
９９０-８５５８ 遠藤商事 (株),山形県,山形市,穂積,８５

９９０-８６６８ オビサン (株）,山形県,山形市,流通センター,１-９－２

９９０-８５８０ 霞城セントラル,山形県,山形市,城南町,１-１６－１

９９０-８５５１ (株) 中合十字屋 山形店,山形県,山形市,幸町,２番８号

９９０-８５５０ (株) 山形新聞社,山形県,山形市,旅篭町,２-５－１２

９９０-８５８５ (株） ヤマザワ,山形県,山形市,あこや町,３-８－９

９９０-８５７１ (株) 大沼,山形県,山形市,七日町,１-２－３０

９９０-８５７８ (株) きらやかホールディングス,山形県,山形市,旅篭町,３-２－３

９９０-８５３９ (株) さくらんぼテレビジヨン,山形県,山形市,落合町,８５

９９０-８６７７ (株) シブヤ,山形県,山形市,北田,６９

９９０-８５０２ (株) タルイシ,山形県,山形市,江俣,２-１２番１５号

９９０-９５３６ (株) テレビユー山形,山形県,山形市,白山,１-１１－３３

９９０-８５０６ (株） でん六,山形県,山形市,清住町,３-２－４５

９９０-８５１１ (株) 山形テレビ,山形県,山形市,城西町,５-４－１

９９０-８６７８ (株) ヤマケン,山形県,山形市,流通センター,３-８－１

９９０-８５１２ (株) 吉田,山形県,山形市,北町,１-５－１２

９９０-９５３０ 学校法人 東北芸術工科大学,山形県,山形市,上桜田,３-４番５号

９９０-８５１０ 公立学校 共済組合 東北中央病院,山形県,山形市,和合町,３-２－５

９９０-８５４５ 社会福祉法人 恩賜財団 済生会 山形済生病院,山形県,山形市,沖町,Jan-７９

９９０-８５８７ 全国健康保険協会 山形支部,山形県,山形市,幸町,１８－２０

９９０-８６２２ 全国農業協同組合連合会 山形県本部,山形県,山形市,七日町,３-１－１６

９９０-８５２２ 東京海上日動火災保険 (株) 山形支店,山形県,山形市,松波,１-１番５号

９９０-８５７５ 日本放送協会 山形放送局,山形県,山形市,桜町,２－５０

９９０-８６７０ ネムール (株）,山形県,山形市,流通センター,２-８－４

９９０-８５１９ 東日本電信電話 (株) 山形支店,山形県,山形市,薬師町,２-１８－１

９９０-８５７７ 山形県 警察本部,山形県,山形市,松波,２-８－１

９９０-８５２５ 山形県立 山形東高等学校,山形県,山形市,緑町,１-５－８７

９９０-８５４０ 山形市役所,山形県,山形市,旅篭町,２-３－２５

９９０-８５０１ 山形商工会議所,山形県,山形市,七日町,３-１番９号

９９０-８５３３ 山形市立病院済生館,山形県,山形市,七日町,１-３－２６

９９０-８６０６ 山形税務署,山形県,山形市,大手町,１－２３

９９０-８５６０ 山形大学（事務局）（人文学部）,山形県,山形市,小白川町,１-４－１２

９９０-８５６０ 山形大学（事務局）（地域教育文化学部）山形県,山形市,小白川町,１-４－１２

９９０-８５６０ 山形大学（理学部）山形県,山形市,小白川町,１-４－１２

９９０-８５６０ 山形大学（附属図書館）,山形県,山形市,小白川町,１-４－１

９９０-８７９４ 山形店 法人サービス部,山形県,山形市,十日町,１-７－２４

９９０-８５６０ 山形大学（附属図書館）,山形県,山形市,小白川町,１-４－１ 

９９０-８５６０ 山形地方裁判所,山形県,山形市,旅篭町,２-４－２２

９９０-８５２１ 山形ニコス (株),山形県,山形市,香澄町,２-２－３６

９９０-８５３５ 山形農業協同組合,山形県,山形市,旅篭町,１-１２－３５

９９０-８５５５ 山形放送 (株),山形県,山形市,旅篭町,２-５－１２

９９０-８５６７ 山形労働局,山形県,山形市,香澄町,３-２－１

９９０-８５６６ ルネサスマイクロシステム (株),山形県,山形市,香澄町,３-２－１

９９０-９５８２ (株) ヤガイ,山形県,山形市,富神台,８

９９０-２１９６ (株） トプコン山形,山形県,山形市,大字漆山,字石田５４７

９９０-２２９２ 山形県立 中央病院,山形県,山形市,大字青柳,１８００

９９０-９５８０ 国土交通省 山形河川国道事務所,山形県,山形市,成沢西,４-３番５５号

９９０-９５８１ (財) 山形県結核成人病予防協会,山形県,山形市,蔵王成沢,２２２０

９９０-９５８５ 山形大学 医学部,山形県,山形市,飯田西,２-２－２

９９０-９５８８ 山形トヨペット (株),山形県,山形市,飯田西,５-５－２

９９０-９５５９ 山形県 社会保険診療報酬支払基金,山形県,山形市,鉄砲町,２-１５番１号

９９０-９５０６ 山形県立 山形中央高等学校,山形県,山形市,鉄砲町,２-１０－７３

９９０-９５７８ やまがたシティエフエム (株),山形県,山形市,中桜田,３-１番１１号

９９０-９５６７ 山交観光 (株),山形県,山形市,鉄砲町,２-１３－１８

９９０-８５７０ 山形県庁,山形県,山形市,松波,２-８－１

９９０-８６１１ (株) きらやか銀行,山形県,山形市,旅篭町,３-２－３

９９０-８６４２ (株) 山形銀行,山形県,山形市,七日町,３-１－２

９９２-８５２０ ＮＥＣパーソナルプロダクツ (株） 米沢事業場,山形県,米沢市,下花沢,２-６－８０

９９２-８５５０ (株) 大沼 米沢店,山形県,米沢市,中央,１-２－１７

９９２-８５４０ サクサ (株) 米沢事業場,山形県,米沢市,東,１-１０－７１

９９２-８５１０ 山形大学 工学部,山形県,米沢市,城南,４-３－１６

９９２-８６１０ 米沢 税務署,山形県,米沢市,門東町,１-１－９

９９２-８５０１ 米沢市役所,山形県,米沢市,金池,５-２－２５

９９２-８５０２ 米沢市立病院,山形県,米沢市,相生町,６－３６

９９２-８６０１ 米沢信用金庫,山形県,米沢市,大町,５-４－２７

９９７-８５６７ 庄内医療生活協同組合,山形県,鶴岡市,文園町,９－３

９９７-８５８８ 生活協同組合共立社,山形県,鶴岡市,宝田,１-３－２３

９９７-８５２２ ソニーセミコンダクタ (株) 山形テクノロジーセンター,

９９７-８５２２ 山形県,鶴岡市,宝田,一-１１番７３号

９９７-８５１１ 鶴岡工業高等専門学校,山形県,鶴岡市,大字井岡,字沢田１０４

９９７-８５５８ 鶴岡市農業協同組合,山形県,鶴岡市,日吉町,３番１号

９９７-８５０１ 鶴岡社会保険事務所,山形県,鶴岡市,錦町,１２－２１

９９７-８５８５ 鶴岡商工会議所,山形県,鶴岡市,馬場町,８－１３

９９７-８５１５ 鶴岡市立 荘内病院,山形県,鶴岡市,泉町,４－２０

９９７-８５５５ 山形大学 農学部,山形県,鶴岡市,若葉町,１－２３

９９７-８５２３ ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング (株) 鶴岡工場,

９９７-８５２３ 山形県,鶴岡市,宝田,一-１４番３８号

９９７-０１９２ 鶴岡市 羽黒庁舎,山形県,鶴岡市,羽黒町荒川,字前田元８９

９９７-０２９６ 学校法人 羽黒学園 羽黒高等学校,山形県,鶴岡市,羽黒町手向,字薬師沢１９８

９９７-０２９２ 出羽三山神社,山形県,鶴岡市,羽黒町手向,字手向７

９９７-０４９２ 鶴岡市 朝日庁舎,山形県,鶴岡市,下名川,字落合１

９９７-８６１１ (株) 荘内銀行,山形県,鶴岡市,本町,１-９－７

９９７-８６０１ 鶴岡市役所,山形県,鶴岡市,馬場町,９－２５

９９７-８６５５ 鶴岡信用金庫,山形県,鶴岡市,馬場町,１－１４

９９９-７２９２ 鶴岡市 温海庁舎,山形県,鶴岡市,温海,戊５７７－１

９９９-７６９５ (株) スタンレー 鶴岡製作所,山形県,鶴岡市,渡前,字大坪４５

９９９-７６９６ 鶴岡市 藤島庁舎,山形県,鶴岡市,藤島,字笹花２５

９９８-８５５０ (株) 本間ゴルフ 酒田工場,山形県,酒田市,大字宮海,字中砂畑２７－１８
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９９８-８５８８ かんぽの宿 酒田,山形県,酒田市,飯森山,３-１７番２６号

９９８-８５５５ 酒田公共職業安定所,山形県,酒田市,上安町,１-６－６

９９８-８５４０ 酒田市役所,山形県,酒田市,本町,２-２－４５

９９８-８５０２ 酒田商工会議所,山形県,酒田市,中町,２-５－１０

９９８-８６３３ 酒田税務署,山形県,酒田市,光ケ丘,２-２－３６

９９８-８５１０ 庄内みどり農業協同組合,山形県,酒田市,曙町,１-１

９９８-８５８０ 東北公益文科大学,山形県,酒田市,飯森山,３-５番１号

９９８-８５０１ 独立行政法人 山形県・酒田市病院機構 日本海総合病院,

９９８-８５０１ 山形県,酒田市,あきほ町,３０

９９８-８５８５ 日本海総合病院 酒田医療センター,山形県,酒田市,千石町,２-３－２０

９９８-０１９４ 東北エプソン (株),山形県,酒田市,大字十里塚,字村東山１６６－３

９９８-０１９２ 東北日本ハム (株),山形県,酒田市,広栄町,３-１

９９８-８６１１ 前田製管 (株),山形県,酒田市,上本町,６－７）

９９９-８２９２ 酒田市役所 八幡総合支所,山形県,酒田市,観音寺,字寺ノ下４１

９９６-８５０１ 新庄市役所,山形県,新庄市,沖の町,１０－３７

９９６-８６０２ 最北精密 (株),山形県,新庄市,金沢,１１２５

９９１-８５０５ 寒河江公共職業安定所,山形県,寒河江市,大字西根,字石川西３４０

９９１-８５５５ 寒河江市商工会,山形県,寒河江市,中央,１-８－３８

９９１-８５０８ 寒河江市立病院,山形県,寒河江市,大字寒河江,字塩水８０

９９１-８５８５ さがえ西村山農業協同組合,山形県,寒河江市,中央工業団地,７５

９９１-８５２１ 西村山福祉事務所,山形県,寒河江市,大字西根,字石川西３５５

９９１-８６１０ 日東ベスト (株),山形県,寒河江市,幸町,４－２７

９９１-８５１３ 丸菱食品 (株),山形県,寒河江市,大字寒河江,字赤田６５－１

９９１-８５０１ 村山総合支庁 西庁舎,山形県,寒河江市,大字西根,字石川西３５５

９９１-８５１２ 山形県立 寒河江工業高等学校,山形県,寒河江市,緑町,１４８

９９１-８５１１ 山形県立 寒河江高等学校,山形県,寒河江市,六供町,２-３－９

９９１-８６１３ (株) 高松木材,山形県,寒河江市,大字島,字島東８７

９９１-８６０１ 寒河江市役所,山形県,寒河江市,中央,１-９－４５

９９９-３１９２ 上山市役所,山形県,上山市,河崎,１-１－１０

９９９-３１９３ 山形県立 上山明新館高等学校,山形県,上山市,仙石,６５０

９９９-３２９２ (株) 旅館古窯,山形県,上山市,葉山,５－２０

９９５-８６６６ 村山市役所,山形県,村山市,中央,１-３－６

９９３-８５０１ 置賜総合支庁 西庁舎,山形県,長井市,高野町,２-３－１

９９３-８６１１ 協同薬品工業 (株),山形県,長井市,本町,２-１０－６

９９３-８５１１ ケミコン山形 (株),山形県,長井市,幸町,１－１

９９３-８６０２ 公立置賜長井病院,山形県,長井市,屋城町,２－１

９９３-８６０１ 長井市役所,山形県,長井市,ままの上,５－１

９９３-８６４２ 山形中央信用組合,山形県,長井市,本町,１-３－３

９９４-８５０１ エムテックスマツムラ (株),山形県,天童市,北久野本,１-７番４３号

９９４-８６０１ (株) 天童木工,山形県,天童市,乱川,１-３－１０

９９４-８５１０ 天童市役所,山形県,天童市,老野森,１-１－１

９９４-８５８５ 東北パイオニア (株),山形県,天童市,大字久野本,字日光１１０５

９９４-８５１１ 山形中央農業共済組合,山形県,天童市,大字小関,１３３３-

９９４-８６１１ (株) 山本製作所,山形県,天童市,本町,１-５番３２号

９９９-３７９２ 北村山公立病院,山形県,東根市,温泉町,２-１５番１号

９９９-３７９６ 東根さくらんぼタントクルセンター,山形県,東根市,中央,１-５番１号

９９９-３７９５ 東根市役所,山形県,東根市,中央,１-１－１

９９９-３７９７ 陸上自衛隊 神町駐屯地,山形県,東根市,神町南,３-１－１

９９９-４２９２ 尾花沢市役所,山形県,尾花沢市,若葉町,１-１－３

９９２-０４９２ 石黒製麺 (株),山形県,南陽市,宮内,７８３－１

９９９-２２９３ (株) かわでん,山形県,南陽市,小岩沢,２２５

９９９-２２９２ 南陽市役所,山形県,南陽市,三間通,４３６－１

９９０-０３９２ 山辺町役場,山形県,東村山郡山辺町,緑ケ丘,５

９９０-０４９３ 三和缶詰 (株),山形県,東村山郡中山町,大字長崎,２２９－２

９９０-０４９２ 中山町役場,山形県,東村山郡中山町,大字長崎,１２０

９９０-０７９２ 西川町役場,山形県,西村山郡西川町,大字海味,５１０

９９９-５２９２ 鮭川村役場,山形県,最上郡鮭川村,大字佐渡,Jul-０３

９９２-０３９２ 高畠町役場,山形県,東置賜郡高畠町,大字高畠,４３６

９９２-０３９３ 山形第一信用組合,山形県,東置賜郡高畠町,大字高畠,６８７

９９９-０１９３ 川西町役場,山形県,東置賜郡川西町,大字上小松,１５６７

９９９-１２９２ 学校法人 基督教独立学園,山形県,西置賜郡小国町,大字叶水,８２６

９９２-０８９２ 白鷹町役場,山形県,西置賜郡白鷹町,大字荒砥甲,８３３

９９９-０６９６ 飯豊町役場,山形県,西置賜郡飯豊町,大字椿,２８８８

９９７-１３９２ 山形県 庄内総合支庁,山形県,東田川郡三川町,大字横山,字袖東１９－１




