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協定締結企業等 一覧

34

34

ニッサンの森【Asahi】
ニッサンの森【朝日白倉】

あいおいニッセイ同和損保の森【西川沼山】
あいおいニッセイ同和損保の森【西川睦合】

㈱山形銀行、山形信用金庫
所在地：山辺町大字畑谷地内
面　積：2.5ha
所有者：山形県

ぐるっと花笠の森 【山形】
5 6

国土防災技術㈱
所在地：南陽市宮内地内
面　積：75.85ha
所有者：（公財）山形県林業公社

南陽・「草木の森」
㈱山形銀行、米沢信用金庫
所在地：米沢市万世町地内
面　積：2ha
所有者：米沢市

ぐるっと花笠の森 【米沢】
7

㈱山形銀行
所在地：山形市・上山市地内
面　積：196.86ha
所有者：（公財）山形県林業公社

やまぎん蔵王国定公園の森
8

NDソフトウェア㈱
所在地：南陽市上野地内
面　積：3ha
所有者：南陽市

ＮＤソフト・こもれびの郷
9 10

（公社）山形県トラック協会
所在地：山辺町大字畑谷地内
面　積：2.67ha
所有者：畑谷地区23名共有地

山形県トラックの森
㈱おーばん
所在地：尾花沢市尾花沢地内
面　積：10ha
所有者：尾花沢市第1財産区

おーばん琴の森
11

日本たばこ産業㈱
所在地：鶴岡市下川地内
面　積：25.33ha
所有者：下川生産森林組合、

鶴岡市、山形県

ＪＴの森　鶴岡
12

㈱ウンノハウス
所在地：飯豊町大字須郷地内
面　積：0.59ha
所有者：山形県

ウンノハウス企業の森
13 14

（一財）田川建設会館
所在地：鶴岡市羽黒町手向地内
面　積：60.07ha
所有者：手向生産森林組合、

鶴岡市

神の宿る森はぐろ
マックスバリュ東北㈱
イオンリテール㈱東北カンパニー
㈱サンデー
所在地：飯豊町大字上原地内
面　積：7.7ha
所有者：山形県

イオンの森
15

日東ベス卜㈱
所在地：西川町大字沼山地内
面　積：1.7ha
所有者：沼山区、西川町

にしかわ絆の森
16

㈱ジョイン
所在地：山形市みはらしの丘 地内
面　積：0.55ha
所有者：山形県

パレスグランデール絆の森
17 18

DCMホーマック㈱
所在地：尾花沢市大字銀山新畑地内
面　積：1.36ha
所有者：銀山温泉組合、尾花沢市

DCMホーマックの森
㈱滝の湯ホテル、㈱デンソーFA山形
㈱新東京ジオ・システム、㈱天童木工
所在地：天童市大字貫津地内
面　積：13.9ha
所有者：（公財）山形県林業公社

天童・不思議の森
19

㈱朝日相扶製作所
所在地：白鷹町大字十王地内

（白鷹町ふるさと森林公園）
面　積：4.1ha
所有者：白鷹町

朝日相扶  絆の森  白鷹
20

岡崎医療㈱
所在地：山形市大字松原地内

（蔵王みはらしの丘）
面　積：1.42ha
所有者：松原共有財産維持管理

組合

みはらしの丘未来の森
おか  ざ　き

21 22

山形県企業局
所在地：西川町大字月岡地内
面　積：10.71ha
所有者：西川町、本道寺地区会

企業局絆の森  月山仁田山
山形市農業協同組合
所在地：山形市小白川町地内
面　積：15.2ha
所有者：山形市小白川財産区、

小白川山林組合

JA山形市“のんきな殿さま”絆の森
23

アイジー工業㈱
所在地：東根市大字東根元東根
　　　　地内
面　積：4.6ha
所有者：東根市東根財産区

笑顔いっぱいの森  ひがしね
24

㈱ニューテックシンセイ
所在地：南陽市赤湯十分一山

他　地内
面　積：5.0ha
所有者：南陽市

もくロックの森
25 26

㈲双伸工業
所在地：東根市大字関山地内
面　積：4.2ha
所有者：（一社）関山愛林公益会

R48しあわせ街道学びの森
㈱ステージアンサンブル東北　
所在地：高畠町大字安久津地内
面　積：3.6ha
所有者：高畠町

ステージアンサンブル東北 「まほろばの里絆の森」
27

山形トヨペット㈱
所在地：山形市みはらしの丘

他地内
面　積：0.25ha
所有者：山形市

ハイブリッド基金の山形トヨペットの森
28

㈱モンテディオ山形
所在地：天童市大字田麦野地内
面　積：2.0ha
所有者：天童市

モンテディオ山形  未来の森
29 31

山形日産自動車㈱　日産プリンス山形販売㈱
所在地：朝日町大字白倉地内他
㉚面積：4.6ha
所有者：朝日町
㉛面積：75.48ha
所有者：（公財）山形県林業公社

33

㈱伊藤園
所在地：西川町大字大井沢字

サチラ森地内
面　積：2.93ha
所有者：（公財）山形県林業公社

伊藤園お～いお茶の森
あいおいニッセイ同和損害保険㈱
所在地：32西川町大字沼山地内

33西川町大字睦合地内他
32面積：1.0ha
所有者：沼山区、西川町
33面積：56.3ha
所有者：（公財）山形県林業公社

3430 32

㈱荘内銀行
所在地：金山町大字金山地内
面　積：49.65ha
所有者：㈲三英クラフト
協力者：金山町

荘銀かねやま絆の森
2

㈱山形銀行、鶴岡信用金庫
所在地：鶴岡市羽黒町手向地内
面　積：11ha
所有者：鶴岡市

ぐるっと花笠の森 【鶴岡】
4

山形ゼロックス㈱
所在地：金山町大字朴山地内
面　積：4.28ha
所有者：㈲三英クラフト
協力者：金山町

かねやま絆の森
3

新庄信用金庫、㈱山形銀行
所在地：新庄市五日町地内
面　積：21ha
所有者：柴草山管理組合、

新庄市
協力者：NPO法人バイオマス

もがみの会

1ゆい
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