
所在
消防庁認定事業
所である場合

市町村 認定年月日

山形市 1 山形農業協同組合 山形市

山形市 2 山形市農業協同組合 山形市

山形市 3 東ソー・クォーツ株式会社 山形市

山形市 4 山形日産自動車株式会社 山形市

山形市 5 株式会社でん六 山形市

山形市 6 株式会社ジェイエイあぐりんやまがた 山形市

山形市 7 ミクロン精密株式会社 山形市

山形市 8 トプコン山形株式会社 山形市

山形市 9 株式会社南東北クボタ 山形市

山形市 10 ナチ東北精工株式会社 山形市

山形市 11 日新工業株式会社山形工場 山形市

山形市 12 株式会社山形新聞社 山形市

山形市 13 株式会社蔵王警備保障 山形市

山形市 14 山形建設株式会社 山形市

山形市 15 山形酸素株式会社 山形市

山形市 16 株式会社片桐製作所 上山市

山形市 17 プッシュ建設株式会社 山形市

山形市 18 小野建設株式会社 山形市

山形市 19 山形陸運株式会社 山形市

山形市 20 高原建設株式会社 山形市

山形市 21 ミドリオートレザー株式会社 山形市

山形市 22 東栄コンクリート工業株式会社 山形市

山形市 23 第一貨物株式会社 山形市

山形市 24 医療法人社団みゆき会 上山市

山形市 25 日新製薬株式会社 天童市

山形市 26 東北電化工業株式会社 山形市

山形市 27 山住設備株式会社 山形市

山形市 28 株式会社荒正 山形市

山形市 29 株式会社深瀬工業所 山形市

山形市 30 髙橋土建株式会社 山形市

山形市 31 株式会社東北消防設備 山形市

山形市 32 株式会社徳和建設 山形市

山形市 33 株式会社三浦組 山形市

山形市 34 株式会社山形企業 山形市

山形市 35 株式会社市村工務店 山形市
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山形市 36 東和薬品株式会社 上山市

山形市 37 東日本エンジニアリング株式会社 山形市

山形市 38 志田建設株式会社 山形市

山形市 39 株式会社 西村工場 山形市

山形市 40 株式会社 クリーンシステム 山形市

山形市 41 株式会社 仁藤組 山形市

山形市 42 原田板金工業所 山形市

山形市 43 山形環境保全協同組合 山形市

山形市 44 有限会社 ヤマトペイント 山形市

山形市 45 社会福祉法人輝きの会 いきいきの郷 山形市

山形市 46 株式会社 三和 山形市

山形市 47 アリオンテック 株式会社 山形市

山形市 48 ヤマト運輸株式会社 山形市

山形市 49 西東北日野自動車株式会社 山形市

山形市 50 山形トヨペット株式会社 山形市

山形市 51 みよし工業有限会社 山形市

山形市 52 遠藤商事株式会社 山形市

山形市 53 山形商工会議所 山形市

山形市 54 山形いすゞ自動車 株式会社 山形市

山形市 55 株式会社 カネフル 山形市

山形市 56 ジャスト 株式会社 上山市

山形市 57 株式会社　鏡建設 山形市

山形市 58 山形ガス管工株式会社 山形市

山形市 59 株式会社山田組 山形市

山形市 60 石川建設産業株式会社 山形市

山形市 61 株式会社宮部組 山形市

山形市 62 美和電気工業株式会社山形営業所 山形市

山形市 63 有限会社半田組 山形市

山形市 64 近藤工業株式会社 山形市

山形市 65 有限会社丹野電気 山形市

上山市 1 医療法人二本松会上山病院 上山市

上山市 2 株式会社片桐製作所 上山市 平成22年２月

上山市 3 株式会社カネト製作所 上山市 平成23年２月

上山市 4 株式会社加藤土建 上山市

上山市 5 有限会社　田島製作所 上山市

上山市 6 髙松精機株式会社 上山市

上山市 7 株式会社　アベ工機 上山市

上山市 8 東和薬品株式会社山形工場 上山市

上山市 9 有限会社山川造園土木 上山市



上山市 10 株式会社ユニカ技研 上山市

上山市 11 有限会社北方清掃 上山市

上山市 12 株式会社カトーコーポレーション 上山市

上山市 13 堀川土建株式会社 上山市

上山市 14 西庄建設株式会社 上山市

上山市 15 羽陽建設株式会社 上山市

天童市 1 株式会社ニチレイフーズ山形工場 天童市

天童市 2 エムテックスマツムラ株式会社 天童市 平成22年２月

天童市 3 天童市農業協同組合 天童市 令和４年２月

天童市 4 日新製薬株式会社 天童市

天童市 5 日本連続端子株式会社 天童市

天童市 6 東海林建設株式会社 天童市

天童市 7 東北パイオニア株式会社 天童市

天童市 8 株式会社デンソーＦＡ山形 天童市

天童市 9
スリーエムジャパンプロダクツ株式会社山形
事業所

東根市

天童市 10 東亜道路工業株式会社山形営業所 天童市

山辺町 1 株式会社後藤建設工業 山辺町

山辺町 2 株式会社武田組 山辺町

山辺町 3 株式会社東照電気 山形市

山辺町 4 株式会社石澤製作所 山辺町

山辺町 5 ㈱金沢総合コンサルタンツ 山形市

中山町 1 株式会社高木 寒河江市

寒河江市 1 伊藤建設株式会社 寒河江市

寒河江市 2 國井建設株式会社 寒河江市

寒河江市 3 株式会社山形環境エンジニアリング 寒河江市

寒河江市 4 布施建設株式会社 寒河江市

寒河江市 5 犬飼建設株式会社 寒河江市

寒河江市 6 青山建設株式会社 寒河江市

寒河江市 7 泰昌建設株式会社 山形市

寒河江市 8 株式会社寒河江測量設計事務所 寒河江市

河北町 1 升川建設株式会社 河北町

河北町 2 新和産業株式会社 山形市

河北町 3 株式会社黒田組 河北町

河北町 4 株式会社トウショー 河北町

河北町 5 株式会社まるしげ 河北町

河北町 6 株式会社山形環境エンジニアリング 寒河江市

西川町 1 遠藤建設株式会社 西川町

西川町 2 株式会社佐藤建設 西川町

西川町 3 升川建設株式会社 河北町



西川町 4 株式会社オクヤマ電気工事 西川町

西川町 5 佐藤建設工業株式会社 寒河江市

朝日町 1 大東建設株式会社 朝日町

朝日町 2 村山建設株式会社 朝日町

大江町 1 高子建設株式会社 大江町

大江町 2 株式会社大泉組 大江町

大江町 3 林建設株式会社 大江町

大江町 4 株式会社高木 寒河江市

村山市 1 みちのく村山農業協同組合 村山市

村山市 2 不二工業株式会社 村山市

村山市 3 株式会社エツキ 村山市

村山市 4 高谷建設株式会社 村山市

村山市 5 株式会社矢萩土建 村山市

村山市 6 芦野工業株式会社 天童市

村山市 7 株式会社三和技術コンサルタント 村山市

東根市 1 東根市農業協同組合 東根市 平成24年２月

東根市 2 山形サンケン株式会社 東根市

東根市 3 ＴＨＫ株式会社山形工場 東根市 平成24年２月

東根市 4 山形カシオ株式会社 東根市

東根市 5 株式会社日立建機カミーノ 東根市

東根市 6 株式会社東根新電元 東根市

東根市 7 京セラクリスタルデバイス山形株式会社 東根市

東根市 8 山形オーデリック株式会社 東根市

東根市 9 アイジー工業株式会社 東根市

東根市 10 スリーエムジャパンプロダクツ株式会社山形事業所 東根市

東根市 11 ベーリンガーインゲルハイム製薬株式会社山形工場 東根市

東根市 12 昭和電工HD山形株式会社 東根市

尾花沢市 1 株式会社成和技術 尾花沢市 平成22年２月

尾花沢市 2 エムテックスマツムラ(株)尾花沢事業所 尾花沢市

尾花沢市 3 株式会社山陽精機山形工場 尾花沢市

尾花沢市 4 社会福祉法人尾花沢福祉会　ハイマート福原 尾花沢市

尾花沢市 5 みちのく村山農業共同組合　尾花沢営農センター 尾花沢市

尾花沢市 6 有限会社　旭屋設備 尾花沢市

尾花沢市 7 有限会社　清藤鉄工所 尾花沢市

尾花沢市 8 株式会社　奥山建設工業所 尾花沢市

尾花沢市 9 株式会社　トキワプラス 尾花沢市

尾花沢市 10 株式会社　マルニシ 尾花沢市

尾花沢市 11 三共開発株式会社 尾花沢市

尾花沢市 12 本間建設株式会社 尾花沢市



尾花沢市 13 有限会社　長谷川工業 尾花沢市

尾花沢市 14 有限会社　柴崎建設 尾花沢市

尾花沢市 15 大山建設株式会社 尾花沢市

尾花沢市 16 株式会社　はながさ建設 尾花沢市

尾花沢市 17 ツルケン株式会社 尾花沢市

尾花沢市 18 ことぶき建設株式会社 尾花沢市

尾花沢市 19 株式会社　矢作組 尾花沢市

尾花沢市 20 株式会社　菅野測量設計 尾花沢市

大石田町 1 株式会社佐々木建設 大石田町

大石田町 2 有限会社一二三建設工業 大石田町

大石田町 3 株式会社土屋建設 大石田町

新庄市 1 株式会社双葉建設コンサルタント 新庄市 平成22年２月

新庄市 2 沼田建設株式会社 新庄市 平成23年２月

新庄市 3 大成第一塗装株式会社 新庄市

新庄市 4 株式会社カキザキ 新庄市

新庄市 5 株式会社新庄砕石工業所 新庄市

新庄市 6 東舗工業株式会社 新庄市

新庄市 7 株式会社協同測量設計センター 新庄市

新庄市 8 永井建設株式会社 新庄市 令和２年２月

新庄市 9 有限会社石川建設 最上町

新庄市 10 丸充建設株式会社 新庄市

新庄市 11 新光印刷株式会社 新庄市

新庄市 12 大場土木工業株式会社 新庄市

新庄市 13 有限会社誠信興業 新庄市

新庄市 14 株式会社オオバ 新庄市

新庄市 15 株式会社ヒラタ住工設備 新庄市

新庄市 16 株式会社新庄・鈴木・柴田組 新庄市 平成29年3月

新庄市 17 プラントサービス株式会社 新庄市

新庄市 19 近藤防災株式会社 新庄市

新庄市 20 有限会社葛麓運輸建設 新庄市

新庄市 21 株式会社新栄 新庄市

新庄市 22 八向興業 新庄市

新庄市 23 新庄信用金庫 新庄市

金山町 1 星川建設株式会社 金山町

金山町 2 有限会社星輪 金山町

金山町 3 カムロ運送株式会社 金山町

金山町 4 白岩土木建築株式会社 金山町

金山町 5 有限会社ヒワタシ美装 金山町

金山町 6 金山町森林組合 金山町



金山町 7 金山コネクタ株式会社 金山町

金山町 8 金山農業協同組合 金山町

金山町 9 三英興業株式会社 金山町

金山町 10 株式会社丸友工業 金山町

金山町 11 社会福祉法人金山厚生会 金山町

金山町 12 プラントサービス株式会社 金山町

金山町 13 有限会社　小野工務店 金山町

金山町 14 金山郵便局 金山町

最上町 1 株式会社大場組 最上町

最上町 2 株式会社丸徳ふるせ 最上町

最上町 3 株式会社最上振興 最上町

最上町 4 株式会社カキザキ 新庄市

最上町 5 有限会社大沼産業 最上町

最上町 6 株式会社大沼工務店 最上町

最上町 7 山田建設株式会社 最上町

舟形町 1 株式会社伊藤組 舟形町

舟形町 2 有限会社門脇産業 舟形町

舟形町 3 株式会社齊藤工務店 舟形町

舟形町 4 有限会社丸産機興 舟形町

舟形町 5 株式会社柿崎建設工業 舟形町

舟形町 6 株式会社大成技術コンサルタント 舟形町

舟形町 7 丸充建設株式会社 新庄市

舟形町 8 株式会社　八鍬建設 舟形町

真室川町 1 もがみ中央農業協同組合 新庄市 平成24年２月

真室川町 2 安藤商会 真室川町

真室川町 3 有限会社庄司製麺工場 真室川町

真室川町 4 株式会社阿部農機店 真室川町

真室川町 5 有限会社そめや自動車 真室川町

真室川町 6 社会福祉法人まむろ川福祉会 真室川町

真室川町 7 最上広域森林組合 真室川町

真室川町 8 神室工業株式会社 真室川町

真室川町 9 庄司工業株式会社 真室川町

真室川町 10 アイ・エム・マムロ株式会社 真室川町

真室川町 11 株式会社小松建設 真室川町

真室川町 12 株式会社庄司製材所 真室川町

真室川町 13 北日本特殊イサベラ建設株式会社 新庄市

真室川町 14 農事組合法人ひまわり農場 真室川町

大蔵村 1 山形もがみ農業協同組合 大蔵村

大蔵村 2 株式会社八鍬土建 大蔵村



大蔵村 3 株式会社鈴木組 大蔵村

大蔵村 4 有限会社中島建設 大蔵村

大蔵村 5 肘折温泉郷振興株式会社 大蔵村

大蔵村 6 有限会社石川建設 大蔵村

大蔵村 7 プラントサービス株式会社 新庄市

大蔵村 8 株式会社押切 大蔵村

鮭川村 1 川田建設株式会社 鮭川村

戸沢村 1 株式会社柿﨑工務所 新庄市

戸沢村 2 有限会社サンケイ工業 新庄市

戸沢村 3 真柄工務店有限会社 戸沢村

戸沢村 4 佐藤工務店 戸沢村

戸沢村 5 株式会社新庄・鈴木・柴田組 新庄市

戸沢村 6 秋保建設株式会社 戸沢村

戸沢村 7 有限会社篠田土木 戸沢村

戸沢村 8 最上峡芭蕉ライン観光株式会社 戸沢村

戸沢村 9 もがみ中央農業協同組合戸沢支店 戸沢村

戸沢村 10 加藤設備 戸沢村

戸沢村 11 佐藤鉄工所 戸沢村

戸沢村 12 クリーン高橋 戸沢村

戸沢村 13 日露工業所 戸沢村

戸沢村 14 近藤防災株式会社（株） 新庄市

米沢市 1 株式会社網代建設 米沢市

米沢市 2 置賜建設株式会社 米沢市

米沢市 3 太田建設株式会社 米沢市

米沢市 4 金子建設工業株式会社 米沢市

米沢市 5 株式会社後藤組 米沢市

米沢市 6 吾妻建設株式会社 米沢市

米沢市 7 株式会社スズデン米沢支社 米沢市

米沢市 8 株式会社竹田組 米沢市

米沢市 9 株式会社置環 米沢市

米沢市 10 城南産業株式会社 米沢市

米沢市 11 山建工業株式会社 米沢市

米沢市 12 我妻建設工業株式会社 米沢市

米沢市 13 相田建設株式会社 米沢市

米沢市 14 有限会社佐藤土建 米沢市

米沢市 15 六興整熱工業株式会社 米沢市

米沢市 16 有限会社桐生建設 米沢市

米沢市 17 森谷工業有限会社 米沢市

米沢市 18 株式会社菊池組 米沢市



米沢市 19 株式会社仁科工務店 米沢市

米沢市 20 東南電気工事株式会社 米沢市

米沢市 21 有限会社 米圧興業 米沢市

米沢市 22 株式会社日建設備 米沢市

米沢市 23 株式会社ケンコン 米沢市

南陽市 1 株式会社かわでん 南陽市

南陽市 2 株式会社三陽製作所 南陽市 平成28年２月

南陽市 3 ＳＷＳ東日本株式会社山形工場 南陽市

南陽市 4 三晃精密工具株式会社 南陽市

南陽市 5 社会医療法人公徳会（佐藤病院） 南陽市

南陽市 6 山形おきたま農業協同組合南陽地区（南陽支店） 南陽市

南陽市 7 山形朝日株式会社 南陽市

南陽市 8 株式会社石川工務店 南陽市

南陽市 9 加藤組株式会社 南陽市

南陽市 10 株式会社松田組 南陽市

南陽市 11 廣谷建設株式会社 南陽市

南陽市 12 有限会社川井設備工業 南陽市

南陽市 13 有限会社木村水道設備 南陽市

南陽市 14 株式会社田斎建設 南陽市

南陽市 15 東北電化工業株式会社南陽営業所 南陽市

南陽市 16 尾形興業有限会社 南陽市

南陽市 17 株式会社つかさ興業 南陽市

南陽市 18 株式会社大建工業 南陽市

南陽市 19 山形三菱鉛筆精工株式会社 川西町

高畠町 1 株式会社小森マシナリー 高畠町

高畠町 2 株式会社オカムラ高畠事業所 高畠町

高畠町 3 株式会社玉野鈑金工業 高畠町

高畠町 4 みどり環境建設株式会社 高畠町

高畠町 5 福島建設株式会社 高畠町

高畠町 6 羽山総合建設株式会社 高畠町

川西町 1 株式会社殖産工務所 川西町

川西町 2 山形三菱鉛筆精工株式会社 川西町

川西町 3 ケミコン山形株式会社　米沢工場 川西町

長井市 1 小笠原建設株式会社 長井市 平成26年２月

長井市 2 那須建設株式会社 長井市

長井市 3 葉山建設株式会社 長井市

長井市 4 ユーケン工業株式会社 長井市 令和３年３月

長井市 5 株式会社梅津組 長井市

小国町 1 小国開発株式会社 小国町



小国町 2 株式会社髙橋工務店 小国町

小国町 3 山和建設株式会社 小国町

小国町 4 大和建設運輸株式会社 小国町

小国町 5 遠藤建設株式会社 小国町

小国町 6 株式会社船山工務店 小国町

白鷹町 1 衣袋建設株式会社 白鷹町

白鷹町 2 株式会社髙橋組 白鷹町

白鷹町 3 大嶋緑地造園株式会社 白鷹町

白鷹町 4 株式会社菅原組 白鷹町

白鷹町 5 株式会社ホンダ南山形 白鷹町

白鷹町 6 障がい者支援施設白鷹陽光学園 白鷹町

白鷹町 7 株式会社ニクニ山形工場 白鷹町

白鷹町 8 株式会社山市 長井市

白鷹町 9 株式会社鈴木工務店 白鷹町

白鷹町 10 共栄建運株式会社 白鷹町

白鷹町 11 丸羽建設株式会社 白鷹町

白鷹町 12 株式会社佐藤燃料店 白鷹町

白鷹町 13 株式会社布施工務店 白鷹町

飯豊町 1 豊川建設株式会社 飯豊町

飯豊町 2 樋口建設株式会社 飯豊町

飯豊町 3 株式会社ヤマキチ 飯豊町

飯豊町 4 有限会社冨永工務店 飯豊町

飯豊町 5 那須建設株式会社 長井市

飯豊町 6 株式会社髙橋工務店 飯豊町

飯豊町 7 株式会社佐藤管工業 飯豊町

鶴岡市 1 本間建設株式会社 鶴岡市

鶴岡市 2 株式会社伊藤組 鶴岡市

鶴岡市 3 株式会社スタンレー鶴岡製作所 鶴岡市

鶴岡市 4 北日本羽黒食品株式会社 鶴岡市

鶴岡市 5 オリエンタルモーター株式会社 鶴岡市

鶴岡市 6 庄内たがわ農業協同組合 鶴岡市

鶴岡市 7 出羽三山神社 鶴岡市

鶴岡市 8 大滝成形工業株式会社山形工場 鶴岡市

鶴岡市 9 株式会社マルゴ 鶴岡市

鶴岡市 10 株式会社佐藤工務 鶴岡市

鶴岡市 11 有賀建設株式会社 鶴岡市

鶴岡市 12 菅睦建設株式会社 鶴岡市

鶴岡市 13 株式会社王祇建設 鶴岡市

鶴岡市 14 小野寺建設株式会社 鶴岡市



鶴岡市 15 株式会社浅賀建設 鶴岡市

鶴岡市 16 鶴岡建設株式会社 鶴岡市

鶴岡市 17 株式会社鈴木工務店 鶴岡市

鶴岡市 18 株式会社佐藤組 鶴岡市

鶴岡市 19 株式会社土岐工務店 鶴岡市

鶴岡市 20 十和建設株式会社 鶴岡市

鶴岡市 21
マーレエンジンコンポーネンツジャパン株式
会社

鶴岡市

鶴岡市 22 ＴＤＫ庄内株式会社鶴岡工場 鶴岡市

鶴岡市 23 株式会社シンクロン鶴岡工場 鶴岡市

鶴岡市 24 丸善食品工業株式会社 鶴岡市

鶴岡市 25 山形クラッチ株式会社 鶴岡市

鶴岡市 26 水澤化学工業株式会社水沢工場 鶴岡市

鶴岡市 27 株式会社佐藤造園 鶴岡市

鶴岡市 28 株式会社山本組 鶴岡市

鶴岡市 29 森建設工業株式会社 鶴岡市

鶴岡市 30 東北電化工業株式会社鶴岡営業所 鶴岡市 令和４年３月

鶴岡市 31 株式会社菅原工務店 鶴岡市

鶴岡市 32 ティービーアール株式会社 鶴岡市

鶴岡市 33 株式会社JVCケンウッド山形 鶴岡市

鶴岡市 34 株式会社庄内ヨロズ 鶴岡市

鶴岡市 35 鶴岡市農業協同組合 鶴岡市

鶴岡市 36 株式会社庄内シャーリング 鶴岡市

鶴岡市 37 スズモト株式会社 鶴岡市

鶴岡市 38 株式会社山口工務店 鶴岡市

鶴岡市 39 株式会社アツケン 鶴岡市

鶴岡市 40 佐藤建設株式会社 鶴岡市

鶴岡市 41 株式会社ナカムラ 鶴岡市

鶴岡市 42 三和メイテック株式会社 鶴岡市

鶴岡市 43 笠原建設工業株式会社 鶴岡市

鶴岡市 44 株式会社高研鶴岡工場 鶴岡市

鶴岡市 45 東北環境開発株式会社 鶴岡市

鶴岡市 46 株式会社高砂製作所鶴岡事業所 鶴岡市

鶴岡市 47 ＯＫＩサーキットテクノロジー株式会社 鶴岡市

鶴岡市 48 株式会社庄交コーポレーション 鶴岡市

鶴岡市 49 山形日産自動車販売株式会社 鶴岡市

鶴岡市 50 株式会社渡会電気土木 鶴岡市

鶴岡市 51 株式会社大栄 鶴岡市

鶴岡市 52 山形空調株式会社 鶴岡市

鶴岡市 53 株式会社大山機械 鶴岡市



鶴岡市 54 株式会社荘内銀行 鶴岡市

鶴岡市 55 株式会社サンテック 鶴岡市

鶴岡市 56 太平興業株式会社鶴岡支店 鶴岡市

鶴岡市 57 鶴岡信用金庫 鶴岡市

鶴岡市 58 北榮鐵工株式会社 鶴岡市

鶴岡市 59 髙島産業株式会社 鶴岡市

鶴岡市 60 温海町森林組合 鶴岡市

鶴岡市 61 出羽庄内森林組合 鶴岡市

鶴岡市 62 菅原建設株式会社 鶴岡市

鶴岡市 63 加藤建設管工株式会社 鶴岡市

鶴岡市 64 株式会社鈴木久測量設計事務所 鶴岡市

鶴岡市 65 株式会社和泉工務店 鶴岡市

鶴岡市 66 ウィズ環境株式会社 鶴岡市

鶴岡市 67 大同電気株式会社 鶴岡市

鶴岡市 68 株式会社菅興業 鶴岡市

鶴岡市 69 株式会社アサヒニイズマ 鶴岡市

鶴岡市 70 株式会社新池田 鶴岡市

鶴岡市 71
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリン
グ株式会社山形テクノロジーセンター

鶴岡市

鶴岡市 72 荘和設備工業株式会社 鶴岡市

鶴岡市 73 東洋空調工業株式会社 鶴岡市

鶴岡市 74 松田工業株式会社 鶴岡市

鶴岡市 75 上野土木建設株式会社 鶴岡市

鶴岡市 76 グリーンメタル株式会社 鶴岡市

鶴岡市 77 アベ電工株式会社 鶴岡市

鶴岡市 78 株式会社太平堂塗装 鶴岡市

鶴岡市 79 株式会社デンケン 鶴岡市

鶴岡市 80 株式会社五十嵐建業 鶴岡市

鶴岡市 81 有限会社安野測量事務所 鶴岡市

鶴岡市 82 株式会社山田工務店 鶴岡市

鶴岡市 83 株式会社誠朋建設 鶴岡市

酒田市 1 大場建設株式会社 酒田市

酒田市 2 株式会社メカニック 酒田市

酒田市 3 庄内みどり農業協同組合 酒田市

酒田市 4 東北エプソン株式会社 酒田市

酒田市 5 株式会社本間ゴルフ酒田工場 酒田市

酒田市 6 大井建設株式会社 酒田市

酒田市 7 庄内農業共済組合 酒田市

酒田市 8 阿部エンジニアリング株式会社 酒田市 平成24年２月

酒田市 9 株式会社エコー 酒田市



酒田市 10 仮設機材工業株式会社 酒田市

酒田市 11 株式会社阿部製材所 酒田市

酒田市 12 株式会社丸高 酒田市

酒田市 13 酒田市袖浦農業協同組合 酒田市

酒田市 14 酒田海陸運送株式会社 酒田市

酒田市 15 株式会社平尾工務店 酒田市

酒田市 16 株式会社エルデック 酒田市

酒田市 17 株式会社出羽測量設計 酒田市

酒田市 18 株式会社長浜建設 酒田市

酒田市 19 大平工業株式会社 酒田市

酒田市 20 有限会社齋藤組 酒田市

酒田市 21 阿部建設株式会社 酒田市

酒田市 22 株式会社安田池田組 酒田市

酒田市 23 遠田建設株式会社 酒田市

酒田市 24 株式会社小松組 酒田市

酒田市 25 環清工業株式会社 酒田市

酒田市 26 株式会社セフティ両羽 酒田市

酒田市 27 五十嵐工業株式会社 酒田市

酒田市 28 林建設工業株式会社 酒田市

酒田市 29 株式会社若松建設 酒田市

酒田市 30 福田道路株式会社酒田営業所 酒田市

酒田市 31 酒井鈴木工業株式会社 酒田市

酒田市 32 株式会社菅原工務所 酒田市

酒田市 33 株式会社みなと 酒田市

酒田市 34 羽前建設株式会社 酒田市

酒田市 35 富樫建設株式会社 酒田市

酒田市 36 庄内園芸緑化株式会社 酒田市

酒田市 37 東北電機鉄工株式会社 酒田市

酒田市 38 東北メンテナンス工業株式会社 酒田市

酒田市 39 渡部興業株式会社 酒田市

酒田市 40 株式会社ハムシステム庄内 酒田市

酒田市 41 株式会社三栄電機工業 酒田市

酒田市 42 荘内土木株式会社 酒田市

酒田市 43 株式会社斉藤工業所 酒田市

酒田市 44 株式会社畑山 酒田市

酒田市 45 ミナモト電気株式会社 酒田市

酒田市 46 株式会社リサイクルセンター 酒田市

酒田市 47 地神建設株式会社 酒田市

酒田市 48 有限会社土井建設 酒田市



酒田市 49 株式会社みどりサービス 酒田市

酒田市 50 T＆日本メンテ開発株式会社 酒田市

酒田市 51 出羽工業株式会社 酒田市

酒田市 52 荘内電気設備株式会社 酒田市

酒田市 53 株式会社ハウジングすがわら 酒田市

酒田市 54 浅野管工設備株式会社 酒田市

酒田市 55 ＡＬＳＯＫ山形株式会社　酒田支社 酒田市

酒田市 56 株式会社サンライズ機工 酒田市

酒田市 57 株式会社遠田林産 酒田市

酒田市 58 敦井産業株式会社酒田営業所 酒田市

酒田市 59 株式会社三要 酒田市

酒田市 60 株式会社テイデイイー 酒田市

酒田市 61 株式会社チトセ電気工業 酒田市

酒田市 62 山田塗装株式会社 酒田市

酒田市 63 イヅミ電気工業株式会社 酒田市

庄内町 1 佐藤建設株式会社 庄内町

庄内町 2 株式会社狩川佐藤組 庄内町

庄内町 3 高平建設株式会社 庄内町

庄内町 4 安藤建設株式会社 庄内町

庄内町 5 株式会社ケーアイロードメンティナンス 庄内町 平成25年２月

庄内町 6 株式会社庄内でんき 庄内町

庄内町 7 最上川土地改良区 庄内町

庄内町 8 庄内たがわ農業協同組合/新余目支所 庄内町

遊佐町 1 庄司建設工業株式会社 遊佐町

遊佐町 2 伊藤建設株式会社 遊佐町

遊佐町 3 協栄建設株式会社 遊佐町

遊佐町 4 株式会社高橋工業所 遊佐町

三川町 1 庄内たがわ農業協同組合 鶴岡市


