
№ 業種（産業分類） 企業名 住所

1 庄内赤川土地改良区 鶴岡市馬場町7番35号

☆2 出羽弥兵衛(株) 鶴岡市羽黒町昼田字南田50

3 おくやまスマイル農園 酒田市浜中乙231

☆4 (株)酒田DF育成牧場 酒田市新出字坂ノ下３６番地６

☆5 (株)鳥海高原デーリィファーム 酒田市新出字坂ノ下３６番地６

6 (株)高橋園芸 遊佐町江地字出戸183番地

☆7 山形県土地改良団体連合会 山形市松栄1-7-48

8 (有)三郷原牧場 庄内町小出新田字西割１６－２

9 温海森林組合 鶴岡市大岩川字木揚場8番地

10 北庄内森林組合 酒田市飛鳥字大林547-1

☆11 (有)高菊林業 最上郡真室川町大字差首鍋1535-1

12 Ｃ 採石業
05 鉱業，採石
業，砂利採取業

鳥海採石工業(株) 鶴岡市外内島字信州川原28-5

13 佐藤建設(株) 鶴岡市矢馳字上矢馳402

14 (株)佐藤工務 鶴岡市東新斎町7-61

15 菅原建設(株) 鶴岡市大字馬町字池ﾉ下78-1

16 (株)菅原工務店 鶴岡市大淀川字洞合5-3

☆17 菅睦建設(株) 鶴岡市中楯127

18 (株)鈴木工務店 鶴岡市布目字宮田163-4

19 鶴岡建設(株) 鶴岡市泉町5番41号

☆20 十和建設(株) 鶴岡市伊勢原町25番地2号

☆21 (有)原田エフエフケイ 鶴岡市福田丁38

22 (株)マルゴ 鶴岡市神明町12-4

23 (株)三浦土建 鶴岡市大山三丁目23-38

☆24 森建設工業(株) 鶴岡市上藤島字街道西3-1

25 (株)山田工務店 鶴岡市羽黒町細谷字堰面68-2

☆26 (株)山本組 鶴岡市下川字東海林場358-67

27 阿部建設(株) 酒田市法連寺字村前24-1

28 五十嵐工業(株) 酒田市広野字福岡460-1

29 羽前建設(株) 酒田市上安町2丁目20-30

30 遠田建設(株) 酒田市上青沢字向芦沢83-3

31 大井建設(株) 酒田市東町2-1-7

☆32 株式会社小松組 酒田市こあら３丁目６－１

☆33 (株)斉藤工業所 酒田市山居町2丁目13番18号

34 (株)佐藤江理子建築工房 酒田市ゆたか1丁目10-10

02 林業

06 総合工事業

Ｄ
 

建
設
業

01 農業

過去に大学等卒業予定者の求人実績がある

庄内地域の主な企業（４９４社）

インターンシップ受入企業以外にも、庄内には大卒者等の採用を希望する企業がたくさんあ

りますので、ぜひ地元企業への就職を御検討下さい。

No.の前に☆がついている企業は、「山形県就職情報サイト」に掲載されていますので、サイ

トからも企業情報を確認できます。ぜひ御覧ください。

このリストは、

① 過去に「学生・UIJターン 庄内就職説明会」「やまがた合同企業説明会」等、県や山形

労働局主催の合同企業説明会・面接会に参加したことがある企業（平成30年度～）

② 庄内地域に就業場所があり、「山形県就職情報サイト」に求人情報を掲載している企業

③ ハローワーク酒田、ハローワーク鶴岡に大学等卒業予定者を対象とした求人票を提出

したことがある企業(平成26年度～令和４年９月の実績）

を集約したものです。



№ 業種（産業分類） 企業名 住所

35 荘内土木(株) 酒田市新橋5丁目1-6

☆36 (株)菅原工務所 酒田市東栄町12番44号

37 (株)テイデイイー 酒田市京田2-53-5

☆38 林建設工業(株) 酒田市幸町1-6-6

39 (株)平尾工務店 酒田市東泉町4-11-11

☆40 (株)丸高 酒田市下安町41番地の1

41 (株)みなと 酒田市浜松町3-56

42 東北興産株式会社 酒田市ゆたか３丁目２－７

43 (株)狩川佐藤組 庄内町狩川字東興野80-1

44 渋谷建設(株) 山形市東青田5-1-5

45 上野建設(株) 庄内町古関字土手の下11－1

46 (株)アクアプラス 鶴岡市遠賀原字稲荷41-4

47 (有)アトリエイマジン 鶴岡市大宝寺字中野142-7

☆48 (株)ナカムラ 鶴岡市伊勢原町26-10

☆49 (有)備研 鶴岡市八色木字西野337-3

☆50 T＆日本メンテ開発(株) 酒田市木川字東中道29-8

☆51 東北電機鉄工(株) 酒田市大浜1-4-57

52 (株)中山板金塗装工業 酒田市東大町１丁目8-19

53 (株)ブルー 酒田市亀ヶ崎2-4-37

54 (株)モトタテ 酒田市宮海字明治 99-1

55 山田塗装(株) 酒田市東大町3丁目7-10

☆56 山形エム・シー(株) 三川町大字青山字外川原212-1

57 (有)社寺工房上野 庄内町狩川字西田１２３－１０

☆58 (株)デワホーム 山形市嶋北三丁目2番21号

59 (株)エスユーエス 天童市大字蔵増1460-10

60 飯田鉄工㈱ 山梨県笛吹市境川町石橋1314

61 齋藤板金株式会社 酒田市東栄町１１－１５

☆62 アベ電工(株) 鶴岡市小淀川字色田72-4

☆63 (株)板垣水道 鶴岡市長沼字上新田34

64 荘和設備工業(株) 鶴岡市伊勢横内字畑福16番地

65 (有)伸栄実業 鶴岡市湯温海字温福12-4

☆66 (株)渡会電気土木 鶴岡市下山添字一里塚36

67 環清工業(株) 酒田市浜中字八間山135番地の1

68 (有)菊池電気 酒田市東町1丁目7-17-1

69 太熱工業(株) 酒田市大宮町2丁目3番地の3

70 (株)鶴電工業 酒田市広栄町2丁目1-3

☆71 (株)畑山 酒田市亀ヶ崎4丁目20-24

72 (株)ハムシステム庄内 酒田市両羽町6-4

☆73 (株)メカニック 酒田市砂越字中台70

74 (有)佐々木電気 東田川郡庄内町余目字三人谷地１４７

☆75 弘栄設備工業(株) 山形市北町一丁目7番2号

☆76 東北電化工業(株) 山形市青田3-9-18

☆77 太田産商(株) 鶴岡市大宝寺字立野503-1

78 (有)木村屋 鶴岡市山王町9-25

79 (株)佐徳 鶴岡市宝田2-9-79

80 (株)東北ハム 鶴岡市宝田3-6-58

81 (有)菊池菓子舗 酒田市二番町8-19

82 (有)木村屋 酒田市中町3-5-29

83 (株)金龍 酒田市黒森字草刈谷地180-1

84 コーユ(株) 酒田市松美町13-212

85 酒田酒造(株) 酒田市日吉町2丁目3-25

86 酒田米菓(株) 酒田市両羽町2-24

87 (株)サカタフーズ 酒田市砂越字上川原507

88 菅原冷蔵(株) 酒田市北浜町2-82

89 楯の川酒造(株) 酒田市山楯字清水田27

90 東北日本ハム(株) 酒田市広栄町3-1

☆91 (株)平田牧場 酒田市みずほ2丁目17-8

☆92 (株)大商金山牧場 庄内町家根合字中荒田21-2

93 ハナブサ醤油(株) 庄内町余目町161

☆94 (株)マルハチ 庄内町廿六木字五反田75-1

☆95 竹本産業(株) 遊佐町藤崎字茂り松157-31

08 設備工事業

Ｅ
 

製
造
業

09 食料品製造業

Ｄ
 

建
設
業

07 職別工事業

06 総合工事業



№ 業種（産業分類） 企業名 住所

96 09 食料品製造業 丸善食品工業(株)鶴岡工場
東京都板橋区成増1-30-13 トーセイ三井生
命ビル5階

☆97 (株)サンスタイル 鶴岡市伊勢原町29-28

☆98 松文産業(株)鶴岡工場 鶴岡市上山添字神明前250番地

99 (株)ユニオン 鶴岡市大塚町16ｰ40

☆100 (株)アーバンルック 酒田市東町1丁目18-3

☆101 松岡(株) 酒田市字仲町20

102 (株)四ツ葉ドレス 酒田市十里塚字村東山３９８－１９

103 (株)カリカワ山形工場 庄内町狩川字大釜133

104
12 木材・木製品
製造業

(有)藤島木工所 鶴岡市藤島関根字土用野43

105
13 家具・装備品
製造業

(株)エコー 酒田市両羽町325-1

☆106
14 パルプ・紙・
紙加工品製造業

東北旭段ボール(株) 遊佐町比子字青塚1-1

☆107 (株)小松写真印刷 酒田市京田2-59-3

108 進和ラベル印刷(株) 酒田市京田4-9-5

109 菅原冷蔵(株) 酒田市北浜町２－８２

110 (株)テルナイト 酒田市大浜1丁目2-14

111 東北東ソー化学(株) 酒田市大浜1丁目4-16

☆112 (株)三洋 三川町大字横山字大正27

113 大阪有機化学工業株式会社 遊佐町藤崎字茂り松157-23

114 東ソー・クォーツ(株)酒田製造所 酒田市大浜1丁目4-85

115 日本重化学工業(株)　酒田事業所 酒田市大浜1丁目4-63

☆116 前田製管(株) 酒田市上本町6-7

☆117 (株)安藤組 庄内町提興屋字中島80

☆118 伊藤鉄工(株) 鶴岡市矢馳字下矢馳44-1

119 高島産業(株) 鶴岡市下山添字庄南39

☆120 (有)成澤鉄工所 鶴岡市柳久瀬字大坪16

121 (株)上林鉄工所 酒田市松美町2-15

☆122
パイプ・ラインエンジニアリング(株)　酒
田工場

酒田市京田4丁目8-2

123 (株)イタガキ 三川町大字神花字前外川原476-1

124 (株)アサヒニイズマ 鶴岡市越中山谷口106-7

125 (株)五十嵐工業所 鶴岡市白山字村北102

126 (株)庄内シャーリング 鶴岡市上藤島字上川原80

127 BX東北鐡矢(株) 鶴岡市田代字広瀬16

☆128 (株)須藤製作所 酒田市広野字末広100

☆129 (株)ユーテック 酒田市両羽町11-9

☆130 (株)渡部製作所 酒田市高砂字官林続10-8

☆131 宏和工業(株) 三川町大字押切新田字刈取25-1

132 山形エム・シー(株) 三川町大字青山字外川原212-1

133 (株)グローバルマシーン 庄内町余目字大塚25

134 (株)桜本製作所　山形事業部 庄内町常万字一本木西2

☆135 睦特殊金属工業(株)山形工場 遊佐町藤崎字茂り松2-195

☆136 イースタン技研(株) 神奈川県大和市福田6-9-21

☆137 (株)ユニオンダイキャスティング 東京都板橋区前野町2-30-9

138 (有)畑田鐵工所 鶴岡市三和町９番４号

139 (株)大山機械 鶴岡市白山字西野162

☆140 (株)佐藤機械研究所 鶴岡市錦町11-34

☆141 中野鉄工(株) 鶴岡市宝田3丁目7番16号

142 グリーンメタル(株) 鶴岡市宝田3-11-25

☆143 (株)庄内クリエート工業 鶴岡市下清水字内田元72−40

144 (株)シンクロン鶴岡工場 鶴岡市宝田1-19-71

☆145 テクマン工業(株) 鶴岡市下清水字内田元74-17

146 (株)トガシ技研 鶴岡市丸岡字町の内309番地1

147 (株)石井製作所 酒田市京田4丁目1番地の13

148 株式会社上林鉄工所 酒田市松美町２－１５

☆149 (株)コステム 酒田市十里塚村東山398-20

150 (株)斎藤農機製作所 酒田市両羽町332

☆151 (株)佐藤鉄工所酒田事業所 酒田市古湊町36-36

152 ファースト機工(株) 酒田市十里塚字村東山南359-2

☆153 (株)ヨロズエンジニアリング 三川町大字青山字外川原207-1

Ｅ
 

製
造
業

11 繊維工業

15 印刷・同関連
業

21 窯業・土石製
品製造業

22 鉄鋼業

26 生産用機械器
具製造業

16 化学工業

25 はん用機械器
具製造業

24 金属製品製造
業



№ 業種（産業分類） 企業名 住所

☆154 (株)高研 鶴岡市宝田1-18-36

155 (株)鶴岡光学 鶴岡市みどり町13-2

☆156 (株)飯塚製作所 酒田市宮海字中砂畑27番地の21

☆157 (株)ニシカワ 三川町大字押切新田字対馬365-1

158 日東イシダ(株) 宮城県仙台市若林区卸町五丁目3番5号

159 スズモト(株) 鶴岡市下清水字内田元72-43

☆160 アサヒ電器工業(株) 鶴岡市外内島字信州川原175-1

☆161 OKIサーキットテクノロジー(株) 鶴岡市宝田1-15-68

162 (株)スタンレー鶴岡製作所 鶴岡市渡前字大坪45

☆163
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリ
ング(株)

鶴岡市宝田1-11-73

164
ＴＤＫエレクトロニクスファクトリーズ
(株)

鶴岡市山田字油田97

☆165 東北エプソン(株) 酒田市十里塚166-3

166 ユニティ(株) 庄内町余目字滑石44-6

☆167 (株)ウエノ 鶴岡市三和字堰中100

☆168 オリエンタルモーター(株)鶴岡中央事業所 鶴岡市宝田1-13-30

☆169 (株)光洋 鶴岡市宝田3丁目3番27号

☆170 (株)高砂製作所 鶴岡市宝田3丁目14-24

171 松本ESテック(株)鶴岡工場 鶴岡市宝田3丁目10番41号

172 (株)砂川電機 酒田市高砂字官林続10-15

☆173 山形エスシーエス(株) 酒田市東町1-26-20

174 (株)JVCケンウッド山形 鶴岡市宝田1-15-80

☆175 ワテック(株) 鶴岡市大宝寺字日本国254-2

☆176 ティービーアール(株) 鶴岡市宝田1丁目11-16

☆177
マーレエンジンコンポーネンツジャパン
(株)鶴岡工場

鶴岡市宝田1丁目12-10

178 山形クラッチ(株) 鶴岡市下山添字庄南43番地

179 (株)ニットレ酒田事業所 酒田市古湊町36-36

180 (株)グローバルマシーン 庄内町余目字大塚２５

181 (株)鶴岡バイオマス 鶴岡市下山添字庄南45-3

☆182 酒田共同火力発電(株) 酒田市宮海字南浜1-19

☆183 34 ガス業 酒田天然ガス(株) 酒田市東両羽町4-5

184 38 放送業 酒田エフエム放送(株) 酒田市中町2-5-19 酒田駐車ﾋﾞﾙ1F

☆185 (株)セーブ 鶴岡市斎藤川原字間々下116-1

186 (株)ソネット 鶴岡市日出1-6-8

187 (株)鶴岡電子計算センター 鶴岡市家中新町6-26

188 (株)フェイバーエンジニアリング 鶴岡市伊勢横内伊勢郷23-1

189 (株)管理システム 酒田市京田2-69-8

190 キューブワン情報(株) 酒田市京田4-1-10

191 酒田エス・エー・エス(株) 酒田市あきほ町654-1

☆192 (株)日情システムソリューションズ 酒田市京田2-69-3

☆193 (株)エム・エス・アイ 山形市松栄1丁目5-7

☆194 オビサン(株) 山形市流通センター1-9-2

195 株式会社SIG酒田事業所 酒田市中町２丁目５－１０

196 (株)荘内日報社 鶴岡市馬場町8-29

☆197 (株)コミュニティ新聞社 酒田市二番町9-14

☆198 (株)サンリキュール 酒田市幸町1-3-1 第1庄交ビル6F

☆199
43 道路旅客運送
業

庄内交通(株) 鶴岡市錦町2-60

200 (有)平田通商 酒田市砂越字中台34-5

☆201 (有)安藤運輸 庄内町提興屋字中島55

202 (株)日本海運輸 遊佐町菅里字菅野南山93-2

☆203 第一貨物(株) 山形市諏訪町二丁目1番20号

☆204
50 各種商品卸売
業

野川商事(株) 天童市老野森3-2-6

☆205
51 繊維・衣服等
卸売業

藤井(株) 山形市流通ｾﾝﾀｰ二丁目7-1

206 (株)庄果 三川町大字押切新田字茨谷地50

207 (株)山形丸魚 天童市石鳥居2丁目2-70

☆208 (株)全農ライフサポート山形 天童市長岡北四丁目7-18

☆209 阿部多(株) 鶴岡市文下字沼田44-1

☆210 金屋(株) 鶴岡市平京田字屋敷廻1番地4

☆211 加藤総業(株) 酒田市東町1-1-8

Ｈ
 

運
輸

業
，
郵
便
業

44 道路貨物運送
業

Ｅ
 

製
造
業

28 電子部品・デ
バイス・電子回路
製造業

29 電気機械器具
製造業

30 情報通信機械
器具製造業

31 輸送用機械器
具製造業

Ｆ 電気・ガ
ス・熱供

給・水道業

33 電気業

Ｇ
 

情
報
通
信
業

41 映像・音声・
文字情報制作業

39 情報サービス
業

Ｉ
 

卸
売
業
，
小
売
業

52 飲食料品卸売
業

53 建築材料，鉱
物・金属材料等卸
売業

27 業務用機械器
具製造業



№ 業種（産業分類） 企業名 住所

☆212 サカタ理化学(株) 鶴岡市余慶町6-38

☆213 ツルカンシステム(株) 鶴岡市文下字沼田15-4

214 高島電機(株)酒田営業所 酒田市東町1丁目20-7

215 東北機工(株) 酒田市みずほ2丁目17番地の5

☆216 丸本器械(株) 酒田市卸町３－13

217 山形オートリサイクルセンター(株) 酒田市広栄町2丁目226-2

218 富士フイルムBI山形株式会社 山形市鉄砲町２丁目17-48

219 (株)あいとサービス 鶴岡市上藤島字備中下3-1

☆220 山米商事(株) 山形市流通センター一丁目10-2

☆221 (株)主婦の店鶴岡店 鶴岡市美咲町37-17

☆222 生活協同組合共立社 鶴岡市宝田1-3-23

223 (株)ト一屋 酒田市東町2-2-1

☆224 (株)ヤマザワ 山形市あこや町3-8-9

☆225 (株)ヤマザワ薬品 山形市あこや町3-9-3

226 (株)Ａコープ東北 岩手県盛岡市仙北二丁目5番4号

☆227 (株)マルエーうちや 秋田県秋田市泉北2-4-23

☆228 (株)小いけ 鶴岡市本町1-8-46

☆229 (株)粧苑中央 鶴岡市本町1-7-40

☆230 (株)ニシムラ 酒田市中町1-9-21

☆231 (株)モリタ 秋田県秋田市山王三丁目3-9

☆232 (株)清川屋 鶴岡市宝田1-4-25

☆233 カムコミュニケーションズ(株) 酒田市東泉町4-11-6

234 庄内ヤクルト販売(株) 酒田市広野字下通222番地

235 (株)菅原鮮魚店 酒田市船場町2丁目5-10

236 本間物産(株) 遊佐町比子字白木２３－３６２

☆237 (株)サン・ベンディング東北 宮城県仙台市宮城野区福田町南2-3-50

238 株式会社鶴食 鶴岡市北茅原８ー１

239 (株)ホンダ四輪販売庄内 鶴岡市美咲町2-1

☆240 山形日産自動車販売(株) 鶴岡市美咲町34-5

241 (株)サカタマツダ自動車 酒田市新橋1-3-10

242 (株)グリーンサービス 酒田市大浜2丁目2-24

☆243 (株)八幡自動車商会 酒田市東両羽町8-6

244 スズキアリーナオオヤ（(株)オオヤ） 庄内町狩川字水除4-1

☆245 (株)エイアンドシー 山形市西田5丁目26-1

☆246 (株)カーサービス山形 山形市上山家町字下宿766-6

☆247 コマツ山形(株) 山形市蔵王成沢字町浦192

☆248 トヨタカローラ山形(株) 山形市南一番町1-15

249 ネッツトヨタ山形(株) 山形市東青田5-1-1

☆250 南東北日野自動車(株) 山形市立谷川3-3553-1

251 山形スバル(株) 山形市荒楯町2-1-88

252 山形ダイハツ販売(株) 山形市白山3-8-30

☆253 山形トヨペット(株) 山形市飯田5-5-2

254 山形パナソニック(株) 山形市平清水1-1-75

☆255 山形三菱自動車販売(株) 山形市五十鈴3-1-6

☆256 (株)東北マツダ 宮城県仙台市宮城野区小田原1-3-23

☆257 (株)ホンダカーズ山形 宮城県仙台市宮城野区扇町1-6-36

258 コネクシオ(株) 東京都新宿区西新宿8-17-1 37F

☆259 リコージャパン(株)　山形支社 東京都港区芝3-8-2 芝公園ファーストビル

260 新潟サンリン(株)庄内支店 鶴岡市文下字沼田5-1

261 (株)ファンシーフラワー 鶴岡市日吉町2-23

262 (株)チャンピオン 酒田市四ｯ興屋430

263 (株)ニューライフサンワ　ドコモショップ酒田北店 酒田市ゆたか２丁目１５－５

264 (株)ましま家具店　ホームデコ 酒田市京田1丁目2番地の12

☆265 荘内エネルギー(株) 酒田市東町1丁目7番地の9

266 (株)みどりサービス 酒田市砂越字上川原44-1

☆267 (株)サンデー 山形市前田町6-10

☆268 遠藤商事(株) 山形市穂積85

☆269 山形教育用品(株) 山形市馬見ヶ崎1-21-7

270 ヤマリョー(株) 山形市流通ｾﾝﾀｰ3丁目6-5

271 (株)南東北クボタ 宮城県名取市田高字原182-1

272 ヤンマーアグリジャパン(株)東北支社
宮城県仙台市若林区6丁の目西町8-1斎喜セ
ンタービル1階

273 (株)コメリ 新潟県新潟市南区清水4501-1

57 織物・衣服・
身の回り品小売業

59 機械器具小売
業

60 その他の小売
業

55 その他の卸売
業

56 各種商品小売
業

54 機械器具卸売
業

Ｉ
 

卸
売
業
，
小
売
業

58 飲食料品小売
業

54 機械器具卸売
業



№ 業種（産業分類） 企業名 住所

☆274 (株)荘内銀行 鶴岡市本町1-9-7

☆275 (株)山形銀行 山形市七日町3-1-2

☆276 (株)きらやか銀行 山形市旅篭町3-2-3

☆277
63 協同組織金融
業

鶴岡信用金庫 鶴岡市馬場町1-14

278
65 金融商品取引
業，商品先物取引
業

荘内証券(株) 酒田市二番町1-8

☆279 東京海上日動火災保険(株)山形支店 山形市松波1-1-5

280 アクサ生命保険(株)酒田営業所 酒田市中町２丁目5-10

281 山形県農業共済組合庄内支所 酒田市広野字上割171-1

282 全国合同漁業共済組合山形県事務所 酒田市船場町2丁目2-1

283 (株)大丸不動産 酒田市相生町1-3-28

284 (株)東洋開発 酒田市本町一丁目5番31号

285 山一不動産(株) 酒田市みずほ2丁目17-5

286
69 不動産賃貸
業・管理業

(株)ロック 鶴岡市大宝寺町3-51

☆287 (株)タマツ 鶴岡市美咲町32-7

☆288 酒田レンタル(株) 酒田市こがね町2-6-45

289 (株)トヨタレンタリース山形 山形市鉄砲町3-1-33

☆290 (株)セントラルリース 南陽市宮内2035-1

☆291 ニッポンレンタカー東北(株) 宮城県仙台市青葉区本町1丁目2番20号

292 (株)サリバテック 鶴岡市覚岸寺字水上246番地2 D-16

293 Spiber(株) 鶴岡市覚岸寺字水上234-1

294
ヒューマン・メタボローム・テクノロジー
ズ(株)

鶴岡市覚岸寺字水上246-2

295 (株)遠藤会計事務所 鶴岡市新形町21-20

296 協同組合　庄内企業振興協会 鶴岡市茅原字草見鶴18-21

297 (有)タクセスビューロー 鶴岡市青柳町37-20

298 大川税理士事務所 酒田市北新橋１－２－１５

299 (株)アステック建築積算 鶴岡市道形町19-39

300 (株)石川測量事務所 鶴岡市日出1丁目27-13

301 太田総合動物病院 鶴岡市切添町24-20

302 キャド・キャム(株) 鶴岡市大宝寺日本国378-12

303 (株)鈴木測量事務所 鶴岡市みどり町6-7

☆304 東北環境開発(株) 鶴岡市下清水字打越2-1

305 (株)東邦設計コンサル 鶴岡市荒井京田字荒田263-20

☆306 ブレンスタッフ(株) 鶴岡市桜新町8-33

307 (株)理研分析センター 鶴岡市道形町 18-17

☆308 (合)work life shift 鶴岡市

☆309 (有)サトウ調査設計 酒田市こあら3丁目3−16

310 (株)進藤建築設計事務所 酒田市浜田2丁目12-12

311 (株)大和エンジニア 酒田市大宮町１丁目４－６

☆312 (株)庄内測量設計舎 庄内町余目字三人谷地69-9

313 (株)いさごや 鶴岡市湯野浜1丁目８−７

314 (株)亀や 鶴岡市湯野浜1丁目5-50

☆315 (株)九兵衛旅館 鶴岡市湯田川乙19

316 (株)たちばなや 鶴岡市湯温海丁3

317 (株)龍乃湯 鶴岡市湯野浜2丁目4-47

☆318 (株)萬国屋 鶴岡市湯温海丁1

319 (株)ホテルアルファーワン鶴岡 鶴岡市末広町18-41

320 (有)ホテルテトラリゾート鶴岡 鶴岡市下川東海林場358-3

321 (株)宮島屋旅館 鶴岡市湯野浜1丁目６−６−４

322 (株)ホテルアルファーワン酒田 酒田市幸町2-1-12

323 (有)える・さん 鶴岡市東原町17-7

324 山形優味(株)　美酒旬魚　すず音 鶴岡市錦町7-68

325 (株)伊豆菊食堂　武蔵寿司 酒田市中町2丁目1-20

68 不動産取引業

70 物品賃貸業

Ｌ
 

学
術
研
究
，
専
門
・
技
術
サ
ー

ビ
ス
業

71 学術・開発研
究機関

74 技術サービス
業（他に分類され
ないもの）

72 専門サービス
業（他に分類され
ないもの）

75 宿泊業

Ｋ
 

不
動
産
業
，
物
品
賃
貸

業

Ｊ
 

金
融
業
，
保
険
業

62 銀行業

67 保険業

76 飲食店

Ｍ
 

宿
泊
業
，
飲
食
サ
ー

ビ
ス
業



№ 業種（産業分類） 企業名 住所

326 (有)井筒 酒田市中町2丁目3-27

327 (有)カネヤス 酒田市船場町2丁目5-10

328 荘内振興(株) 酒田市緑町16-19

329 食の元気(株) 酒田市本町３丁目6-40

330 (株)西洋割烹花月 酒田市こがね町２丁目25-10

☆331 壺やきいも専門店そらいも 酒田市中町1-9-16

332 (株)Patisserie Joli･Jolie 酒田市東中の口町２－３

333 (株)もっけだのフードサービス 酒田市新橋２丁目26-20

334 楽食屋たちかわ 酒田市日吉町2丁目1-30

335 Restaurant Nico 酒田市亀ケ崎３丁目７－２

336 ドトールコーヒーショップイオンモール三川店 三川町大字猪子和田庫１２８−１

337 遊佐町総合交流促進施設(株) 遊佐町菅里字菅野308-1

☆338 (株)三栄本社 山形市深町１丁目9-10

☆339 (株)ベスト 鶴岡市布目字宮田163-1

340 (株)メフォス北東北事業部山形支店 山形市城南町1-1-1 霞城ｾﾝﾄﾗﾙ16F

341 Peace(株) 鶴岡市美咲町1-5

342 美容室オアシス 鶴岡市ほなみ町2-14

343 ヘアリゾートハピネス 鶴岡市ほなみ町11-14

344 (株)アトリエ比゜加曽 三川町大字横山袖東3-8

345 (有)コワフュール・イマージュ 酒田市本町2丁目1-51

346 Hair Space Rose’S（(株)ハナエ） 酒田市あきほ町120-1 ｲｵﾝ酒田南SC1F

☆347 ロイヤルネットワーク(株) 酒田市浜田1-7-20

☆348 (株)エル・サン 鶴岡市東原町17-7

☆349 (株)庄交コーポレーション 鶴岡市錦町2-60

☆350 (株)アークベル 新潟県新潟市中央区南笹口2丁目7番20号

351
NPO法人健康づくりサポート東北２１県民
の海・プール　スパール

鶴岡市下川字龍花崎41-86

☆352 (株)ベガスベガス 山形市香澄町2-8-1

☆353 (株)リプライ 寒河江市石田44

☆354 (株)エスタディオ 神奈川県横浜市中区住吉4丁目45-1

355 (学)鶴岡城南学園　城南幼稚園 鶴岡市のぞみ町6-20

356 (学)双葉学園　認定こども園　マリア幼稚園 鶴岡市馬場町7-19

357 (学)アテネ学園　アテネ幼稚園 酒田市若原町1-44

358 (学)明照学園　浄徳幼稚園　じょうとく保育園 酒田市みずほ2丁目2-4

359 (学)酒田双葉学園　認定こども園酒田ふたば園 酒田市日吉町1丁目1-7

360 (学)龍州学園　若草幼稚園 酒田市日吉町1丁目4-34

361 (株)鶴岡自動車学園 鶴岡市西新斎町6-34

☆362 株式会社 J Institute （J PREP斉藤塾酒田校） 酒田市幸町1丁目3-1 第一庄交ビル3階

363 (株)鳥海学園 酒田市両羽町1-13

364 青陽学院 酒田市新橋1-7-16

☆365 (株)出羽自動車教習所 酒田市豊里字下西割22

366 (株)関東自動車学校 庄内町余目字船塚17-1

367 (医社)五十嵐歯科医院 鶴岡市睦町17-5

368 石井歯科医院 鶴岡市美咲町24-5

369 医療生活協同組合やまがた 鶴岡市双葉町13-45

370 (有)ウィルデンタルラボ 鶴岡市睦町17-16

371 (医)幸和会 美咲クリニック 鶴岡市美咲町25-5

372 武田歯科医院 鶴岡市茅原町28-15

373 (一社)鶴岡地区医師会 鶴岡市馬場町1-34

374 (医)宮原病院 鶴岡市三和町1-53

375 もりむら皮ふ科クリニック 鶴岡市みどり町29-22

376 いくま内科胃腸科クリニック 酒田市錦町5-32-698

377 (医)健友会 本間病院 酒田市中町3-5-23

378 (医)山容会　山容病院 酒田市浜松町1-7

379 高木整形外科クリニック 酒田市亀ｹ崎7丁目1-30

380 (医)丸岡医院 酒田市松原南15-1

381 (医)山本医院 酒田市新井田町15-3

382 (医社)愛陽会 三川町大字横山字堤39

383 (医)阿部内科胃腸科医院 庄内町南野字南浦95-1

☆384 (医)徳洲会庄内余目病院 庄内町松陽1-1-1

☆385 順仁堂遊佐病院 遊佐町遊佐字石田7

386 こあら歯科クリニック 酒田市こあら２丁目５－４

387 医療法人さとう整形外科クリニック 鶴岡市城北町２６－１０

388
医療法人アイリス【島眼科】【黒沢眼科医
院】

鶴岡市昭和町１０－２０

Ｍ
 

宿
泊
業
、

飲
食
サ
ー

ビ
ス
業

76 飲食店

Ｏ
 

教
育
，
学
習
支
援
業

81 学校教育

82 その他の教
育，学習支援業

Ｐ
 

医
療
，
福
祉

77 持ち帰り・配達
飲食サービス業

N
 

生
活
関
連
サ
ー

ビ
ス
業
、

娯
楽
業

78 洗濯・理容・
美容・浴場業

79 その他の生活
関連サービス業

80 娯楽業

83 医療業



№ 業種（産業分類） 企業名 住所

389 (社福)朝日ぶなの木会 鶴岡市熊出字東村157-2

390 (社福)あつみ福祉会 鶴岡市槙代丁53-1

391 (株)アライブ　介護事業部 鶴岡市昭和町7-16

392 (学)いなば学園　鶴岡市藤島児童館 鶴岡市藤島字笹花58-2

393 (社福)いなほの会　さくらが丘 鶴岡市羽黒町川代字桜ヶ丘115-4

394 (社福)一幸会 鶴岡市美原町4番40号

395 (社福)上郷保育会 鶴岡市みずほ50

396 (社福)櫛引福寿会 鶴岡市たらのき代字桃平123

397 (社福)恵愛会　美咲保育園 鶴岡市美咲町32番8号

☆398 (社福)恵泉会 鶴岡市茅原町28番10号

399 (社福)黄金保育会 鶴岡市青龍寺字川内109-7

400 (社福)三瀬保育会 鶴岡市三瀬殿田233-11

401 (社福)思恩会 鶴岡市湯野浜一丁目17-35

402
(特非営利)大地  認知症高齢者グループホー
ムなごみ

鶴岡市羽黒町赤川字熊坂47番3

☆403 鶴岡市社会福祉協議会 鶴岡市泉町5-30

404 (一社)鶴岡地区医師会 鶴岡市馬場町1-34

405
(特非営利)鶴岡福祉村　障害者支援オフィ
ス「ひので」

鶴岡市日出１丁目7-7

406 (社福)地の塩会　荘内教会保育園 鶴岡市本町3-5-36

407 (社福)道形保育会 鶴岡市道形町20-52

408 (社福)新形愛育会　新形保育園 鶴岡市新形町2番35号

409 (社福)はぐくみ会　ちとせ保育園 鶴岡市稲生一丁目14番1号

410 (社福)羽黒百寿会 鶴岡市羽黒町手向字薬師沢198番地の3

411 (合)ハウスカ 鶴岡市美原町17-17

☆412 (株)ひまわり 鶴岡市稲生1-3-5

413 (社福)ふじの里 鶴岡市藤の花一丁目18番地1

414 ぷらすはーと(株) 鶴岡市神明町15-15

☆415 (医社)みつわ会 鶴岡市茅原町26-23

416 (社福)民田保育会 鶴岡市民田字十二前16-1

417 (株)むつみ 鶴岡市西目123-8

418 (社福)めぐみ会 鶴岡市茅原町26-27

419 (社福)山形虹の会 介護老人保健施設かけはし 鶴岡市民田字代家田100-1

420 (社福)湯野浜松波保育会　ひばり保育園 鶴岡市下川字龍花崎36-544

421 由良保育園運営委員会 鶴岡市由良1丁目21-73

422 (株)ラブラドール 鶴岡市茅原字西茅原101-6

423 (社福)和順会　常念寺保育園 鶴岡市睦町1-2

424 (社福)あすなろ会 酒田市上野曽根字上中割49番地

425 (社福)幾久栄会　特別養護老人ホーム幸楽荘 酒田市小泉字前田50

426 イデアルファーロ(株) 酒田市東町1丁目15-25

427 (特非営利)がくほれんｗｉｔｈ酒田
酒田市新橋2丁目1-19 酒田市地域福祉ｾﾝﾀｰ
内

☆428 (社福)かたばみ会 酒田市北千日堂前字松境18-1

☆429 (株)樫の木 酒田市山寺字宅地159

☆430 (社福)光風会 酒田市宮野浦3丁目20-1

431 (医)宏友会 酒田市上野曾根字上中割73

432 (社福)こどもの森協会　木の実こども園 酒田市あきほ町661-9

433
(株)高齢者リハビリテーション研究所パ
ワーリハデイサービス酒田

酒田市こあら3-1-5

434 酒田メディカルサービス(株) 酒田市高砂2丁目1-66

435 (社福)酒田保育協会 酒田市広野字中通40-3

☆436 (社福)酒田福祉会 酒田市駅東2丁目3-6

437 (社福)酒田報恩会 酒田市北今町2-5

☆438 (社福)さくら福祉会 酒田市中牧田字丸福171

☆439 (医社)さつき会 酒田市曙町2丁目18-6

440 (社福)正覚会 酒田市黒森字葭葉山54-10

441 (社福)庄内福祉会 酒田市宮海字林内23番地

442 (株)東北福祉サービス 酒田市亀ヶ崎5-7-10

443 (医)徳洲会　介護老人保健施設徳田山 酒田市相沢字道脇7

444 (社福)中平田協会　中平田保育園 酒田市熊手島字道の上熊興屋35

445 (社福)東平田福祉会　東平田保育園 酒田市関字向126-2

446 (社福)平田厚生会 酒田市楢橋字大柳3-1

447 (特非営利)みらいず 酒田市下安町3番5号

448 (社福)明松会　障がい者支援施設　和光園 酒田市相沢字北森155

83 医療業

Ｐ
 

医
療
，
福
祉



№ 業種（産業分類） 企業名 住所

449 (社福)本楯たちばな会 酒田市豊原字大坪37番地

☆450 (社福)友和会 酒田市曙町2-26-1

451 (株)よつ葉野　デイサービスセンター 酒田市若宮町2丁目32-11

452 (株)ライフパートナー 酒田市こがね町1丁目20-11

453 (社福)けやき　なの花荘 三川町大字横山字堤189番地2

454 (社福)のどか 三川町大字猪子字大堰端333

455 (社福)三川町社会福祉協議会 三川町大字横山字西田85-2

456 (医社)山形愛心会　介護老人保健施設ほのか 三川町大字押切新田字深田1

457 (株)翔陽会・福祉施設ドレミファ 庄内町松陽3丁目1-4

458 (社福)立川厚生会　特別養護老人ホーム山水園 庄内町狩川字笠山433-3

459 (社福)みのり福祉会 庄内町南野字北野100-2

460 (社福)和心 庄内町余目字大塚39-1

☆461 (社福)遊佐厚生会 遊佐町当山字上戸8-1

☆462 (株)ニチイ学館 東京都千代田区神田駿河台2-9

☆463 庄内たがわ農業協同組合 鶴岡市上藤島字備中下3-1

☆464 鶴岡市農業協同組合 鶴岡市日吉町3番7号

465 酒田袖浦農業協同組合 酒田市坂野辺新田字葉萱112

☆466 庄内みどり農業協同組合 酒田市曙町1-1

467 山形県漁業協同組合 酒田市船場町2丁目2-1

☆468 余目町農業協同組合 庄内町余目字三人谷地172

469 公益財団法人山形県水産振興協会 鶴岡市三瀬字宮の前３２－１

470 ウィズ環境(株) 鶴岡市西目字水上沢129-5

471 (株)エルデック 酒田市松美町3-70

472 (株)エコー環境事業部 酒田市高砂官林続10-17

473 (株)石井自動車整備工場 鶴岡市宝田2-1-46

☆474 (株)ミウラカーズ・ワン 鶴岡市中野京田字大坪5

☆475 太平興業(株)荘内支店 酒田市京田一丁目105番地2

☆476 安藤整備工業(株) 庄内町余目字大塚102

☆477 東北イートップ(株) 鶴岡市藤浪4-104-2

478 株式会社サンライズ機工 酒田市両羽町３－７

☆479 (株)フジワーク山形事業所 鶴岡市末広町23番50号 ROC和鶴岡事務所1階

480 (株)バーンフュージョン 酒田市千石町2-13-10

☆481 東洋ワークセキュリティ(株)鶴岡営業所 鶴岡市道形町6番62 2F

☆482 クリーンサービス(株) 酒田市北新橋1-12-13

☆483 タイコー警備保障(株) 酒田市北新橋1-12-13

484 (株)チェンジ・ザ・ワールド 酒田市新橋2丁目26-20

485 (株)トスネット酒田営業所 酒田市亀ヶ崎5-8-54

☆486
(株)プレステージ・インターナショナル山
形ＢＰＯガーデン

酒田市京田4-1-1

☆487 山形エンジニアーズ(株) 酒田市北新橋1丁目12番13号

488 (株)山形ビルサービス庄内支社 酒田市京田1丁目2-7

☆489 ALSOK山形(株) 山形市松栄1-5-30

490 株式会社エスピーアトム 酒田市あきほ町655番地の１

491 鶴岡商工会議所 鶴岡市馬場町8-13

492 酒田商工会議所 酒田市中町2-5-10

493 (株)庄内食肉公社 庄内町家根合字中荒田21-2

494 便利屋すまーと 酒田市松原南２３－２５－１０２

95 その他のサー
ビス業

Ｑ
 

複
合
サ
ー

ビ
ス

事
業

87 協同組合（他
に分類されないも
の）

Ｒ
 

サ
ー

ビ
ス
業
（

他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

92 その他の事業
サービス業

93 政治・経済・
文化団体

85 社会保険・社
会福祉・介護事業

Ｐ
 

医
療
，
福
祉

90 機械等修理業

88 廃棄物処理業

89 自動車整備業

91 職業紹介・労
働者派遣業


