≪平成２９年度法人会員ＵＲＬ紹介≫
事業所名
あ

URL

1 アート水引

http://artmizu.com/

2 ㈲赤谷建築設計事務所

http://www.ic-net.or.jp/home/akatani/

3 ㈱飛鳥フーズ

http://www.aska-foods.com/

4 阿蘇食品㈱

http://www.asoshokuhin.co.jp/

5 阿彦ファーム
6 阿部農園
7 ㈲阿部弥太郎商店
8 ㈲余目電気工事
9 余目町農業協同組合
10 アルクハナデザイン事務所

http://www.ja-amarume.or.jp/
https://minne.com/alkuhana/

11 ㈲安藤煙火店
い

12 池田 城
13 池田留吉商店
14 ㈱石井製作所
15 ㈱割烹食堂 伊豆菊
16 市原平右エ門商店
17 ㈲井筒
18 伊藤公認会計士事務所
19 ㈱伊藤建築設計事務所

http://www14.plala.or.jp/ito-architect/

20 ㈱伊藤総業（ダスキン大宮）
21 今井漬物店
22 局堂 今茂屋
う

23 ㈲宇佐美電設
24 ㈲梅田食品製造本舗
25 ㈱梅田屋

え

26 栄光産業㈲

http://eiko-sangyo-gift.com/

27 永成食品
28 ㈱エコー

http://www.echo.or.jp/

29 M木工
30 ㈱エルデック

http://www.erdec.co.jp/

31 延命寺
お

32 大井建設㈱

http://www.ooi-kensetsu-sakata.co.jp/

33 大井建具家具製作所
34 ㈱大泉

http://www.sakata-ooizumi.com/

35 ㈱大谷事務機

http://www.ohtani-jimuki.com/
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お

URL

36 大通り商店街振興組合
37 ㈱オードヴィ庄内

http://kiyoizumigawa.com/

38 大場建設㈱

http://www.oba.co.jp/

39 ㈱大松家

http://omatsuya.jp/

40 ㈲おく山
41 小野桐箱製作所
42 オフィスサポートホールディングス
か

43 砂高山 海向寺

http://kaikouji-sakata.jimdo.com/

44 傘福くらぶ
45 ㈱雅裳苑
46 花翠会
47 仮設機材工業㈱
48 太鼓道場 風の会

http://kazenokai.jp/

49 ㈲カトウ工房

http://homepage3.nifty.com/katokobo/

50 加藤総業㈱

http://www.katosogyo.co.jp/

51 加藤木工
52 カトーリース㈱
53 金子鉄三郎
54 カフェｅジェラート モアレ

http://moire.n-da.jp/

55 ㈲カフェフード
56 蒲徳商店
57 カムコミュニケーションズ

http://www.comeru.jp/

58 上日枝神社
59 ㈲香梅咲

http://www.sakata-kamezaki.jp/

60 ㈱観光タクシー

き

61 日本郵政㈱かんぽの宿酒田

http://www.kanponoyado.japanpost.jp/

62 ㈲木川屋商店

http://www.kigawaya.com/

63 菊勇㈱

http://www.kikuisami.co.jp/

64 ㈲菊池菓子舗

http://www.kikuchikashiho.co.jp/

65 ㈲菊池電気

http://www10.ocn.ne.jp/~kikuike/

66 キクチ工芸
67 北庄内森林組合
68 北星印刷㈱

http://www.kitaboshi.com/

69 ㈲木鉢
70 木村人形店
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き

URL

71 ㈲木村屋

http://www.sakata-kimuraya.com/

72 ㈱CARRY

http://suzuki-ms.com/

73 ㈲共栄開発工業
74 ㈱きらやか銀行

http://www.kirayaka.co.jp/

75 きりゑのたかを（白旗孝夫）

く

76 ㈱金龍

http://www.kinryu.co.jp/

77 櫛引農村工業農業（協）連合会

http://www.nokoren.jp/

78 くだものやさい にしむら
79 クボタ 久保田正二
80 久村の酒場
81 クリーンサービス㈱

http://www.cleanservice-group.jp/outlinegroup.html

82 栗原甘泉堂
83 くろもりアルファフーズ㈱
け

http://www.kuromorinattou.com/

84 ケイ店創
85 ＫＥＴＹ

こ

86 ㈲こい勢
87 ㈲弘陽商事 【ラーメン哲】
88 コカ・コーライーストジャパン㈱
89 小鷹印刷㈲
90 ㈲後藤商店

さ

91 ㈱小松写真印刷

http://www.komatsu-corp.co.jp/

92 ㈱小松屋

http://www.komatsu-ya.jp/

93 ㈱コミュニティ新聞社

http://www.komi-shin.com/

94 ㈲斎藤工芸

http://saito-kogei.comfort-design.net/

95 ㈱斉藤工業所
96 ㈱さいとう精肉店

http://www7.plala.or.jp/e-oniku/

97 ㈱齋藤農機製作所

http://www.saitonouki.jp/

98 齋藤朋子
99 齋藤八惣八
100 ㈲斎藤窯業
101 酒井鈴木工業㈱

http://www.sakaisuzuki.co.jp/

102 ㈱栄電子

http://www.sakae-denshi.com/

103 酒田あいおい工藤美術館
104 酒田駅前商店街振興組合
105 酒田エフエム放送㈱

http://www.sakatafm.com/
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106 酒田海陸運送㈱

URL
http://www.sakata-kairiku.co.jp/

107 酒田北前太鼓振興会
さ

108 酒田きやり保存会
109 酒田共同火力発電㈱

http://www.sakata-power.co.jp/

110 ㈱酒田グリーンホテル

http://www7.ocn.ne.jp/~sghotel/

111 酒田合同自動車㈱

http://www.sakatagodo.co.jp/

112 （社福）酒田市あすなろ福祉会
113 酒田市観光ガイド協会
114 酒田市グリーン・ツーリズム推進協議会

http://www.sakata-greentourism.com/

115 酒田市自治会連合会
116 酒田市商店街連合会
117 酒田市袖浦農業協同組合

http://ja-sodeura.or.jp/

118 酒田市白鳥を愛する会
119 （公財）酒田市美術館

http://www.sakata-art-museum.jp/

120 酒田市麺類食堂組合
121 酒田酒造㈱
122 酒田商工会議所

http://www.sakata-cci.or.jp/

123 酒田鮨商組合
124 （公社)酒田青年会議所

http://www.sakatajc.net/

125 さかたセントラルホテル

http://sakatacentral.jp/

126 酒田第一タクシー㈱

http://www.sakata-no1taxi.co.jp/

127 酒田天然ガス㈱

http://www.sakata-n-gas.co.jp/

128 酒田塗装㈱
129 酒田の塩

http://www.sakatanoshio.com/

130 酒田ばやし保存会
131 酒田ビルサービス㈱
132 ㈱サカタフーズ
133 酒田ふれあい商工会

http://sakatafureai-shokokai.com/

134 酒田米菓㈱

http://www.sakatabeika.co.jp/

135 （社）酒田法人会

http://www.sakatahoujinkai.jp/

136 酒田まちづくり開発㈱

http://www.matizukuri.info/

137 酒田湊観光企画㈲

http://yakatabune-miduki.com/

138 酒田木工同好会
139 菓子司 酒田屋
140 ㈱さくらんぼテレビジョン

http://www.sakuranbo.co.jp/
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141 佐藤組
142 佐藤製麩所
さ

143 ㈱佐藤総業
144 佐藤農園 佐藤均

http://nishiki.tokyo/sato-nouen/index.html

145 ㈲割烹さわぐち
146 ㈲三栄新聞サービス
147 ㈲サンティ・クマタニ

http://kasafukuya.com/

148 山王森の緑を育てる会
し

149 ＪＡ全農山形県本部

http://shonai.zennoh-yamagata.or.jp/gallery/

150 塩や 勝じ
151 ㈱地蔵の湯旅館

http://www1.ocn.ne.jp/~zizouyu/

152 くつろぎ割烹 志幡
153 ㈱庄交コーポレーション

http://www.shonaikotsu.jp/

154 ㈱荘内銀行

https://www.shonai.co.jp/

155 庄内園芸緑化㈱

http://www.shonaiengei.co.jp/

156 ㈱庄内折込センター
157 ㈱庄内給食センター

http://www.skc-chokai.or.jp/

158 荘内証券㈱
159 荘内振興㈱
160 （社）庄内森林保全協会
161 庄内たがわ農業協同組合

http://www.ja-shonai.or.jp/

162 （財）荘内南洲会

http://saigo.ganriki.net/

163 ㈱荘内日報社

http://www.shonai-nippo.co.jp/

164 庄内米穀㈱

http://yaplog.jp/abekomeya/

165 庄内ベリーの会
166 庄内みどり農業協同組合

http://www.sankyokan.jp/

・ http://ja-store.net

167 庄内ヤクルト販売㈱

す

す

168 ㈱治郎兵衛

http://jirobe-sakata.com/

169 ㈱新和設備

http://www6.ocn.ne.jp/~shinwa-s/

170 新栄水産㈲

http://www.shinei-suisan.com/

171 ㈲翠苑
172 ㈱菅原工務所

http://www.sugako.co.jp/

173 ㈱菅原鮮魚

http://kaisen-ichiba.net/

174 ㈱杉野瓦産業

http://www.sugitaro.co.jp/

175 杉山麹店
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176 杉山神具店
177 ㈲すしまる
178 鈴木はきもの店
179 鈴政

http://www.suzumasa.com/

180 鈴正
181 ㈲ストアー三吉
182 スモーク香房とがし
せ

183 ㈱西洋割烹花月

http://www.kagetsu-sakata.com/

184 ㈱セフティ両羽
185 セルポール工業㈱山形事業所
186 和牛満彩 善べえ
187 川柳
そ

188 相馬樓 【㈱平田牧場】

http://www.somaro.net/

189 ＪＡそでうらフルーツサークル
た

190 大一興業㈱
191 タイコー警備保障㈱
192 大東工業㈱

http://www2.ocn.ne.jp/~daito.co/

193 大平工業㈱
194 太陽交通㈲
195 ㈱タカハシ会計

http://www.tkcnf.com/takeo/pc/

196 高橋ドライクリーニング
197 高橋人形店
198 ㈲宅の店
199 竹内菓子舗
200 ㈱武田庄二商店

http://sakefood.jp/

201 竹本産業㈱
202 田毎 ㈲英嶋屋

https://ja-jp.facebook.com/tagoto.sakata

203 多田製作所
204 ㈱辰ヶ湯旅館
205 楯の川酒造㈱

http://www.tatenokawa.jp/

206 ㈲玉勘
207 ㈱だるま
ち

208 ㈲チアーズ
209 ㈱鳥海学園
210 近井ニット工場
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211 鳥海やわた観光㈱
つ

URL
http://www.choukai.jp/

212 割烹・天ぷら 土筆
213 鶴岡信用金庫

http://www.tsuruoka-sk.jp/

214 ツルカンシステム㈱酒田店

http://www.trkan.co.jp/

215 ㈱弦巻
て

216 ㈱テクノ山形工場

http://www.techno-cf.jp/

217 ㈱テレビユー山形

http://www.tuy.co.jp/

218 ㈱出羽

http://www.dewa-lasante.com/

219 ㈲出羽製麺所
と

220 ㈱ト一屋

http://www.toichiya.co.jp/

221 東北エプソン㈱

http://www.epson.jp/tohokuepson/

222 （一財）東北港湾福利厚生協会
223 東北電機鉄工㈱

http://www.dtekko.co.jp/

224 東北日本ハム㈱
225 東北人形社
226 ㈱東北萬国社

http://www.bankoku-coffee.com/

227 東北銘醸㈱

http://www.hatsumago.co.jp/

228 東北リネン㈱

http://www.tohokulinen.co.jp/

229 ㈱東洋開発

http://www.toyokaihatsu.com/

230 ㈲東洋社
231 ㈲とがしスポーツ
232 富樫勝
233 ㈲時田電機設備
234 ㈱徳右衛門
235 合同会社 とびしま
236 飛島観光協議会
237 ㈲富重

な

238 （財）土門拳記念館

http://www.domonken-kinenkan.jp/

239 ㈱トヨタレンタリース山形

http://www.rent-toyota.co.jp/

240 ㈲ナイスパックすがえ
241 中井工芸

http://www.geocities.jp/yozo93nakai/

242 ㈲なかせ
243 中通り商店街振興組合
244 中町中和会商店街振興組合

https://ja-jp.facebook.com/cyuwakai

245 ㈲中村イトヤ
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246 ㈱梨屋

URL
http://www.nashiya.co.jp/

247 ㈲七櫻
に

248 ニシザキ食品販売㈱
249 西塚蒲鉾店
250 ㈱日情システムソリューションズ

http://www.nichijosys.com/

251 日新開発㈱

は

252 日本観光商事㈱

http://www.nikkan1.com/

253 ㈱日東軽金

http://www.kenchiku.gr.jp/nittohkeikin.html

254 ㈱配電工業
255 ハクヨウ電気㈱
256 羽黒・のうきょう食品加工㈲

http://www.896215.com/

257 羽田スクリーン印刷㈱

http://www.hadascreen.com/

258 味工房 八月

http://www.hazuki8.net/

259 服部コーヒーフーズ㈱

http://www.hattori-cf.co.jp/

260 ㈲バナナエージェンシー
261 ＨＡＮＡＫＡＷＡ

http://bijintbagyou.com/

262 ㈲花慶
263 ㈱ハッピーゲート
264 ハーフタイム
265 日吉町 浜寿し
ひ

266 日枝神社
267 ㈱光印刷

http://www.hikari-printing.com/

268 東日本旅客鉄道㈱
269 久松 光喜

http://www.geocities.jp/mitsuki3229/

270 日之出石油㈱
271 ㈱平尾工務店

http://hirao-koumuten.co.jp/hirao/

272 ひらた悠々の杜㈱

http://www.aiaihirata.co.jp/

273 ㈲平田レンタカー
274 平野屋ローソク

ふ

275 ㈱平牧工房

http://www.hiraboku.info/mutenka.html

276 ㈲フィッシュオン

http://www.fishon.co.jp/

277 フォト工房 風
278 ㈲福増建具店

http://www.fuku-masu.jp/

279 プチ工房 さとう
280 プティポアン

http://www2.petit-point.net/shop/
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281 麓井酒造㈱
282 ㈱フルカワ
ふ

283 フロール

ほ

284 ㈱ボイス

http://www.voicejp.com/

285 ㈱北都銀行

ま

286 ㈲ポケット

http://www.recycleshop.co.jp

287 ホテルイン酒田（㈱月見）

http://www.hotelinn.jp/sakata/

288 ホテルイン酒田駅前

http://www.hotelinn.jp/

289 ㈱ホテルリッチ＆ガーデン酒田

http://www.richgarden.co.jp/

290 本間家旧本邸

http://hommake.sakura.ne.jp/

291 （公財）本間美術館

http://www.homma-museum.or.jp/

292 前田製管㈱

http://www.maeta.co.jp/

293 ㈱ましま家具店

http://www.mashima.co.jp/ ・ http://www.bonsympa.jp/

294 ㈲升田罐詰

http://sirogayu.web.fc2.com/

295 まつだ食品㈱

http://www.mensho-matsuda.com/

296 松山観光バス㈱

http://www.matsuyama-kankobus.co.jp/

297 松山車輌㈲
298 松山酒造㈱
299 ㈱マリーン５清水屋
300 ㈱マルニチ商事
301 丸銀食品㈱
302 ㈱丸幸

み

303 ㈱丸高

http://www.marutaka-miraiya.com/

304 ㈱マルトモ

http://www.fu-marutomo.co.jp/

305 マロー造型㈱

http://www.maro.co.jp/

306 中町三日月軒
307 ミセスみずほの会
308 ㈲三井園芸
309 ㈱みどりサービスマルノー山形
310 ㈱みなと

http://www.ve-minato.co.jp/

311 港タクシー㈱

http://www.sakata-minatotaxi.com/

312 ミナモト電気㈱
313 宮田食品

http://miyata-c.com/

314 夢創房
315 ㈱南東北クボタ

http://www.minamitohoku-kubota.co.jp/office/shonai.html
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む

316 ㈱ムラヤマ

http://www.y-murayama.jp/

め

317 ㈱メカニック

http://www.mechanic.co.jp/

も

318 最上屋旅館

や

319 ㈱山形アドビューロ

http://www.y-ab.co.jp/

320 ㈲山形観光サービス 【眺望の宿 観音湯】

http://www.kannonyu.com/

321 ㈱山形銀行

http://www.yamagatabank.co.jp/

322 山形警備保障㈱
323 山形県漁業協同組合

http://www.kengyokyo.or.jp/

324 山形県港湾協会
325 山形県産食品㈱
326 山形県酒類卸㈱

http://www.thesake.co.jp/

327 ㈱山形新聞社

http://yamagata-np.jp/yamashin/

328 山新建装㈱
329 山新販売㈱
330 ㈱山形テレビ

http://www.yts.co.jp/

331 山形放送㈱

http://www.ybc.co.jp/

332 山形日産自動車販売㈱

http://www.yamagata-hanbai.co.jp/

333 山形三菱自動車販売㈱
334 山形パナソニック㈱

http://www.y-panasonic.co.jp/

335 ㈱大和寿司
ゆ

336 ㈱ユアテック

http://www.yurtec.co.jp/

337 夢工房ハンドメイド
よ

338 割烹 よしのや
339 吉宮㈱
340 ㈱萬谷

http://www.yorozu.co.jp/

ら

341 ㈱ライフ・コア・シラサキ

http://www.hyourokudama.co.jp/

る

342 ㈱ボヌール【ル・ポットフー事業部】

http://www.potaufeu.jp/

れ

343 ㈱レントオール山形

ろ

344 ロイヤルネットワーク㈱

http://www.royal-network.jp/

345 ㈲ロダン

http://bridalsalonrodan.jp/

346 居酒屋 六歌仙
347 六次産業㈱
348 ㈲浪漫非行
わ

349 ﾜｲﾝﾊﾞｰ＆ﾌﾚﾝﾁﾀﾞｲﾆﾝｸﾞRavi

http://www.ravi-sakata.com/

350 若浦屋旅館

http://wakauraya.kilo.jp/
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351 ㈲若葉旅館

http://wakabaryokan.jp/

352 ㈱若松建設

http://www.waka-ken.co.jp/

353 和光食材㈱

http://www.wako-net.com/

354 和光電気工事㈱
355 ㈱渡部商店
356 渡部建具店
357 ㈱ワタベ工芸
平成29年10月末日現在
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