町
タカ 株式会社髙橋フルーツランド 上山市
タカ 株式会社髙橋フルーツランドHatakeCafe 上山市
タカ 株式会社髙橋フルーツランド
HatakeCafeトマト店 上山市
タカ 株式会社髙橋組 白鷹町
タカ (有)高橋建設 金山町
タカ 株式会社髙橋工務店 小国町
タカ 株式会社髙橋設備 長井市
タカ 株式会社　高橋工業所 酒田市
タカ ㈱高橋工務店 小国町
タカ 高橋運輸興業㈱米沢営業所 米沢市
タカ 合同会社髙橋林業 金山町
タカ 高橋油店 天童市
タカ 髙橋建設 西川町
タカ ㈲髙橋木工 尾花沢市
タカ 特別養護老人ホームたかはた荘 高畠町
タカ 高畠食品工業㈱ 高畠町
タカ ㈱たかはたファーム 高畠町
タカ 高平建設（株） 庄内町
タカ 高平建設（株）鶴岡西部地区水田畑地化基盤強化対策事業第１工区工事 庄内町
タカ 高平建設（株）鶴岡中部地区水田畑地化基盤強化対策事業第１工区工事 庄内町
タカ 株式会社高木 寒河江市
タカ 株式会社高木 矢吹ｸﾘﾆｯｸ建設工事 山形市
タカ 高谷建設株式会社 村山市
タキ ㈲滝ペン塗装 米沢市
タキ 株式会社瀧山塗装店 山形市
タク (株)タクマ　千代田作業所 高畠町
タク ㈱タクマテクノス東根事業所 河北町
タク 株式会社たくみ 山形市
タケ 有限会社武田建塗 河北町
タケ 株式会社武田組 山辺町
タケ ㈱竹田組 米沢市
タケ 武田建具製作所 上山市
タケ 武田鉄工株式会社 山形市
タケ 竹の露合資会社 鶴岡市
タケ 株式会社竹原屋本店 山形市
タケ ㈱タケマエ 米沢市
タシ 株式会社田代鉄工所米沢事業所 米沢市
タテ ㈱楯岡交通 村山市
タテ ㈱楯岡ハム 村山市
タテ 楯岡物産㈱ 村山市
タナ 田中産業㈱酒田営業所 酒田市
タマ 玉川開発株式会社 小国町
タミ 田宮印刷（株） 山形市
タム 株式会社田村測量設計事務所 山形市
タム ㈱田村食品 東根市
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タン ㈱丹工社塗装所 米沢市
チト 千歳警備保障有限会社 山形市
チト 株式会社千歳建設 山形市
チト 株式会社千歳建設　(仮称)ヨークタウン高畠新築工事 高畠町
チト 株式会社千歳建設　山形市立宮浦小学校トイレ改修改築工事 山形市
チノ 株式会社チノー山形事業所 天童市
チュ ㈱中央機工 酒田市
チュ 高谷建設㈱　中央菅工事共同企業体 村山市
チュ 中央公害清掃株式会社 山形市
チュ 中央タクシー株式会社 寒河江市
チョ 鳥海物流㈱ 鶴岡市
チョ 特別養護老人ホーム 長寿園 尾花沢市
チヨ 株式会社　千代田 酒田市
ツカ 司組運輸機工㈱ 山形市
ツル 株式会社鶴岡電装 三川町
ツル (有)鶴岡運輸 鶴岡市
ツル 鶴岡建設(株) 鶴岡市
ツル 鶴岡建設(株)　廻館地区道路改良工事 鶴岡市
ツル 鶴岡建設(株)　鷹子沼地区道路改良工事 鶴岡市
ツル 鶴岡建設(株)　上名川地区国道維持補修工事現場 鶴岡市
ツル 鶴岡建設(株)　養護老人ホーム及び小規模特別養護老人ホーム建設工事 鶴岡市
テイ TDK庄内㈱酒田工場 酒田市
ティ ＴＰＲ工業株式会社 寒河江市
ティ ティービーアール株式会社 鶴岡市
ティ ＴＨＫ㈱山形工場 東根市
ティ ㈱ティスコ運輸 山形市
デ ディスポテック株式会社 鶴岡市
デ ディスポテック株式会社 鶴岡市

ティ (株)TTK　山形支店 山形市
テト 株式会社テトラス 山形市
テル ㈱テルナイト酒田工場 酒田市
テル テルス株式会社 白鷹町
デ 出羽商事㈱ 酒田市
デ 出羽庄内森林組合 鶴岡市
デ 電興㈱ 小国町

テン 天童重機運輸㈱ 天童市
テン 株式会社天童木工 天童市
テン ㈱天童運送 天童市
テン ㈱天童給食センター 東根市
トウ 東北三八五流通株式会社酒田支店 酒田市
トウ 東北電力株式会社酒田技術センター 酒田市
トウ 東北旭段ボール㈱ 酒田市
トウ 東北電力㈱酒田リサイクルセンター 酒田市
トウ 東北日本ハム㈱ 酒田市
トウ 東北興産㈱ 酒田市
トウ 東ソー・クォーツ㈱酒田製造所 酒田市
トウ 東北メンテナンス工業㈱ 酒田市
トウ 東北東ソー化学㈱酒田工場 酒田市
トウ 東北電力株式会社酒田営業所 酒田市
トウ 東北電機鉄工㈱ 酒田市
トウ 東邦酒田水素㈱ 酒田市
トウ 東北電力株式会社酒田営業所 酒田市
トウ 東北発電工業㈱酒田支社 酒田市
トウ 東亜道路工業（株） 鶴岡市
トウ 東海林建設株式会社 天童市
トウ 東海林建設㈱　生コン部 天童市
トウ 東海林建設㈱　平成28年度(明許)河川等災害関連事業28年災5101号乱川河川災害復旧(2工区)工事 天童市
トウ 東海林建設㈱　平成28年度更生堰地区経営体育成基盤整備事業(面的集積型)第2工区工事 天童市
トウ 東海林建設㈱　平成29年度高原の里交流施設ぽんぽこ擁壁等改修工事 天童市
トウ 東海林建設㈱　平成29年度天童市立長岡小学校ｸﾞﾗﾝﾄﾞ整備工事 天童市
トウ 東京通信機工業㈱ 米沢市
ド 大成建設㈱　銅山川トンネル工事作業場 大蔵村

トウ 東ソー・クォーツ株式会社山形製造所 山形市
トウ 東ソー・スペシャリティマテリアル株式会社 山形市
トウ 東舗工業(株) 新庄市
トウ 東邦ボデ－株式会社 寒河江市
トウ 東北グンゼ株式会社 寒河江市
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トウ 東北電化工業株式会社 （本社） 山形市
トウ 東北電化工業株式会社蔵王営業所 山形市
トウ 東北電化工業株式会社上山営業所 上山市
トウ 東北電化工業株式会社 天童営業所 天童市
トウ 東北電化工業株式会社寒河江営業所 寒河江市
トウ 東北電化工業株式会社新庄営業所 新庄市
トウ 東北電化工業株式会社米沢営業所 米沢市
トウ 東北電化工業株式会社長井営業所 長井市
トウ 東北電化工業株式会社白鷹営業所 白鷹町
トウ 東北電化工業株式会社南陽営業所 南陽市
トウ 東北電化工業株式会社酒田営業所 酒田市
トウ 東北電化工業株式会社鶴岡営業所 鶴岡市
トウ 山形南部地区電気等設備維持補修工事 山形市
トウ システムエンジニヤリング株式会社 山形市
トウ 光電設株式会社 山形市
トウ 東北電化保安サービス株式会社 山形市
トウ 東北電化機器販売株式会社 山形市
トウ 株式会社トップアートセクション 山形市
トウ 山住設備株式会社 山形市
トウ 株式会社東部電気 山形市
トウ 株式会社シスモ 東根市
トウ 村山電気工業株式会社 村山市
トウ 東北電力株式会社山形支店 山形市
トウ 東北電力株式会社天童営業所 天童市
トウ 東北パイオニア株式会社 天童市
トウ 東北環境開発株式会社　本社 鶴岡市
トウ 東北警備保障株式会社 米沢市
トウ 東北ミサワホ－ム（株）山形支店 山形市
トウ 東北アヲハタ株 大石田町
トウ 東北羽田コンクリート㈱ 長井市
トウ 東北環境開発株式会社 鶴岡市
トウ 東北クリーン開発株式会社　北ノ沢事業所 中山町
トウ 東北センコー運輸㈱庄内営業所 鶴岡市
トウ 東北中央自動車道大洞トンネル工事事務所 高畠町
トウ ㈱東北ティーシーピー 米沢市
トウ 東北テクノカーボン㈱尾花沢工場 尾花沢市
トウ 東北電力㈱長井営業所 長井市
トウ 一般財団法人東北電気保安協会米沢事業所 米沢市
トウ BX東北鐵矢株式会社 鶴岡市
トウ 東北電力㈱米沢営業所 米沢市
トウ 一般財団法人東北電気保安協会　鶴岡事業所 鶴岡市
トウ (一財)東北電気保安協会 東根事業所 東根市
トウ 東北電力株式会社　鶴岡営業所 鶴岡市
トウ 東北電力㈱新庄営業所 新庄市
トウ 東北パイオニア㈱米沢事業所 米沢市
トウ 東北ホモボード工業㈱ 米沢市
トウ （一財）東北電気保安協会新庄事業所 新庄市
トウ ㈱東北マテハン 米沢市
トウ 東洋ワークセキュリティ株式会社山形営業所 山形市
トウ 十和建設(株) 鶴岡市
トウ 株式会社東和建設工業 米沢市
トウ 東和薬品株式会社山形工場 上山市
トー ㈱トーエイ 村山市
トー 株式会社トークス山形支社 山形市
トー 株式会社トークス山形支社 山形市
トカ 株式会社富樫建設 河北町
トカ 富樫運輸建設㈱ 庄内町
トカ 富樫管工建設株式会社 山形市
トカ 特別養護老人ホームとかみ共生苑 山形市
ド 株式会社土岐工務店 鶴岡市

トキ ㈱トキワプラス 尾花沢市
トサ ㈱新庄・鈴木・柴田組　戸沢地区道路改良工事 戸沢村
トシ 株式会社トスネット南東北 山形市
トシ 日本図書輸送㈱山形営業所 天童市
トッ 鳥取工業 長井市
トッ ㈱トップ・ロジ 中山町
トミ 株式会社冨永工務店 飯豊町
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トヨ 豊川建設株式会社 飯豊町
トヨ ﾄﾖﾀｴﾙｱﾝﾄﾞｴﾌ山形㈱ 山形市
トヨ トヨタライン㈱ 東根市
トヨ トヨタライン㈱虹ケ丘営業所 大石田町
トヨ 株式会社トヨタレンタリース山形本社 山形市
トヨ 株式会社トヨタレンタリース山形鉄砲町店 山形市
トヨ 株式会社トヨタレンタリース山形山形駅前店 山形市
トヨ 株式会社トヨタレンタリース山形北山形駅前店 山形市
トヨ 株式会社トヨタレンタリース山形天童駅前店 天童市
トヨ 株式会社トヨタレンタリース山形寒河江店 寒河江市
トヨ 株式会社トヨタレンタリース山形さくらんぼ東根駅前店 東根市
トヨ 株式会社トヨタレンタリース山形山形空港店 東根市
トヨ 株式会社トヨタレンタリース山形村山駅西口店 村山市
トヨ 株式会社トヨタレンタリース山形新庄駅前店 新庄市
トヨ 株式会社トヨタレンタリース山形かみのやま温泉駅前店 上山市
トヨ 株式会社トヨタレンタリース山形赤湯駅前店 南陽市
トヨ 株式会社トヨタレンタリース山形米沢駅前店 米沢市
トヨ 株式会社トヨタレンタリース山形鶴岡駅前店 鶴岡市
トヨ 株式会社トヨタレンタリース山形酒田駅前店 酒田市
トヨ 株式会社トヨタレンタリース山形庄内空港店 酒田市
トラ トラストシステム物流(有) 酒田市
トラ 有限会社トラスト警備保障 山形市
トラ トランスオーシャン（株） 新庄市
ド 有限会社ドリーム・アート 上山市

ナイ 内外緑化株式会社 山形市
ナオ (有)直島急送 高畠町
ナカ 永井建設(株) 新庄市
ナカ 長井アパレル㈲ 長井市
ナカ ㈱長井製作所 長井市
ナカ 長井中央青果㈱ 長井市
ナカ 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
ナカ 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
ナカ 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
ナカ 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
ナカ 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
ナカ 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
ナカ 長岡運輸(有) 天童市
ナカ 中島林業有限会社 大蔵村
ナカ 株式会社ナガセ 山形市
ナカ 中津川バイオマス株式会社 飯豊町
ナカ ㈱長野金属　山形工場 新庄市
ナカ 株式会社　長浜建設　最上川下流飽海管内維持工事 酒田市
ナカ 株式会社　長浜建設　西向地区道路改良工事 酒田市
ナカ 株式会社　長浜建設 酒田市
ナカ (株)ナカムラ 鶴岡市
ナカ 株式会社中村建設 米沢市
ナカ (有)中山自動車工業 米沢市
ナカ 株式会社中山町商工観光公社 中山町
ナス 那須建設株式会社 長井市
ナス 那須建設株式会社　山形支店 山形市
ナス 那須建設株式会社　T邸新築工事 河北町
ナス 那須建設株式会社　泉重車両基地増築工事 長井市
ナス 那須建設株式会社　東新潟～仙台送ガス線（20Ｂ）樺沢川専用橋及び馬場橋専用橋塗装工事 小国町
ナス 那須建設株式会社　白鷹町まちづくり複合施設等整備工事 白鷹町
ナス 那須建設株式会社　長井小学校第一校舎耐震改修等（建築）工事 長井市
ナス 那須建設株式会社　蟹ｹ沢治山工事 米沢市
ナス 那須建設株式会社　漬場沢第二治山工事 米沢市
ナス 那須建設株式会社　東新潟～仙台送ガス線（20Ｂ）極楽峠（Ｇ664）地すべり対策工事 小国町
ナス 那須建設株式会社　最上川上流鮎貝地区堤防強化工事 白鷹町
ナス 那須建設株式会社　Ｈ28（主）長井白鷹線荒砥橋架替工事 白鷹町
ナス 那須建設株式会社　Ｈ29（主）長井白鷹線荒砥橋架替工事 白鷹町

ナス
那須建設株式会社　東新潟～仙台送ガス線（20Ｂ）北山管理用道路（Ｇ618～621）
　　　　　　　　　切土法面落石対策工事

小国町

ナス 那須建設株式会社　最上川上流荒砥橋下部工工事 白鷹町
ナス 那須建設株式会社　長井ダム維持工事 長井市
ナス 那須建設株式会社　最上川上流長井地区河川維持工事 白鷹町
ナセ 株式会社ナセル 米沢市
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ナチ 株式会社ナチ東北精工 山形市
ナチ 株式会社ナチ東北精工谷地工場 河北町
ナト ㈲名取精機 村山市
ナニ 浪速運送㈱ 新庄市
ナノ 特別養護老人ホーム七日町こまくさ園 山形市
ナノ ナノトップ㈱ 米沢市
ナフ ナブテスコオートモーティブ㈱山形工場 村山市
ナヘ 鍋倉製材所 山形市
ナヘ ㈱鍋元商店酒田営業所 酒田市
ナヘ 株式会社鍋元商店　酒田営業所 酒田市
ナリ 有限会社成澤鉄工所 鶴岡市
ナリ ㈱成沢運輸 酒田市
ナン ㈱南陽総建 南陽市
ニイ 新潟運輸株式会社　鶴岡支店 鶴岡市
ニイ 新潟運輸㈱酒田支店 酒田市
ニイ 新潟運輸㈱鶴岡支店 鶴岡市
ニイ 新潟運輸㈱山形支店 山形市
ニシ 西村鉄工㈱ 酒田市
ニシ 西置賜ふるさと森林組合 飯豊町
ニシ 西川建設 西川町
ニシ (有)西蔵王運輸 山形市
ニシ ㈱仁科工務店 米沢市
ニシ 西村山地方森林組合 西川町
ニシ (株)西村工場 山形市
ニチ 日栄産業(有) 鶴岡市
ニチ 日米商事株式会社 山形市
ニチ 日米商事株式会社県庁前SS 山形市
ニチ 日米商事株式会社深町SS 山形市
ニチ 日米商事株式会社城西セルフSS 山形市
ニチ 日米商事株式会社エクスプレス落合セルフSS 山形市
ニチ 日米商事株式会社セブンイレブンエッソ落合店 山形市
ニチ 日米商事株式会社エクスプレス東青田セルフSS 山形市
ニチ 日米商事株式会社エクスプレス嶋セルフSS 山形市
ニチ 日米商事株式会社ドトール山形大学病院店 山形市
ニチ 日米商事株式会社楯山事業所 山形市
ニチ 日米商事株式会社エクスプレス寒河江南セルフSS 寒河江市
ニチ 日米商事株式会社エクスプレス酒田セルフSS 酒田市
ニチ 日米商事株式会社エクスプレス米沢セルフSS 米沢市
ニチ 日米商事株式会社エクスプレス南陽セルフSS 南陽市
ニチ 日米商事株式会社松本SS 新庄市
ニチ 山辺ニチベイ石油株式会社山辺セルフSS 山辺町
ニッ ㈱日興製作所 村山市
ニッ 日光設備工業（株） 山形市
ニッ 日神機工㈱山形工場 村山市
ニッ 日通商事株式会社山形営業センター 山形市
ニッ 日本通運㈱山形支店山形物流事業所 山形市
ニッ 日本通運㈱山形支店 山形市
ニッ 日本通運㈱山形物流事業所ｺﾝﾃﾅ課 山形市
ニッ 日本通運㈱山形国際輸送営業所 寒河江市
ニッ 日本通運㈱米沢営業所 米沢市
ニッ 日本通運㈱山形警送事業所 山形市
ニッ 日本通運㈱酒田支店 酒田市
ニッ 日本通運㈱酒田営業所 酒田市
ニッ 日本通運㈱酒田海運営業所 酒田市
ニッ 日本通運㈱酒田重機建設営業所 酒田市
ニッ 日本通運㈱酒田港物流センター 酒田市
ニッ 日本通運㈱鶴岡営業所 鶴岡市
ニッ 日通庄内運輸㈱鶴岡支店 鶴岡市
ニッ 日通庄内運輸㈱鶴岡支店水沢営業所 鶴岡市
ニッ 日通庄内運輸㈱本社営業所 酒田市
ニッ 日通山形運輸㈱山形営業所 山形市
ニッ 日通山形運輸㈱山形南営業所 山形市
ニッ 日通山形運輸㈱新庄営業所 新庄市
ニッ 日通山形運輸㈱米沢営業所 米沢市
ニッ 日通山形運輸㈱川西営業所 川西町
ニッ 日本通運㈱山形航空支店 天童市
ニッ 日本通運㈱山形航空支店庄内航空営業所 鶴岡市
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ニッ 日本通運㈱山形航空支店米沢航空営業所 米沢市
ニッ 日東ベスト株式会社本社 寒河江市
ニッ 日東ベスト株式会社大谷工場 朝日町
ニッ 日東ベスト(株)寒河江工場 寒河江市
ニッ 日東ベスト㈱ 東根工場 東根市
ニッ 株式会社NIPPO　山形統括事業所 山形市
ニト 株式会社仁藤組 山形市
ニホ 日本重化学工業㈱酒田事業所 酒田市
ニホ 日本オイルポンプ㈱山形工場 南陽市
ニホ ㈱日本海運輸 遊佐町
ニホ 日本ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ合同会社山形営業所 天童市
ニホ 日本ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ合同会社酒田営業所 酒田市
ニホ 日本ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ合同会社新庄営業所 新庄市
ニホ 日本重化学工業㈱小国事業所 小国町
ニホ 日本地下水開発株式会社 山形市
ニホ 日本道路㈱ 東根市
ニホ 日本連続端子株式会社山形本社工場 天童市
ニホ 日本連続端子株式会社山形第2工場 天童市
ニホ 日本ロード・メンテナンス株式会社山形営業所 山形市
ニヤ ㈱ﾆﾔｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ山形事業所 山形市
ニュ 東北乳運㈱山形営業所 山形市
ニュ (有)ニューメンテナンス 新庄市
ヌノ 布川建築 河北町
ヌマ 社会福祉法人敬寿会沼木敬寿園 山形市
ヌマ 沼田建設(株)　本社 新庄市
ヌマ 沼田建設(株)　大原口道路改良工事 村山市
ヌマ 沼田建設(株)　最上川水系角川流域興屋沢砂防堰堤群工事 戸沢村
ヌマ 沼田建設(株)　一般国道458号外道路維持修繕業務委託(第7工区) 大蔵村
ヌマ 沼田建設(株) 新庄市
ネク 株式会社ネクスコ・メンテナンス東北山形事業所 山形市
ネツ ㈱ネツレン・ヒートトリート 東根市
ノー ㈱ノーベル 西原工場 東根市
ノー ㈱ノーベル　本社 東根市
バ ㈱バーンフュージョン 酒田市
バ ㈱バーンフュージョン　K作業所 酒田市
バ ㈱バーンフュージョン　TECB作業所 酒田市
バ ㈱バーンフュージョン　SCK作業所 酒田市

ハイ 配工電気(株) 鶴岡市
ハイ ハイジェントテクノロジー㈱山形工場 新庄市
ハイ 社会福祉法人尾花沢福祉会 介護老人保健施設 ハイマート福原 尾花沢市
パ 株式会社パオラレディ 寒河江市

ハカ 芳賀セメント工業株式会社 天童市
ハキ 有限会社はぎ建設 村山市
ハク 羽黒・のうきょう食品加工有限会社 鶴岡市
ハク 学校法人羽黒学園事業部　本部工場 鶴岡市
ハク 学校法人羽黒学園事業部　櫛引工場 鶴岡市
ハシ (株)橋見鉄工所 新庄市
ハス 株式会社蓮沼左官業 米沢市
ハセ 有限会社長谷川工業 尾花沢市
ハセ ㈲長谷川工業 尾花沢市
ハセ ㈲長谷部鉄筋 長井市
ハタ 有限会社畑田鐵工所 鶴岡市
ハチ ㈱八森商運 酒田市
パ ㈱山形ﾊﾟｯｹｰｼﾞｾﾝﾀｰ山形営業所 山形市

ハッ 株式会社ハッピープロダクツ 山形市
ハト 特別養護老人ホームはとみね荘 高畠町
ハナ ㈱花笠食品 酒田市
ハナ 学校法人 花岡学園 村山市
ハナ はながさアスコン共同企業体 尾花沢市
ハナ 株式会社はながさ建設 東根市
パ パナソニック株式会社山形工場 天童市

ハナ ㈱花の湯 東根市
ハナ 花菱製作所㈱白鷹工場 白鷹町
バ 馬場たたみ内装 鶴岡市

ハマ ハマダ建設株式会社 米沢市
ハム ㈱ハムシステム庄内 酒田市
ハヤ (有)早坂組 最上町
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ハヤ 林建設株式会社 大江町
ハヤ 林建設工業　株式会社 酒田市
ハヤ 林建設工業(株)　酒田市立松山小学校校舎改修工事 酒田市
ハヤ 林建設工業(株)　酒田地区老朽管改良工事(第2工区） 酒田市
ハヤ 林建設工業(株)　消防庁舎及び総合防災センター整備事業に伴う造成工事 酒田市
ハヤ 林建設工業(株)　広野地区農業水利施設保全合理化事業第2工区工事 酒田市
ハヤ 林建設工業(株)　市道新橋東西線橋梁補修工事 酒田市
ハヤ 林建設工業(株)　茂森地区道路改良工事 酒田市
ハヤ 林建設工業(株)　日向古川地区道路改良工事 酒田市
ハヤ 林建設工業(株)　常万地区道路改良工事 酒田市
ハヤ 林建設工業(株)　常万地区立入防止柵工事 酒田市
ハヤ 林建設工業(株)　遊佐比子IC橋下部工工事 酒田市
ハヤ (有)葉山工業 大蔵村
ハヤ 葉山建設株式会社 長井市
ハヤ 羽山総合建設(株) 高畠町
ハヤ 羽山総合建設(株)　平成29年度河川管理施設長寿命化多対策事業(自然災)天王川樋門補修工事 高畠町
ハラ 原田運輸㈱ 山形市
ヒカ 東日本エンジニアリング（株） 山形市
ヒカ ㈱東日本電化 新庄市
ヒカ 東根市森林組合 東根市
ヒカ 高谷建設株式会社　東根営業所 東根市
ヒカ ㈲東根給食センター 東根市
ヒガ 東根市森林組合 東根市
ヒカ 東根市外二市一町共立衛生処理組合 東根市
ヒカ ㈱東根新電元 東根市
ヒク 樋口建設株式会社 飯豊町
ヒサ 株式会社ひさげ運輸 庄内町
ヒタ ㈱日立建機カミーノ 東根市
ヒラ ㈲平田通商 酒田市
ヒラ 株式会社　平尾工務店 酒田市
ヒラ 株式会社　平尾工務店　平成28年度上野新田3期地区農村地域防災減災事業1工区工事 酒田市
ヒラ ㈱ヒラタ住工設備 新庄市
ヒラ (有)平田通商 酒田市
ヒラ 社会福祉法人平田厚生会 酒田市
ヒロ 廣谷建設㈱ 南陽市
ファ ㈱ファースト・カーゴ 白鷹町
フー ㈱フーディー 米沢市
フカ 株式会社フカセ 東根市
フク 社会福祉法人あつみ福祉会福栄保育園 鶴岡市
フク 福島建設㈱ 高畠町
フク 特別老人ホーム　福寿荘 真室川町
フク 南東北福山通運㈱山形支店 山形市
フコ ㈱フコックス酒田営業所 酒田市
フシ (有)フジ建機運輸 鶴岡市
フシ ㈱富士運輸 鶴岡市
フシ ㈱藤倉設備 川西町
フジ 不二工業㈱ 村山市
フシ ㈱藤島建設 川西町
フシ ㈱藤島建設　平成29年度飯坂地区農村地域防災減災事業(ため池整備)第1工区工事 川西町
フシ ㈱藤島建設　平成28年度(明許)河川整備単独事業(災害防除・9月補正)犬川護岸補修工事 川西町
フシ 藤庄印刷株式会社 上山市
フセ 布施建設株式会社 寒河江市
フタ 双葉重機リース㈱ 寒河江市
フタ 認定こども園ふたば大高根保育園 村山市
フタ 認定こども園ふたば袖崎保育園 村山市
フタ 社会福祉法人 ふたば保育園 大石田町
フタ  ふたば横山保育園 大石田町
フナ 有限会社　舟形マッシュルーム 舟形町
プ プラントサービス(株) 新庄市

フル 古河電工パワーシステムズ㈱長井事業所 長井市
フル 有限会社古澤製材所 新庄市
ベ ベア・ロジコ㈱ 天童市

ヘイ 平成建設(株) 真室川町
ヘイ 平成道路株式会社 寒河江市
ヘイ 平成タクシー株式会社 山形市
ホカ 有限会社保刈工業 山形市
ホク 北栄鉄工株式会社 鶴岡市
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ホク 株式会社北桜林業 真室川町
ホク 北進木工株式会社 山形市
ホク (有)北陽運送 大石田町
ホシ 星川建設(株) 金山町
ホッ 有限会社北方清掃 上山市
ホリ 堀川土建株式会社 上山市
ホリ 堀川土建㈱　H29-30山形国道南地区維持補修工事 山形市
ホリ 堀川土建㈱　H29-30国道13号山形管内橋梁補修工事 山形市
ホリ 堀川土建㈱　河島地区道路改良工事 村山市
ホリ 堀川土建㈱　浸水対策下水道排水ポンプ施設設置矢来三丁目工区工事(長清水第二排水区) 上山市
ホリ 有限会社堀米建設 河北町
ホン ㈱本間ゴルフ酒田工場 酒田市
ホン ㈱本多建設 米沢市
ホン 本間建設株式会社 尾花沢市
ホン 本間建設(株) 鶴岡市
ホン 地域密着型特別養護老人ホーム本丸ホーム 東根市
ホン 地域密着型特別養護老人ホーム本丸ホーム 東根市
マー マーレエンジンコンポーネンツジャパン株式会社山形工場 大江町
マー マーレエンジンコンポーネンツジャパン株式会社　鶴岡工場 鶴岡市
マエ 前田製管　株式会社 酒田市
マカ 最上広域森林組合 真室川町
マコ 特別老人ホーム　まごころ荘 戸沢村
マコ まことインテリア 長井市
マサ マサミ工業株式会社 村山市
マス 升川建設株式会社 河北町
マス 升川建設株式会社　長島地区基盤整備事業第3工区工事 村山市
マス 升川建設株式会社　河北公共下水道汚水管路施設工事（第241工区） 河北町
マス 升川建設株式会社　鮭川橋下部工工事 戸沢村
マス 升川建設株式会社　最上川上流長島下流地区築堤工事 村山市
マス 升川建設株式会社　新西地区基盤整備事業 村山市
マス 升川建設株式会社　一般県道左沢浮島線外橋梁補修工事 大江町
マス 升川建設株式会社　町道栄町第7号線配水管布設替工事 河北町
マス 升川建設株式会社　東根地区（富川堰）農村地域防災減災害事業第1工区工事 東根市
マス 升川建設株式会社　主要地方道大江西川線雪崩予防柵設置工事 西川町
マス 升川建設株式会社　西郷名取地区基盤整備第3工区 村山市
マス 升川建設株式会社　出羽桜酒造社屋・工場改築工事 天童市
マス 升川建設株式会社　山形県成人病検査センター新築工事 寒河江市
マス 升川建設株式会社　㈱マイスター第2工場増築工事 寒河江市
マス 升川建設株式会社　ネッツトヨタ山形㈱東青田店増改築工事 山形市
マス 升川建設株式会社　東和薬品山形保育所新築工事 上山市
マス 升川建設株式会社　JAさがえ西村山河北町JA産直施設新築(建築)工事 河北町
マス 升川建設株式会社　長島地区経営体育成基盤整備事業第4工区 村山市
マス 升川建設株式会社　山形県立山形工業高等学校体育館新築（建築）工事 山形市
マス ㈱マスコエンジニアリング 新庄市
マツ 松岡㈱村山工場 村山市
マツ ㈱松岡 村山市
マッ マックル（株） 山形市
マツ 株式会社マツダ建設 村山市
マツ ㈱松田組 南陽市
マツ ㈱松田組　平成28年度河川災害関連　吉野川河川災害関連工事(第5工区) 南陽市
マツ ㈱松田組　平成28年度河川整備補助事業 吉野川河川整備工事(爼柳工区その1) 南陽市
マツ ㈱松田組　平成28年度河川整備補助事業(復緊)　吉野川河川整備事業(三間通工区その1) 南陽市
マツ ㈱松田組　大橋迂回路設置工事 南陽市
マツ ㈱松田組　ＪＡ山形おきたま広域集出荷施設新築工事 南陽市
マツ ㈱松田組　平成29年度　河川整備補助事業(復緊)花白橋架替(下部工)工事 南陽市
マツ ㈱松田組　赤湯地区舗装修繕工事 南陽市
マツ ㈱松田組　3,4,5赤湯停車場線花見橋下部工工事 南陽市
マツ ㈱松田組　大塚梨郷地区下部工工事 南陽市
マツ 松田建設株式会社 上山市
マツ 松田工業(株) 鶴岡市
マツ 有限会社松田工業所 村山市
マツ 松文産業株式会社　鶴岡工場 鶴岡市
マツ 株式会社　松本組 酒田市
マツ 松本レジン㈱ 村山市
マホ 特別養護老人ホームまほろば荘 高畠町
マム 真室川町森林造成事業協同組合 真室川町
マム （社福）まむろ川福祉会 真室川町
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マモ ㈱守自工 村山市
マル 有限会社丸石建設 米沢市
マル 株式会社丸石後藤組 山辺町
マル ㈱丸市運送 東根市
マル ㈱丸市運送庄内営業所 鶴岡市
マル ㈱丸運ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ東北酒田営業所 酒田市
マル ㈱丸運ロジスティクス東北南陽営業所 南陽市
マル ㈱丸運ロジスティクス東北山形営業所 山形市
マル 株式会社丸江製作所 山形市
マル 株式会社マルエン 酒田市
マル 株式会社丸吉奥山組 天童市
マル (有)マルキン建設 鶴岡市
マル マル元運輸(有) 遊佐町
マル (株)マルゴ 鶴岡市
マル ㈱丸公 村山市
マル ㈱丸幸 酒田市
マル ㈱丸浩荷役 山形市
マル マルコンデンソー㈱ 飯豊町
マル ㈱丸定 米沢市
マル ㈱丸定窪田工場 米沢市
マル ㈱丸定寒河江事業所 寒河江市
マル ㈱丸定東根事業所 東根市
マル (有)丸定容器 米沢市
マル 有限会社丸三製材所 山形市
マル 株式会社マルシゲ 山形市
マル 丸七建設株式会社 天童市
マル 株式会社丸十大屋 山形市
マル 株式会社　丸庄建設 酒田市
マル 丸伸建設株式会社 村山市
マル 丸善食品工業株式会社 鶴岡市
マル 株式会社　丸高 酒田市
マル (株)丸高　立野地区道路改良工事 酒田市
マル (株)丸高　藤崎地区函渠工その２工事 酒田市
マル (株)丸高　酒田国道維持補修工事 酒田市
マル (有)マルタカ運輸 山形市
マル 丸長製材株式会社 山形市
マル (有)丸鶴運輸 鶴岡市
マル 丸ト建設株式会社 白鷹町
マル 丸東運送㈱本社 山形市
マル 丸東運送㈱山形営業所 山形市
マル 丸東運送㈱新庄営業所 新庄市
マル 丸富運輸㈱山形営業所 南陽市
マル (株)丸友工業 金山町
マル 株式会社マルニ建工 長井市
マル ㈱マルニ鈴木食品 大石田町
マル ㈱丸の内運送山形営業所 山形市
マル ㈱丸の内運送置賜営業所 長井市
マル ㈱丸の内運送本社営業所 寒河江市
マル マルハニチロ㈱白鷹工場 白鷹町
マル 丸菱食品株式会社 寒河江市
マル ㈱丸秀長井工場 長井市
マル マルマサ安部建築 川西町
マル ㈱丸万コンクリート 新庄市
マル (株)マルミチ 庄内町
マル ㈱マルミチ 庄内町
マル 丸充建設(株) 新庄市
マル (株)丸元建設 鶴岡市
マル (有)まるよし運輸 村山市
マン 養護老人ホーム 万寿荘 尾花沢市
ミウ 株式会社三浦板金製作所 山形市
ミウ ㈱みうら食品 東根市
ミウ (株)三浦土建 鶴岡市
ミウ 株式会社三浦土建 鶴岡市
ミカ (有)三川運送 三川町
ミカ 三河社会保険労務士事務所 尾花沢市
ミス 水澤化学工業（株）水沢工場 鶴岡市
ミチ ㈱みちのくサービス 村山市

26/34



ヨミ 山形ゼロ災３か月運動・2017　参加事業場名 所在地

ミツ 三菱鉛筆㈱山形工場 川西町
ミツ 三星運輸㈱花ノ木事業所 河北町
ミツ 三星運輸㈱南陽事業所 南陽市
ミツ 三星運輸㈱米沢営業所 米沢市
ミツ 三星運輸㈱本社営業所 東根市
ミツ ㈱三ツ矢米沢工場 米沢市
ミツ 株式会社三ツ柳道路 飯豊町
ミツ 株式会社三ツ柳道路 飯豊町
ミツ ㈱ミツワ工業 東根市
ミツ 三ﾂ和工業㈱ 山形工場 東根市
ミト 有限会社水戸部塗装 寒河江市
ミト ミドリ鮭川工業㈱ 鮭川村
ミナ 株式会社　みなと 酒田市
ミナ 南山形幹線新設工事第３工区共同企業体 山辺町
ミナ 南山形幹線新設工事第２工区共同企業体 上山市
ミナ (有)ミナモト 南陽市
ミノ 稔建設株式会社 村山市
ミヤ 宮内建運㈱ 南陽市
ミヤ 都運輸株式会社　山形支店 鶴岡市
ミヤ 都運輸㈱山形支店 鶴岡市
ミヤ 東北三八五流通㈱ 山形市
ミヤ 東北三八五流通㈱酒田引越センター 酒田市
ムツ 母子生活支援施設むつみハイム 山形市
ムラ 村正運輸㈱ 米沢市
ムラ 村正運輸㈱ 米沢市
ムラ 社会福祉法人村山光厚生会特別養護老人ホームふもと 村山市
ムラ 社会福祉法人村山光厚生会小規模特別養護老人ホームはやまホーム 村山市
ムラ 社会福祉法人村山光厚生会養護老人ホーム村山光ホーム 村山市
ムラ 村山建設株式会社 朝日町
ムラ 村山運輸㈱ 村山市
ムラ 村山産業㈱ 村山市
ムラ ㈱村山製作所 村山市
メイ 明工産業㈱山形工場 南陽市
メイ 名鉄運輸㈱山形支店 山形市
メイ ㈱明友 尾花沢市
メイ ㈱明立 東根市
メカ ㈱メカニック 酒田市
モカ ㈱最上運輸 河北町
モカ 高谷建設㈱　最上川上流村山地区河川維持工事 村山市
モカ (株)最上機工 新庄市
モカ 最上技能講習センター 新庄市
モカ 最上共同クリーン㈱ 新庄市
モカ (株)最上振興 最上町
モカ (有)最上総合設備 新庄市
モカ 最上電機㈱ 真室川町
モカ 最上地区生コンクリート協同組合 新庄市
モカ モガミフーズ株式会社 河北町
モカ 障害者支援施設　最上ふれあい学園 最上町
モト 高谷建設㈱　本飯田地区下部工事 村山市
モミ 株式会社モミの木 山形市
モリ 森建設工業(株) 鶴岡市
モリ (有)森田運輸 中山町
モリ ㈱モリタ興産山形工場 新庄市
ヤク 介護老人保健施設　新庄薬師園 新庄市
ヤク 矢口興業(株) 新庄市
ヤク 矢口建設株式会社 山形市
ヤク (株)八鍬建設 舟形町
ヤク 八鍬工務店 戸沢村
ヤク (株)八鍬土建 大蔵村
ヤク 八鍬林業 舟形町
ヤハ 株式会社矢作組 尾花沢市
ヤハ 株式会社矢萩土建 村山市
ヤハ ㈱矢萩土建最上川上流長島上流地区築堤工事 村山市
ヤハ ㈱矢萩土建村山大石田線（仮称）北村山北IC道路改良工事 村山市
ヤハ ㈱矢萩土建寒河江村山線道路改良工事 村山市
ヤハ ㈱矢萩土建上田地区道路改良工事 村山市
ヤハ ㈱矢萩土建北村山地区特定農業用管水路等特別対策事業第４工区 東根市
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ヤマ 株式会社山市 長井市
ヤマ 山形東亜ＤＫＫ㈱ 新庄市
ヤマ 株式会社山形一進社 山形市
ヤマ 株式会社山形グランドホテル 山形市
ヤマ 社会福祉法人山形県コロニー協会 山形市
ヤマ 社会福祉法人山形県コロニー協会山形福祉工場 山形市
ヤマ 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
ヤマ 社会福祉法人山形県コロニー協会山形コロニー就労サポートセンター 山形市
ヤマ 社会福祉法人山形県コロニー協会山形コロニー相談支援センター 山形市
ヤマ 社会福祉法人山形県コロニー協会山形コロニー放課後等デイサービスシード 山形市
ヤマ 社会福祉法人山形県コロニー協会山形コロニーうぃる天童 山形市
ヤマ 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富の中ホーム 山形市
ヤマ 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鳥居ケ丘ホーム 山形市
ヤマ 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あさひ町ホーム 山形市
ヤマ 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東青田ホーム 山形市
ヤマ 山形県総合コロニー希望が丘総務課 川西町
ヤマ 山形県総合コロニー希望が丘管理課 川西町
ヤマ 山形県総合コロニー希望が丘診療所 川西町
ヤマ 山形県総合コロニー希望が丘あさひ寮 川西町
ヤマ 山形県総合コロニー希望が丘こだま寮 川西町
ヤマ 山形県総合コロニー希望が丘しらさぎ寮 川西町
ヤマ 山形県総合コロニー希望が丘ひめゆり寮 川西町
ヤマ 山形県総合コロニー希望が丘まつのみ寮 川西町
ヤマ 山形県総合コロニー希望が丘地福・デイサポートまつかぜ 川西町
ヤマ 山形県総合コロニー希望が丘希望が丘共同生活事業所 川西町
ヤマ 山形県リハビリセンター 山形市
ヤマ 山形シェル株式会社 山形市
ヤマ 山形ゼロックス株式会社本社 山形市
ヤマ 山形ゼロックス株式会社山形営業所 山形市
ヤマ 山形ゼロックス株式会社酒田営業所 酒田市
ヤマ 山形ゼロックス株式会社鶴岡営業所 鶴岡市
ヤマ 山形ゼロックス株式会社新庄営業所 新庄市
ヤマ 山形ゼロックス株式会社東根営業所 東根市
ヤマ 山形ゼロックス株式会社寒河江営業所 寒河江市
ヤマ 山形ゼロックス株式会社米沢営業所 米沢市
ヤマ 株式会社山形銀行 山形市
ヤマ 株式会社山形銀行事務センター 山形市
ヤマ 株式会社山形銀行山形駅前支店 山形市
ヤマ 株式会社山形銀行三日町支店 山形市
ヤマ 株式会社山形銀行鈴川支店 山形市
ヤマ 株式会社山形銀行立谷川支店 山形市
ヤマ 株式会社山形銀行南山形支店 山形市
ヤマ 株式会社山形銀行上山支店 山形市
ヤマ 株式会社山形銀行宮町支店 山形市
ヤマ 株式会社山形銀行城南支店 山形市
ヤマ 株式会社山形銀行県庁支店 山形市
ヤマ 株式会社山形銀行東山形支店 山形市
ヤマ 株式会社山形銀行馬見ヶ崎支店 山形市
ヤマ 株式会社山形銀行中央市場支店 山形市
ヤマ 株式会社山形銀行大学病院前支店 山形市
ヤマ 株式会社山形銀行山形市役所支店 山形市
ヤマ 株式会社山形銀行流通センター支店 山形市
ヤマ 株式会社山形銀行寿町支店 山形市
ヤマ 株式会社山形銀行南館支店 山形市
ヤマ 株式会社山形銀行陣場支店 山形市
ヤマ 株式会社山形銀行花楯支店 山形市
ヤマ 株式会社山形銀行西田支店 山形市
ヤマ 株式会社山形銀行南四番町支店 山形市
ヤマ 株式会社山形銀行東青田支店 山形市
ヤマ 株式会社山形銀行米沢支店 米沢市
ヤマ 株式会社山形銀行米沢西支店 米沢市
ヤマ 株式会社山形銀行小松支店 川西町
ヤマ 株式会社山形銀行宮内支店 南陽市
ヤマ 株式会社山形銀行高畠支店 高畠町
ヤマ 株式会社山形銀行赤湯支店 南陽市
ヤマ 株式会社山形銀行長井支店 長井市
ヤマ 株式会社山形銀行荒砥支店 白鷹町
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ヤマ 株式会社山形銀行小国支店 小国町
ヤマ 株式会社山形銀行米沢市役所出張所 米沢市
ヤマ 株式会社山形銀行米沢駅前支店 米沢市
ヤマ 株式会社山形銀行米沢南支店 米沢市
ヤマ 株式会社山形銀行金池支店 米沢市
ヤマ 株式会社山形銀行寒河江支店 寒河江市
ヤマ 株式会社山形銀行谷地支店 河北町
ヤマ 株式会社山形銀行左沢支店 大江町
ヤマ 株式会社山形銀行西川支店 西川町
ヤマ 株式会社山形銀行山辺支店 山辺町
ヤマ 株式会社山形銀行長崎支店 中山町
ヤマ 株式会社山形銀行寒河江中央支店 寒河江市
ヤマ 株式会社山形銀行宮宿支店 朝日町
ヤマ 株式会社山形銀行楯岡支店 村山市
ヤマ 株式会社山形銀行尾花沢支店 尾花沢市
ヤマ 株式会社山形銀行大石田支店 大石田町
ヤマ 株式会社山形銀行東根支店 東根市
ヤマ 株式会社山形銀行神町支店 東根市
ヤマ 株式会社山形銀行天童支店 天童市
ヤマ 株式会社山形銀行新庄支店 新庄市
ヤマ 株式会社山形銀行真室川支店 真室川町
ヤマ 株式会社山形銀行久野本支店 天童市
ヤマ 株式会社山形銀行長岡支店 天童市
ヤマ 株式会社山形銀行芳賀支店 天童市
ヤマ 株式会社山形銀行鶴岡支店 鶴岡市
ヤマ 株式会社山形銀行鶴岡駅前支店 鶴岡市
ヤマ 株式会社山形銀行酒田支店 酒田市
ヤマ 株式会社山形銀行酒田駅前支店 酒田市
ヤマ 株式会社山形銀行余目支店 庄内町
ヤマ 株式会社山形銀行狩川支店 庄内町
ヤマ 株式会社山形銀行若浜町支店 酒田市
ヤマ 株式会社山形銀行みどり町支店 鶴岡市
ヤマ 株式会社山形銀行文園支店 鶴岡市
ヤマ 株式会社山形銀行みずほ支店 酒田市
ヤマ 株式会社山形銀行東泉支店 酒田市
ヤマ 山形信用金庫本部 山形市
ヤマ 山形信用金庫本店 山形市
ヤマ 山形信用金庫山形営業部 山形市
ヤマ 山形信用金庫城南支店 山形市
ヤマ 山形信用金庫南原支店 山形市
ヤマ 山形信用金庫上山支店 上山市
ヤマ 山形信用金庫寒河江支店 寒河江市
ヤマ 山形信用金庫谷地支店 河北町
ヤマ 山形信用金庫銅町支店 山形市
ヤマ 山形信用金庫荒楯支店 山形市
ヤマ 山形信用金庫市南支店 山形市
ヤマ 山形信用金庫門伝支店 山形市
ヤマ 山形信用金庫中央支店 山形市
ヤマ 山形信用金庫天童支店 天童市
ヤマ 山形信用金庫江俣支店 山形市
ヤマ 株式会社山形電気調整所 山形市
ヤマ 山形トヨタ自動車株式会社本社 山形市
ヤマ 山形トヨタ自動車株式社大野目店 山形市
ヤマ 山形トヨタ自動車株式社清住店 山形市
ヤマ 山形トヨタ自動車株式社ユーパーク嶋 山形市
ヤマ 山形トヨタ自動車株式社天童店 天童市
ヤマ 山形トヨタ自動車株式社寒河江店 寒河江市
ヤマ 山形トヨタ自動車株式社新庄店 新庄市
ヤマ 山形トヨタ自動車株式社鶴岡店 鶴岡市
ヤマ 山形トヨタ自動車株式社酒田店 酒田市
ヤマ 山形トヨタ自動車株式社米沢店 米沢市
ヤマ 山形トヨタ自動車株式社長井店 長井市
ヤマ 山形トヨタ自動車株式社南陽店 南陽市
ヤマ 山形トヨタ自動車株式会社物流センター 山形市
ヤマ 山形トヨタ自動車株式会社タイヤ部 山形市
ヤマ 株式会社山形包徳 山形市
ヤマ 株式会社山形包徳福祉事業部 山形市
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ヤマ 山形クラッチ株式会社 鶴岡市
ヤマ 山形地方森林組合 山形市
ヤマ 株式会社山形城南木材市場 山形市
ヤマ 協同組合山形木造住宅プレカットシステム 山形市
ヤマ 山形緑十字株式会社 山形市
ヤマ 山形酸素(株)立谷川事業所 山形市
ヤマ 山形酸素(株)東根営業所 東根市
ヤマ 山形酸素(株)上山営業所 上山市
ヤマ 山形酸素(株)寒河江営業所 寒河江市
ヤマ 山形酸素(株)長井営業所 長井市
ヤマ 山形酸素(株)本社 山形市
ヤマ 山形酸素(株)米沢営業所 米沢市
ヤマ 山形県自動車車体整備協同組合 山形市
ヤマ 株式会社山形生コン 山形市
ヤマ 山形朝日㈱ 南陽市
ヤマ 山形イハラ(株) 東根市
ヤマ 山形オーデリック㈱ 東根市
ヤマ （有）山形化成 最上町
ヤマ 山形化成㈱　(本社) 大石田町
ヤマ 山形化成㈱　東根工場 東根市
ヤマ （株）山形環境エンジニアリング 寒河江市
ヤマ 山形熱供給（株） 山形市
ヤマ ㈱ヤマガタ共同 村山市
ヤマ ㈱山形共和電業 東根市
ヤマ 株式会社山形組 山形市
ヤマ やまがたグリーンパワー㈱ 村山市
ヤマ やまがたグリーンリサイクル㈱ 村山市
ヤマ 山形建設㈱　天童事業所 天童市
ヤマ 山形建設㈱　エネルギー回収施設(川口)建設及び運営事業建設工事 上山市
ヤマ 山形建設㈱　（仮称）山形市医師会検診センター移転新築工事 山形市
ヤマ 山形建設㈱　公益社団法人山形県トラック協会・山形県トラック総合会館新築工事 天童市
ヤマ 山形建設㈱　霞城公園二ノ丸東大手門本瓦葺改修工事 山形市
ヤマ 山形建設㈱　東北中央自動車道　天童工事 天童市
ヤマ 山形建設㈱　浄化センター管理棟耐震補強第Ⅱ期工事 山形市
ヤマ 山形建設㈱　㈱クリーンシステム　RCプラント防護塀及び土間工事 山形市

ヤマ
山形建設㈱　平成29年度道路改築事業（防災安全）
　　　　　　主要地方道山形山寺線高瀬川橋旧橋撤去工事

山形市

ヤマ 山形建設㈱　H29-30　山形国道北地区維持補修工事 天童市
ヤマ 山形建設㈱ 山形市
ヤマ 山形建設労働組合 山形市
ヤマ 山形航空電子㈱ 新庄市
ヤマ 山形小松ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ㈱ 山形市
ヤマ 山形小松ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ㈱庄内営業所 酒田市
ヤマ 山形小松ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ㈱新庄営業所 新庄市
ヤマ 山形小松ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ㈱米沢営業所 米沢市
ヤマ 山形サンケン㈱ 東根市
ヤマ ㈱山形シルクスクリーン研究所 村山市
ヤマ 有限会社山形新聞長崎専売所 中山町
ヤマ 有限会社山形新聞上山南専売所 上山市
ヤマ 山形精密鋳造㈱ 長井市
ヤマ 山形通信工事株式会社 山形市
ヤマ 山形電子株式会社 山形市
ヤマ 山形電子株式会社高畠工場 高畠町
ヤマ 山形電子産業㈱ 東根市
ヤマ 株式会社山形道路 村山市
ヤマ ㈱山形道路県道大石田名木沢線舗装補修工事 村山市
ヤマ ㈱山形道路市道的場住宅団地１号線舗装修繕工事 村山市
ヤマ ㈱山形パッケージセンター 東根市
ヤマ ㈱山形ビルサービス新庄営業所 新庄市
ヤマ （株）山形ビルサービス 山形市
ヤマ ㈱山形メタル 新庄市
ヤマ 山形螺子工業㈱ 村山市
ヤマ 山形緑化㈱ 長井市
ヤマ ㈲ヤマカワ電機産業 高畠町
ヤマ 山川運輸(株) 天童市
ヤマ 有限会社山口製材所 上山市
ヤマ (株)山口工務店 鶴岡市
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ヤマ (株)山口工務店　市道三和町遠賀原線道路改良工事 鶴岡市
ヤマ 山建設備株式会社 山形市
ヤマ 山建工業株式会社 山形市
ヤマ 株式会社山源建設 山形市
ヤマ 山建工業㈱ 米沢市
ヤマ 株式会社ヤマコー本社 山形市
ヤマ 株式会社ヤマコーコミュニティ事業部 山形市
ヤマ 株式会社ヤマコー商事事業部 山形市
ヤマ 山交ハイヤー株式会社本社 山形市
ヤマ 山交ハイヤー株式会社山形北営業所 山形市
ヤマ 山交ハイヤー株式会社山形南営業所 山形市
ヤマ 山交ハイヤー株式会社天童営業所 天童市
ヤマ 山交バス株式会社本社 山形市
ヤマ 山交バス株式会社山形営業所 山形市
ヤマ 山交バス株式会社米沢営業所 米沢市
ヤマ 山交バス株式会社上山営業所 上山市
ヤマ 山交バス株式会社寒河江営業所 寒河江市
ヤマ 山交バス株式会社天童運行管理所 天童市
ヤマ 山交バス株式会社新庄営業所 新庄市
ヤマ 山交バス株式会社中央整備工場 山形市
ヤマ 山交観光株式会社本社 山形市
ヤマ 山交観光株式会社山形案内所 山形市
ヤマ 山交観光株式会社米沢案内所 米沢市
ヤマ 山交観光株式会社長井案内所 長井市
ヤマ 山交観光株式会社寒河江案内所 寒河江市
ヤマ 山交観光株式会社天童案内所 天童市
ヤマ 山交観光株式会社東根案内所 東根市
ヤマ 山交観光株式会社新庄案内所 新庄市
ヤマ 株式会社リナワールド 上山市
ヤマ 蔵王観光開発株式会社 山形市
ヤマ 蔵王ゴルフ株式会社 山形市
ヤマ 株式会社ヤマザワ本部 山形市
ヤマ 株式会社ヤマザワ北町店 山形市
ヤマ 株式会社ヤマザワ松見町店 山形市
ヤマ 株式会社ヤマザワ成沢店 山形市
ヤマ 株式会社ヤマザワ白山店 山形市
ヤマ 株式会社ヤマザワ富の中店 山形市
ヤマ 株式会社ヤマザワ清住町店 山形市
ヤマ 株式会社ヤマザワ宮町店 山形市
ヤマ 株式会社ヤマザワ中山店 中山町
ヤマ 株式会社ヤマザワ上山店 上山市
ヤマ 株式会社ヤマザワ山交ビル店 山形市
ヤマ 株式会社ヤマザワ蔵王駅前店 山形市
ヤマ 株式会社ヤマザワあさひ町店 山形市
ヤマ 株式会社ヤマザワバイパス店 山形市
ヤマ 株式会社ヤマザワ漆山店 山形市
ヤマ 株式会社ヤマザワ長岡店 天童市
ヤマ 株式会社ヤマザワ新庄店 新庄市
ヤマ 株式会社ヤマザワ尾花沢店 尾花沢市
ヤマ 株式会社ヤマザワ村山店 村山市
ヤマ 株式会社ヤマザワ神町店 東根市
ヤマ 株式会社ヤマザワ天童北店 天童市
ヤマ 株式会社ヤマザワ天童中央店 天童市
ヤマ 株式会社ヤマザワ天童西店 天童市
ヤマ 株式会社ヤマザワ谷地店 河北町
ヤマ 株式会社ヤマザワ寒河江西店 寒河江市
ヤマ 株式会社ヤマザワ寒河江ﾌﾟﾗｻﾞ店 寒河江市
ヤマ 株式会社ヤマザワ新庄宮内店 新庄市
ヤマ 株式会社ヤマザワ南陽店 南陽市
ヤマ 株式会社ヤマザワ宮内店 南陽市
ヤマ 株式会社ヤマザワ長井店 長井市
ヤマ 株式会社ヤマザワ川西店 川西町
ヤマ 株式会社ヤマザワ堀川町店 米沢市
ヤマ 株式会社ヤマザワ相生町店 米沢市
ヤマ 株式会社ヤマザワ花沢町店 米沢市
ヤマ 株式会社ヤマザワ米沢中田町店 米沢市
ヤマ 株式会社ヤマザワ高畠店 高畠町
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ヤマ 株式会社ヤマザワ東大町店 酒田市
ヤマ 株式会社ヤマザワ旭新町店 酒田市
ヤマ 株式会社ヤマザワ山居町店 酒田市
ヤマ 株式会社ヤマザワ余目店 庄内町
ヤマ 株式会社ヤマザワ鶴岡宝田店 鶴岡市
ヤマ 株式会社ヤマザワ鶴岡店 鶴岡市
ヤマ 株式会社ヤマザワくしびき店 鶴岡市
ヤマ 株式会社ヤマザワ村山駅西店 村山市
ヤマ 山新建装(株) 山形市
ヤマ 山新販売株式会社大野目営業所 山形市
ヤマ (株)山田工務店 鶴岡市
ヤマ 山形環境保全協同組合 山形市
ヤマ 株式会社　山長 遊佐町
ヤマ （株）ヤマトテック 新庄市
ヤマ 大和建設運輸株式会社 小国町
ヤマ ヤマト運輸㈱山形中央支店 山形市
ヤマ ヤマト運輸㈱山形立谷川センター 山形市
ヤマ ヤマト運輸㈱米沢広幡センター 米沢市
ヤマ ヤマト運輸㈱白鷹宅急便センター 白鷹町
ヤマ ヤマト運輸㈱山形東支店 山形市
ヤマ ヤマト運輸㈱上山支店 上山市
ヤマ ヤマト運輸㈱酒田京田センター 酒田市
ヤマ ヤマト運輸㈱酒田支店 酒田市
ヤマ ヤマト運輸㈱天童センター 天童市
ヤマ ヤマト運輸㈱山形温海宅急便センター 鶴岡市
ヤマ ヤマト運輸㈱山形河北町センター 河北町
ヤマ ヤマト運輸㈱山形ベース店 山形市
ヤマ ヤマト運輸㈱山形村山センター 村山市
ヤマ ヤマト運輸㈱米沢支店 米沢市
ヤマ ヤマト運輸㈱尾花沢センター 尾花沢市
ヤマ ヤマト運輸㈱鶴岡大山センター 鶴岡市
ヤマ ヤマト運輸㈱鶴岡西支店 鶴岡市
ヤマ ヤマト運輸㈱西村山支店 寒河江市
ヤマ ヤマト運輸㈱鶴岡宝田センター 鶴岡市
ヤマ ヤマト運輸㈱山形中山センター 中山町
ヤマ ヤマト運輸㈱山形藤島センター 鶴岡市
ヤマ ヤマト運輸㈱山形主管支店 山形市
ヤマ ヤマト運輸㈱山形長井センター 長井市
ヤマ ヤマト運輸㈱山形櫛引宅急便センター 鶴岡市
ヤマ ヤマト運輸㈱東根羽入センター 東根市
ヤマ ヤマト運輸㈱山形東根センター 東根市
ヤマ ヤマト運輸㈱酒田光ヶ丘センター 酒田市
ヤマ ヤマト運輸㈱酒田みなと支店 酒田市
ヤマ ㈱大和運送 天童市
ヤマ 特別養護老人ホーム山水園 庄内町
ヤマ 山水園指定短期入所事業所 庄内町
ヤマ 山水園指定通所介護事業所 庄内町
ヤマ 山水園小規模多機能型居宅介護事業所 庄内町
ヤマ 株式会社ヤマムラ 新庄市
ヤマ 山木運輸㈱ 山形市
ヤマ 株式会社山本製作所 東根市
ヤマ 株式会社山本製作所山形工場 寒河江市
ヤマ （株）山本組 鶴岡市
ヤマ ヤマラク運輸㈱ 白鷹町
ヤマ 山形陸上運送㈱米沢営業所 米沢市
ヤマ ヤマリョー株式会社本社 山形市
ヤマ ヤマリョー株式会社石油部 山形市
ヤマ ヤマリョー株式会社給油所部 山形市
ヤマ ヤマリョー株式会社建設資材部 山形市
ヤマ ヤマリョー株式会社営業推進部 山形市
ヤマ ヤマリョー株式会社保険リースセンター 山形市
ヤマ ヤマリョー株式会社十日町SS 山形市
ヤマ ヤマリョー株式会社松見町SS 山形市
ヤマ ヤマリョー株式会社薬師町SS 山形市
ヤマ ヤマリョー株式会社清住SS 山形市
ヤマ ヤマリョー株式会社ビッグウイング前SS 山形市
ヤマ ヤマリョー株式会社立谷川SS 山形市
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ヤマ ヤマリョー株式会社あかねヶ丘SS 山形市
ヤマ ヤマリョー株式会社蔵王SS 山形市
ヤマ ヤマリョー株式会社天童芳賀SS 天童市
ヤマ ヤマリョー株式会社花沢R13SS 米沢市
ヤマ ヤマリョー株式会社鶴岡道形SS 鶴岡市
ヤマ ヤマリョー株式会社鶴岡南SS 鶴岡市
ヤマ ヤマリョー株式会社三瀬SS 鶴岡市
ヤマ ヤマリョー株式会社鶴岡西SS 鶴岡市
ヤマ ヤマリョー株式会社山形配送センター 山形市
ヤマ ヤマリョー株式会社鶴岡配送センター 鶴岡市
ヤマ ヤマリョー株式会社山形ガス事業所 山形市
ヤマ ヤマリョー株式会社上山ガス事業所 上山市
ヤマ ヤマリョー株式会社長井ガス事業所 上山市
ヤマ ヤマリョー株式会社東根ガス事業所 東根市
ヤマ ヤマリョー株式会社米沢ガス事業所 米沢市
ヤマ ヤマリョー株式会社鶴岡ガス事業所 鶴岡市
ヤマ ヤマリョー株式会社酒田ガス事業所 酒田市
ヤマ ヤマリョー株式会社庄内支店 鶴岡市
ヤマ ヤマリョー株式会社鶴岡カイハツ生コン工場 鶴岡市
ヤマ 山和建設株式会社 小国町
ヤマ 彌満和精機工業㈱ 米沢市
ヤワ (有)八幡軽運送 酒田市
ユア ㈱ユアテック米沢営業所 米沢市
ユア 株式会社ユアテック山形支社 山形市
ユア 株式会社ユアテック寒河江営業所 寒河江市
ユア 株式会社ユアテック　鶴岡営業所 鶴岡市
ユア ㈱ユアテック新庄営業所 新庄市
ユウ 特別養護老人ホームゆうすい 酒田市
ユー (株)ユーエル 鶴岡市
ユウ 結城運輸倉庫㈱酒田営業所 酒田市
ユウ 株式会社結城林業 最上町
ユウ 悠起工務店 鶴岡市
ユー ユーキ食品㈱事業本部 東根市
ユウ 友進商事(有) 南陽市
ユウ 株式会社悠心 寒河江市
ユケ ユーケン工業㈱ 長井市
ユサ 遊佐自動車㈱ 遊佐町
ユト 湯殿山地区国道維持補修工事 鶴岡市
ユノ 天然温泉　湯の郷くろさわ 山形市
ユム 湯村板金 飯豊町
ヨウ ㈱ヨウコー酒田営業所 酒田市
ヨー ㈱ヨークベニマル東根店 東根市
ヨコ 株式会社横戸建設 南陽市
ヨコ ㈱横山自動車 新庄市
ヨコ ㈱横山興業 米沢市
ヨシ ㈱吉田 東根市
ヨシ 吉田重機運輸㈱ 山形市
ヨシ 吉田重機運輸㈱置賜営業所 高畠町
ヨシ 株式会社吉田金物店 山形市
ヨシ 吉田建設㈱ 米沢市
ヨシ ㈲米野建設 川西町
ヨツ 特別養護老人ホーム よつば荘 尾花沢市
ヨネ 米沢運輸㈱酒田営業所 酒田市
ヨネ 米沢運輸㈱本社営業所 高畠町
ヨネ 米沢運輸㈱山形営業所 山形市
ヨネ 社会福祉法人米沢弘和会 米沢市
ヨネ 米沢砕石㈱ 米沢市
ヨネ 米沢中央保育園 米沢市
ヨネ 一般社団法人米沢建築組合連合会 米沢市
ヨネ 米沢製靴㈱ 米沢市
ヨネ ㈱米沢食肉公社 米沢市
ヨネ 米沢地方森林組合 米沢市
ヨネ 米沢浜理薬品工業㈱ 米沢市
ヨロ ㈱よろずライフ山形営業所 山形市
ヨロ 萬運輸㈱庄内営業所 鶴岡市
ヨロ ㈱よろずライフ 酒田市
リク 山形陸運㈱本社 山形市
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リク 山形陸運㈱本社営業所 山形市
リク 山形陸運㈱山形南営業所 山形市
リク 山形陸運㈱コンテナセンター 山形市
リク 山形陸運㈱ｾﾒﾝﾄ石油配送ｾﾝﾀｰ 山形市
リク 山形陸運㈱吉野石膏山形配送ｾﾝﾀｰ 天童市
リク 山形陸上運送㈱寒河江営業所 寒河江市
リク 山形陸上運送㈱庄内営業所 酒田市
リク 山形陸上運送㈱山形営業所 山形市
リク 山形陸上運送㈱本社 山形市
リク 山形陸上運送㈱上山営業所 上山市
リン 道の駅あさひまち「りんごの森」 朝日町
リン 株式会社リンショウ 鶴岡市
ルー ルーフサービス森谷板金 中山町
ルネ ルネサスセミコンダクタパッケージ&テストソリューションズ㈱米沢工場 米沢市
ロー 介護老人保健施設 ローズむらやま 村山市
ロシ ロジトライ東北㈱山形事業所 天童市
ロッ ㈱六歌仙 東根市
ワー ワークエージェント㈱ 東根市
ワイ ＹＢＳサービス㈱ 山形市
ワイ ＹＢＳサービス㈱庄内営業所 酒田市
ワカ 我妻建設工業㈱ 米沢市
ワコ 和興建設株式会社 米沢市
ワコ ㈱ワコー 村山市
ワタ ワタナベ製材所 長井市
ワタ 株式会社渡辺工務店 河北町
ワタ ㈱渡部運送 遊佐町
ワタ ㈱渡辺螺子 村山市
ワタ ㈱渡会電気土木白川ダム現場事務所 飯豊町
ワタ (株)渡会電気土木酒田共同火力工事事務所 酒田市
ワタ (株)渡会電気土木 鶴岡市
ワテ ワテック㈱生産部 東根市
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