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2021年事業年度 

東北芸術工科大学後援会 

事業報告（案）  



  



「202１年事業年度 事業報告（案）」について 

１ 役員会の開催 

 ○役員体制 
 

役職名 氏名 現職 

会 長 寒河江 浩二 株式会社山形新聞社 代表取締役社長 

副会長 清野 寿啓 山形パナソニック株式会社 代表取締役社長 

幹 事 長谷川 吉茂 株式会社山形銀行 取締役頭取 

〃 川越 浩司 株式会社きらやか銀行 代表取締役頭取 

〃 田尾 祐一 株式会社荘内銀行 代表取締役頭取 

〃 阿部 和人 田宮印刷株式会社 代表取締役社長 

〃 冨田 浩志 株式会社とみひろ 代表取締役社長 

〃 本間 弘 株式会社本間利雄設計事務所 代表取締役 

〃 武田 靖子 株式会社ジョイン 専務取締役 

〃 佐藤 洋詩恵 株式会社旅館古窯 代表取締役社長 

監 事 中山 眞一 株式会社塚田会計事務所 代表取締役社長 

〃 平井 康博 株式会社ヤマコー 代表取締役社長 

     任期 2年間 ： 2021年 1月 1日～2022年 12月 31日 

 
 ○事務局体制 

役職名 氏名 現職 

事務局長 野村 真司 東北芸術工科大学 渉外担当部長（兼）企画調査室長 

事務局員 遠藤 牧人 東北芸術工科大学 企画調査室職員 

事務局員 松田 瞳 東北芸術工科大学 企画調査室嘱託職員 

 

(1) 第１回役員会 

日時：2021年 2月 10日（水） 15:00～15:30 

会場：東北芸術工科大学 本館 6階 第 1会議室 

出席者数：12名（代理出席 3名含む） 

議題： 

NO. 審議事項 

1 「2020年事業年度 事業報告（案）」 について 

2 「2020年事業年度 収支決算書（案）」 について 

NO. 報告事項 

1 現在の会員数について 

2 卒業／修了研究・制作展「特別内覧会（2/8）」の状況について 

3 薪能の開催について 



(2) 第 2回役員会 

日時：2021年 12月 10日（木） 15:00～15:25／終了後「地域連携懇話会」 15:30～16:30 

会場：東北芸術工科大学 本館 6階 第 1会議室 

出席者数：1１名（代理出席 4名含む） 

議題： 

NO. 審議事項 

1 「2021年事業年度補正予算（案）」 について 

2 「2022年事業年度事業計画（案）」 について 

3 「2022年事業年度予算（案）」について 

NO. 報告事項 

1 現在の会員数について 

NO. その他 

1 「地学連携懇話会（大学執行部と学修成果に関する意見交換会）」の開催 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 大学の教育及び研究活動に対する支援事業の実施 

大学執行部と地元産業界との意見交換の場（会食の場）を予定していたが、コロナ禍により開催できなかったことにより懇親会

費にかかる経費は発生しなかった。 



３ 大学が保有する教育・研究シーズの活用事業の実施 

（1） 会員対象セミナー 

 会員向けに様々なジャンルのセミナーを、学内外の講師によりオンラインにて 5回開催した。 
 

第 1回  8月セミナー 

開催日時 2021年 8月 24日（火） 17:30～19:00  

講師 デザイン工学部 企画構想学科 准教授 緑川岳志  

テーマ データで見る SNSマーケット手法 

～SNS時代突入！ 投稿すればそれで良いと思っていませんか？ 

内容 顧客接点力の強化手法は、10 年前は WEB サイトの SEO だった

が、現在は SNS でのハッシュタグによるリーチ数のアップである。そ

れをどうやるか、どう分析するべきかを、身近な企業を実例に具体

的にアドバイスする 

参加者数 事前申込者数：83名 

当日：大学関係者含めて 78名 

 

第 2回  9月セミナー 

開催日時 2021年 9月 30日（木） 17:30～19:00  

講師 デザイン工学部 建築・環境デザイン学科 教授 三浦秀一  

テーマ 山形の企業、住まい、地域は  

SDGs とゼロカーボン社会にどう取り組むか 

内容 地球温暖化対策によって世界の企業が変わり、エネルギーが変わ

り、住まいも自動車も変わろうとしている。このゼロカーボン社会に向

けた変革は、山形にとって大きなチャンスでもある。今、世界では何

が起きていて、山形で何をすべきなのかを学ぶ 

参加者数 事前申込者数：61名 

当日：大学関係者含めて 60名 

 

第 3回  10月セミナー 

開催日時 2021年 10月 21日（木） 17:30～19:00  

講師 株式会社 nanoha 代表取締役 山口宣紀  

テーマ 誰でもできる！ ０から始める人脈づくり 

～人との出会いでチャンスを掴む～ 

内容 コロナ禍にあっても全く影響を受けずに仕事が増えている企業があ

る。ちょっとしたアイデアと行動力でチャンスを生み出すヒントが、山

形にも転がっている。人脈０、仕事０、経験０で社会に飛び出し、法

人を立ち上げるまでの経験から掴んだ「人脈」づくりのコツを伝授 

参加者数 事前申込者数：15名 

当日：大学関係者含めて 18名 



第 4回  11月セミナー 

開催日時 2021年 11月 25日（木） 17:30～19:00  

講師 デザイン工学部 建築・環境デザイン学科 教授 志村直愛  

テーマ 「青春 18放浪記」 

～格安きっぷで東北の歴史文化に触れる旅～ 

内容 春夏冬休み期間に限定発売される人気のJR 格安乗車券「青春

18 きっぷ」を使って、のんびり各駅停車の旅を楽しみながら、東北

始め各地の歴史都市や近代建築を巡った体験記とスケッチ描写

をお目にかける記録レポート 

参加者数 事前申込者数：17名 

当日：大学関係者含めて 19名 

 

第 5回  12月セミナー 

開催日時 2021年 12月 15日（水） 17:30～19:00  

講師 株式会社あじまん 代表取締役 佐藤友紀 

テーマ ～東北・関東・九州で280店舗～ 冬だけ営業！極小マーケットに

特化！勝てる場を見つける後継者としての経営戦略 

内容 創業者の急逝により30歳で株式会社あじまんを後継。以降、冬期

に限定した営業戦略を軸に東北・関東・九州と店舗展開を拡大し、

26 年間一度も赤字を出すことなく、自己資本比率80%を超える財

務体質、無借金経営企業をつくりあげた後継者としての経営戦略 

参加者数 事前申込者数：29名 

当日：大学関係者含めて 33名 

2021年 平均参加者数：41.6名（学内関係者含む） 

   

（2） 卒業／修了制作展での交流事業 

〇特別内覧会の開催 

・開催日時： 2021年 2月 8日（月） 14:00～16:00 

・開催場所： 東北芸術工科大学 芸術実習棟・アトリエ棟 

・案内教員： 木原芸術学部長、三瀬大学院芸術工学研究科長、深井大学院芸術文化専攻長ほか 

・参加者数： 会員 18社 （30名）  買上実績： 4点 

…  

 

 

 

 

 

 



４ 大学との交流事業 

会報 「おむすび」 の発行 

第 11号 

発行日 2021年 8月 3日 

 

規格 A4版 4色 12ページ 

発行部数 2,500部 

内容 ◎特集：「五縁」で新たな事業を創出する呉服屋 

 とみひろ×芸工大 

 株式会社とみひろ 代表取締役社長 冨田浩志さんに聞く 

 

◎連載：ともに歩むわが社を語る① 

 コケ緑化で地球温暖化の危機を救いたい ［株式会社モス山形］ 

 

第 12号 

発行日 202１年 11月 25日 

 

規格 A4版 4色 12ページ 

発行部数 2,500部 

内容 ◎特集：「何とかしたいを何とかします！」 

 弘栄設備工業 船橋吾一社長の想い 

 弘栄工業株式会社 代表取締役社長 船橋吾一さんに聞く 

 

◎連載：ともに歩むわが社を語る② 

 「もくロック」開発の経験を活かし、コロナ禍の山形に種をまく 

 ［株式会社ニューテックシンセイ］ 

 

５ 大学との共同事業 

（１）キャリア探求支援品の提供 

 11月中旬に、会員企業が 3年生に対して芸工大生の採用活動を模索するためのアンケート調査を本学キャリアセンターと

共同で実施し、調査結果をホームページに公表した。回答者には県産米（キューブ米／つや姫・はえぬき）を提供した。 

 

 

 

 

 

 

 

［芸工大生（62名）の特徴］ 

他大学も含めて「社内の人間関係（社風）」を重視している学生が増えている

傾向にあります。全体の回答した割合が64.5%と、「仕事のやりがい」「給与水

準」を上回って1位となっています。「ワークライフバランス」「福利厚生」も半数

以上の学生が挙げていることから、社内の風通し、人間関係が良い企業、仕

事と私生活のバランスを取りながら仕事のやりがいが感じられる企業が好ま

れています。一方で「成果主義」を挙げた学生は1名に過ぎず、業績や成果に

基づいて給料や昇進などを決定する仕組みについては、魅力的に感じてい

ないようです。 

◎主なアンケート項目 

・就職先として県内企業を希望しているか 

・山形の企業のうち、意識している企業は 

・山形にこんな企業があれば入社したいと感

じる希望や事柄 

・入社試験のやり方に関して企業側に期待

する事柄 



（２）会員対象説明会の開催 

 2月から 3月にかけて、芸工大生の採用を積極的に考えている山形・宮城の会員企業を中心とした企業説明会を、学部 3

年生を対象に対面及びオンラインにてキャリアセンターと共同開催した。参加会員企業数は延べ 26社（2回参加 3社）。

加えてオンライン面接に慣れていない会員企業向けにオンライン面接用のカメラや三脚等の機器をキャリアセンター内に設

置し、会員企業が学内でも実施できるようにした。 

 

企業説明会参加会員企業・学生参加者数 

①2月 9日（火） ［対面開催］ 13社               ②2月～3月［オンライン開催］ 13社          

 参加企業名 本社 参加者数   参加企業名 本社 参加者数 

１ （株）エイアンドシー 山形市 28名  １ （株）市村工務店 山形市 22名 

２ （株）エム・エス・アイ 山形市 25名  ２ （株）ウンノハウス 山形市 35名 

３ （株）クリエイティブスタッフ 仙台市 26名  ３ （株）エム・エス・アイ 山形市 42名 

４ （株）KDDAエボルバ 山形市 26名  ４ （株）カーサービス山形 山形市 3名 

５ （株）後藤組 米沢市 30名  ５ （株）カルラ 富谷市 11名 

６ （株）ダイバーシティメディア 山形市 28名  ６ （株）後藤組 米沢市 11名 

７ （株）千代田商事 山形市 9名  ７ 東北電化工業（株） 山形市 14名 

８ トヨタカローラ山形（株） 山形市 21名  ８ ネッツトヨタ山形（株） 山形市 9名 

９ （株）ハイテックシステム 山形市 19名  ９ （株）ハイテックシステム 山形市 16名 

10 富士フィルム BI山形（株） 山形町 29名  10 升川建設（株） 河北町 8名 

１１ （株）ホリエ 飯豊町 29名  １１ みよし工業（株） 山形市 20名 

12 山形パナソニック（株） 山形市 26名  12 （有）名月荘 上山市 ２２名 

13 （株）ヤマザワ 山形市 27名  13 （株）旅館古窯 上山市 27名 

 

６ 会員向け芸術鑑賞会の開催 

１１月 20 日（土）・21 日（日）に開催の「第 297 回定期演奏会（会場：山形テルサホール）」に 『東北芸術工科大学後援会

応援デー』 として、会員が鑑賞する機会を設け、37名の会員が鑑賞した。 

 

指揮：版 哲郎  ヴァイオリン：辻 彩奈 

曲目：芥川 也寸志 弦楽のための三楽章「トリプティーク」 

    シベリウス：ヴァイオリン協奏曲ニ短調 作品 47 

     ブラームス：交響曲 第 4番 ホ短調 作品 98 

 



７ 大学行事や後援会事務局からの案内等 

大学行事や公開講座の案内は、チラシの発送やメールにて行い、役員会の報告等については 「TUAD 後援会通信」 に

て行った。 

 

８ 会員数等について  

（１） 会員企業数 （202１.12.31時点） 

2021年の入会企業は 11社、退会企業は 8社であり、241社となった。入会・退会企業名は次のとおりである。 

①入会企業                       ②退会企業         

 入会企業名 本社   退会企業名 本社 

１ （株）ホリエ 飯豊町  １ （株）つたや 西川町 

２ 永田歯科医院 上山市  ２ （株）滝の湯ホテル 天童市 

３ （有）丹泉ホテル 南陽市  ３ （株）天童ホテル 天童市 

４ （株）銀山荘 尾花沢市  ４ （株）タマツ 鶴岡市 

５ 由良温泉 八乙女 鶴岡市  ５ （株）須藤電機 山形市 

６ 那須建設（株） 長井市  ６ （株）竹原屋本店 山形市 

７ 長文堂 山形市  ７ （株）高橋フルーツランド 上山市 

８ （株）nanoha 山形市  ８ （株）千歳館 山形市 

９ ミツバチガーデンカフェ 山形市     

10 （株）JPD 新庄市     

１１ 医療法人清昌会 山形市     
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①県別順位   

都道府県 会員数 

山形県 225 

宮城県 9 

福島県 3 

東京都 2 

青森県 1 

神奈川県 1 

②県内順位     

山形県 市町 会員数 

20市町 

山形市 160 

上山市 16 

天童市 9 

鶴岡市 6 

米沢市 5 

南陽市 4 

河北町 4 

寒河江市 3 

山辺町 3 

高畠町 3 

東根市 2 

尾花沢市 2 

酒田市 1 

新庄市 1 

村山市 1 

長井市 1 

西川町 1 

川西町 1 

飯豊町 1 

庄内町 1 

県内合計 225 

山形市内 

会員企業割合 
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③業種別順位         

業種 会員数 構成比 

I. 卸売業，小売業 53 22.0% 

E. 製造業 51 21.2% 

D. 建設業 31 12.9% 

L. 学術研究，専門・技術サービス業 24 10.0% 

M. 宿泊業，飲食サービス業 16 6.6% 

J. 金融業，保険業 14 5.8% 

N. 生活関連サービス業，娯楽業 9 3.7% 

P. 医療，福祉 8 3.3% 

R. サービス業（他に分類されないもの） 8 3.3% 

G. 情報通信業 7 2.9% 

K. 不動産業，物品賃貸業 6 2.5% 

H. 運輸業，郵便業 5 2.1% 

Q. 複合サービス事業 4 1.7% 

A. 農業，林業 3 1.2% 

F. 電気・ガス・熱供給・水道業 2 0.8% 

B. 漁業 0 0.0% 

C. 鉱業，採石業，砂利採取業 0 0.0% 

O. 教育，学習支援業 0 0.0% 

S. 公務（他に分類されるものを除く） 0 0.0% 

T. 分類不能の産業 0 0.0% 

計 241 100.0% 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NO 企業・団体名（正式名） 業務内容等 NO 企業・団体名（正式名） 業務内容等

1 株式会社アートエッグ デザイン制作 66 株式会社佐藤松兵衛商店 食品製造業販売

2 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 損害保険 67 株式会社サニックス 総合自動車サービス業

3 愛和建設株式会社 総合建設業 68 社会福祉法人山形 サンシャイン大森 介護事業

4 株式会社朝日測量設計事務所 測量設計業 69 株式会社ＪＳコーポレーション東北支社 広告代理業

5 株式会社アサヒマーケティング 印刷、広告代理業 70 株式会社JTB 山形支店 旅行業

6 株式会社あじまん 大判焼、たこ焼製造販売 71 株式会社JPD 映像制作、DTP制作、WEB制作

7 東の麓酒造有限会社 酒造業 72 株式会社JES設計 建築設計事務所

8 株式会社ＡＺＯＴＨ 服飾加工業 73 株式会社シェルター 木質構造部材の研究・設計・製造・販売

9 株式会社荒正 建設業 74 株式会社志鎌園 茶卸

10 株式会社いそのボデー トラックボデー製造 75 株式会社四山楼 日本料理店、料亭

11 株式会社市村工務店 総合建設業 76 株式会社ジョイン 冠婚葬祭業

12 株式会社井筒屋 食品小売業 77 株式会社荘内銀行 普通銀行

13 株式会社ＩＢＵＫＩ 金型製造 78 医療法人社団松柏会　至誠堂総合病院 医療業

14 岩﨑雅幸行政書士事務所 行政書士 79 株式会社尚美堂 土産品小売卸売業

15 羽陽建設株式会社 建設業 80 進和ラベル印刷株式会社 印刷業

16 うるしやまタクシー株式会社 一般乗用運送事業 81 株式会社鈴木製作所 ミシン、包装機製造

17 株式会社ウンノハウス 建設業 82 医療法人社団須田医院 医療業

18 株式会社エイアンドシー 携帯電話、他小売業 83 医療法人社団清永会 医療業

19 株式会社SHG.山形グランド 旅館・ホテル業 84 医療法人　清昌会 内科・外科クリニック

20 ＳＭＢＣ日興証券株式会社山形支店 証券業 85 セコム株式会社山形統轄支社 警備保障

21 株式会社エスパック 段ボール箱製造、包装設計 86 株式会社セゾンファクトリー 食品製造販売

22 株式会社エフエム山形 放送事業 87 株式会社セロン東北 警備業、ビルメンテナンス業、保育園

23 株式会社エム・エス・アイ 情報サービス 88 全国農業協同組合連合会山形県本部 農業関連団体

24 株式会社エル・サン 冠婚葬祭業 89 株式会社そめこや本店 酒類販売

25 株式会社エルティリゾートやまがた 製菓・製パン製造販売 90 株式会社大商金山牧場 食肉製造業

26 遠藤商事株式会社 石油類販売 91 株式会社ダイバーシティメディア 放送・通信業

27 株式会社オーイシ 情報機器、事務機器販売業 92 大和証券株式会社 山形支店 証券業

28 株式会社大風印刷 印刷業 93 ダイワボウ情報システム株式会社山形支店 情報機器販売

29 株式会社大久保硝子店 板硝子、サッシ販売施工 94 髙橋一夫公認会計士事務所 会計業

30 太田産商株式会社 食肉卸業 95 株式会社髙橋型精 プレス、金型製造

31 オオホリ建託株式会社 建設業、飲食業 96 高橋畜産食肉株式会社 食肉卸売、小売

32 株式会社オカムラ スチール家具製造販売 97 株式会社タカハタ電子 電子機器製造

33 株式会社小川製麺所 製麺業 98 宝化成機器株式会社 理化学機器販売

34 奥村惠一郎行政書士事務所 行政書士 99 株式会社タキザワ スポーツ用品販売・施設運営等

35 株式会社奥山商店 燃料販売、住宅機器販売・施工、介護 100 株式会社多田農園 さくらんぼ生産

36 小野建設株式会社 総合建設業 101 株式会社田中工務店 建設業

37 オビサン株式会社 紙・包材等卸売 102 田宮印刷株式会社 印刷業

38 オプテックス工業株式会社 自動省力化機器開発・製造 機械設計 103 有限会社丹泉ホテル 旅館業

39 オリエンタルカーペット株式会社 絨毯製造販売 104 株式会社丹野 環境保全事業

40 株式会社カーサービス山形 自動車小売業 105 株式会社丹野園茶舗 茶卸売、小売

41 有限会社鏡畳店 畳業 106 株式会社丹野こんにゃく 食品加工業

42 株式会社カスカワスポーツ スポーツ用品販売、体育施設工事 107 株式会社千歳建設 総合建設業

43 月山観光開発株式会社 索道事業、売店・食堂、旅館業 108 千歳不動産株式会社 不動産業

44 株式会社加藤物産 観光物産販売 109 株式会社チャンピオン ホームセンター

45 株式会社金入 事務用品等卸売、小売 110 長文堂 鋳物工房

46 株式会社上山温泉ホテルあづま屋 旅館・ホテル業 111 千代寿虎屋株式会社 酒造業

47 株式会社カルラ 飲食サービス、農業法人 112 株式会社千代田商事 石油類販売

48 技研株式会社 輸送用機械器具製造 113 株式会社塚田会計事務所 会計業

49 株式会社杵屋本店 菓子製造業 114 有限会社ツルヤ商店 籐製品製造卸販売

50 株式会社きらやか銀行 金融業 115 株式会社テトラス 環境測定・分析

51 株式会社銀山荘 旅館業 116 株式会社デンソーＦＡ山形 オーダーメイド自動化生産設備

52 株式会社きんでん東北支社 電気設備工事業 117 株式会社天童木工 家具製造販売

53 株式会社クリエイティヴスタッフ テレビ・ＣＭ映像制作 118 株式会社でん六 菓子製造販売

54 黒澤建設工業株式会社 管工事業 119 東栄コンクリート工業株式会社 コンクリート製品製造

55 株式会社KDDIエボルバ コンタクトセンター中心のBPO事業 120 東京海上日動火災保険株式会社山形支店 損害保険

56 株式会社建装テクノ 塗装工事業 121 有限会社東北環境総合サービス ビル清掃、サービス業

57 弘栄設備工業株式会社 管工事業 122 東北電化工業株式会社 電気工事業

58 株式会社後藤組 総合建設業、不動産業 123 東北電力株式会社 電気事業

59 株式会社小森マシナリー 各種印刷機械の製造等 124 東北パイオニア株式会社 電気機械器具製造業

60 株式会社財務サポート 保険媒介代理業 125 株式会社東北ハム 食品製造業

61 株式会社蔵王サプライズ リネンサプライ・ホームヘルスケア業 126 トーエイ工業株式会社 建設業

62 株式会社蔵王ミート 食肉卸業、食肉加工品製造 127 株式会社富岡本店 楽器販売

63 酒井造園 造園業 128 株式会社とみひろ 呉服等の販売

64 株式会社栄屋ホテル 旅館・ホテル業 129 トヨタカローラ山形株式会社 自動車小売業

65 株式会社ささき（ブライダルハウスささき） 貸衣裳 130 株式会社トヨタレンタリース山形 レンタル業

●会員名簿 （2021.12.31時点）                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NO 企業・団体名（正式名） 業務内容等 NO 企業・団体名（正式名） 業務内容等

119 内外緑化株式会社 土木工事等 196 山形縣護國神社 神社、神道協会

120 株式会社ナウエル 冠婚葬祭業 197 株式会社山形県自動車販売店リサイクルセンター自動車部品リサイクル

121 株式会社永井設計 建築設計事務所 198 山形建設株式会社 総合建設業

122 永田歯科医院 歯科医院 199 公益社団法人山形県宅地建物取引業協会 宅地建物取引業

123 有限会社長門屋 仏壇・仏具・墓石販売 200 山形県民共済生活協同組合 県民共済事業

124 那須建設株式会社 総合建設業 201 公益社団法人山形交響楽協会 交響楽団

125 株式会社nanoha HP制作、デザイン、人材交流、教育 202 株式会社カキザキ　山形国際ホテル 旅館・ホテル業

126 ナブコシステム株式会社山形支店 自動ドア販売、メンテナンス 203 山形酸素株式会社 高圧ガス卸・小売業

127 西東北日野自動車株式会社 自動車の販売及び修理 204 山形市農業協同組合 農業協同組合

128 株式会社にしむら 業務用食品販売 205 有限会社山形商美社 内装、看板、デザイン

141 日東ベスト株式会社 食品製造 206 山形食品株式会社 食品加工業

142 日本地下水開発株式会社 克雪・資源開発・環境エネルギー事業 207 株式会社山形新聞社 新聞社

143 株式会社ニューテックシンセイ 電子機器組立 208 山形信用金庫 信用金庫

144 沼澤歯科医院 歯科医 209 有限会社山形第一不動産 不動産業

145 ネッツトヨタ山形株式会社 自動車販売業 210 株式会社山形テレビ 放送局

146 有限会社ネットワークの里 建設業 211 山形トヨタ自動車株式会社 自動車販売・整備業

147 野川商事株式会社 総合商社 212 山形農業協同組合 農業協同組合

148 野口鉱油株式会社 石油類販売 213 山形パナソニック株式会社 電機卸売業

149 野村證券株式会社山形支店 証券業 214 株式会社山形ビニール商会 ビニール製品製造卸売

150 株式会社ハイスタッフ 広告代理業 215 株式会社山形ビルサービス 総合ビルメンテナンス

151 株式会社ハイテックシステム デジタル製品・情報ネットワーク等開発 216 株式会社山形部品 自動車部品卸売業

152 株式会社羽田設計事務所 建築設計業 217 山形放送株式会社 放送・通信業

153 株式会社八文字屋 書籍販売 218 株式会社山形丸魚 水産物卸売

154 東日本電信電話株式会社　山形支店 通信業 219 山形陸運株式会社 一般貨物運送業

155 ファースト興産株式会社 不動産業 220 山形ワシントンホテル株式会社 旅館・ホテル業

156 株式会社ファイン 食品製造 221 株式会社ヤマコー 不動産事業、スポーツ施設業

157 藤庄印刷株式会社 総合印刷業 222 株式会社ヤマコン コンクリート圧送業

158 フジテック株式会社東北支店 昇降機設備 223 株式会社ヤマザワ スーパーマーケット

159 富士フイルムＢI山形株式会社 OA機器等卸売販売 224 山新観光株式会社 旅行業

160 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 精密機器販売 225 株式会社山新広告社 広告代理業

161 布施弥七京染店 呉服販売業 226 株式会社山田鶏卵 製造、養鶏、カフェ事業

162 平成タクシー株式会社 一般乗用旅客自動車運送事業 227 株式会社山本組 総合建設業

163 株式会社ベガスベガス アミューズメント施設 228 悠湯の郷ゆさ 旅館・ホテル業

164 株式会社保志 仏壇・仏具製造販売 229 由良温泉 八乙女 旅館業

165 株式会社ホシカワ 屋根外壁工事 230 有限会社よしだ 桐箱製造

166 株式会社ホテル月の池 旅館・ホテル業 231 株式会社吉田段ボール 段ボール製品製造

167 株式会社ホリエ 住宅業 232 恵埜画廊 画廊

168 株式会社本間利雄設計事務所 建築設計事務所 233 株式会社蘭企画 介護事業

169 升川建設株式会社 建設工事の企画、設計、施工等 234 リコージャパン株式会社  山形支社 情報機器、事務機器販売

170 株式会社丸十大屋 食品製造業販売 235 両羽協和株式会社 保険代理業

171 株式会社マルゼン山形営業所 業務用厨房機器製造販売 236 菱機工業株式会社　仙台支店 管工事業

172 丸善雄松堂株式会社仙台支店 書籍等販売 237 株式会社旅館古窯 旅館・ホテル業

173 株式会社丸俊 衣料品販売 238 リンベル株式会社 カタログギフト 

174 ミクロン精密株式会社 精密工作機械製造販売 239 有限会社レンタルプラザ 総合レンタル業

175 みずほ銀行山形支店 銀行 240 和田酒造合資会社 酒造業

176 三井住友海上火災保険株式会社 損害保険 241 渡辺包装株式会社 パッケージ制作

177 ミツバチガーデンカフェ カフェ

178 株式会社南東北クボタ 農業機械の販売

179 みよし工業有限会社 ステンレス板金加工

180 メイク美創株式会社 外装工事

181 有限会社名月荘 旅館・ホテル業

182 株式会社メフォス  東北事業部山形支店 飲食店業

183 株式会社モス山形 緑化資材栽培・屋上緑化・壁面緑化

184 株式会社モンテディオ山形 プロスポーツ

185 株式会社ヤガイ 食品製造業

186 有限会社矢口 貸衣裳業

187 八千代交通株式会社 一般乗用運送事業

188 株式会社山形アドビューロ 広告代理業

189 山形いすゞ自動車株式会社 自動車の販売及び修理

190 農事組合法人山形おきたま産直センター 農産物・農業資材・農産加工品販売

191 山形ガス株式会社 都市ガス業

192 株式会社山形銀行 銀行業

193 山形空港ビル株式会社 航空関連施設業

194 株式会社山形県観光物産会館 土産品小売卸売業

195 山形県行政書士会 行政書士

五十音順 


