
○　 アール・あさくら（有）朝倉商店
○　 医療法人社団　楽聖会　あかねヶ丘ケアセンター
○　 医療法人社団　緑愛会　友結
○　 羽陽学園短期大学附属鈴川第二幼稚園
○　 羽陽学園短期大学附属鈴川幼稚園
○　 榮大建設株式会社
○　 美味心舗　三の丸
○　 おおみや旅館
○　 介護ホーム　みのりの里
○　 介護老人保健施設　さくらパレス
○　 介護老人保健施設　サニーヒル菅沢
○　 学校法人清風学園　べにばな幼稚園
○　 学校法人専称寺学園　大谷幼稚園
○　 学校法人南風学園　あおぞら幼稚園
○　 学校法人龍華学園　ひまわりこども園
○　 学校法人龍華学園　南沼原ひまわり幼保園
○　 金井第二幼稚園
○　 金井たかはし眼科
○　 金井保育クラブ
○　 金井幼稚園
○　 （株）エスプレモ
○　 （株）おーばん　山形嶋店
○　 （株）加藤住建
○　 （株）菓房タカハシ
○　 株式会社　カルイ
○　 株式会社　川井スポーツ
○　 株式会社　日下部工務所
○　 株式会社　ケーブルテレビ山形
○　 株式会社　小岩井ミルヒ
○　 （株）斎藤工務店
○　 株式会社　斎藤商店
○　 株式会社　三栄本社（モスバーガー）
○　 株式会社　三益堂
○　 株式会社　ジェイエイあぐりんやまがた
○　 (株)渋谷組
○　 株式会社　祥建設
○　 株式会社　情報技術サービス
○　 株式会社　鈴木油店
○　 株式会社　鈴木製作所
○　 株式会社　セロン東北
○　 株式会社　ダイユーエイト　山形嶋店
○　 株式会社　大洋防災
○　 株式会社　タカイチ　上町市場
○　 株式会社　タカイチ　江俣市場
○　 株式会社　タカイチ　末広市場
○　 株式会社　タカイチ　すげさわ市場
○　 株式会社　タカイチ　銅町市場
○　 株式会社　タカイチ本部
○　 （株）高梨税務会計事務所
○　 株式会社　東北消防設備
○　 株式会社　トプコン山形
○　 株式会社　ニフコ山形
○　 株式会社　ノモト（マクドナルド）
○　 株式会社　ひいらぎや

中学生の職場体験学習受入登録事業所 （全２５３事業所）
（敬称略）



○　 株式会社　ホリエ　ＣＯＯＫＳ－８１
○　 株式会社　ホンダカーズ山形青田店
○　 株式会社　ホンダカーズ山形飯田店
○　 株式会社　ホンダカーズ山形嶋店
○　 株式会社　ホンダカーズ山形下条店
○　 株式会社　丸勘山形青果市場
○　 株式会社　マルナカ中村商店
○　 株式会社　ＭＯＶＩＥ ＯＮ
○　 株式会社　メコム
○　 株式会社　メドテック
○　 株式会社　元木庭匠園
○　 株式会社　山形一進社
○　 株式会社　山形銀行
○　 （株）山形県教科書供給所
○　 株式会社　山形ビルサービス
○　 株式会社　ヤマザワ　あさひ町店　
○　 株式会社　ヤマザワ　漆山店　
○　 株式会社　ヤマザワ　宮町店　
○　 株式会社　ヤマザワ　北町店　
○　 株式会社　ヤマザワ　蔵王駅前店　
○　 株式会社　ヤマザワ　成沢店　
○　 株式会社　ヤマザワ　白山店　
○　 株式会社　ヤマザワ　松見町店　
○　 株式会社　ヤマザワ　南館店　
○　 株式会社　ヤマザワ　山交ビル店　
○　 株式会社　渡辺近七商店
○　 カメラのキタムラ山形馬見ヶ崎店
○　 木の実西部保育園
○　 木の実保育園
○　 クロ・ド・シャルム
○　 ケーズデンキ山形北本店
○　 髙陽堂書店
○　 公立学校共済組合東北中央病院
○　 国土交通省　東北地方整備局　山形河川国道事務所
○　 子育てランド　あ～べ
○　 こどものくに　クレヨン王国
○　 近藤工業株式会社
○　 近野商会
○　 サイクルランドさいとう
○　 財団法人山形県建設技術センター
○　 財団法人山形県国際交流協会
○　 財団法人山形県シルバー人材センター連合会
○　 財団法人山形県理化学分析センター
○　 財団法人山形県林業公社
○　 財団法人山形市体育協会
○　 蔵王国際ホテル
○　 蔵王四季のホテル
○　 蔵王やすらぎの里　通所介護事業所
○　 ＪＦＣ石井農場
○　 指定知的障がい児通園施設　まんさくの丘こまくさ学園
○　 社会福祉法人　たんぽぽ会　たつのこ保育園
○　 社会福祉法人　チトセ会　千歳保育園
○　 社会福祉法人　ほほえみ福祉会　ほほえみ保育園
○　 社会福祉法人　山形公和会　マリアこまくさ保育園
○　 社会福祉法人山形　サンシャイン大森
○　 社団法人山形県自動車整備振興会
○　 シャトレーゼ山形北店



○　 新世工業株式会社
○　 陣場調剤薬局
○　 スーパースポーツゼビオ山形吉原店
○　 社会福祉法人観行会　杉の子保育園
○　 スタジオマリオ山形馬見ヶ崎店
○　 株式会社　ヒロホーム　山形店
○　 セブン－イレブン山形江俣二丁目店
○　 ソーレ江俣
○　 ソーレ前田
○　 そば処正平
○　 高橋畜産食肉株式会社
○　 社会福祉法人　たんぽぽ会　たんぽぽ保育園
○　 株式会社　千歳園
○　 千歳不動産（株）
○　 月かげ幼稚園
○　 株式会社ツクイ山形江俣
○　 TUTAYA山形北町店
○　 ツルハドラッグ山形嶋店
○　 デンタルアート・セナミ
○　 東栄コンクリート工業（株）
○　 東海林農園
○　 銅町デイサービスセンター
○　 特定非営利活動法人桜こどもクラブ
○　 特定非営利活動法人ひなぎくアルファー十日町事業所
○　 特別養護老人ホーム菅沢荘
○　 特別養護老人ホームとかみ共生苑
○　 特別養護老人ホームながまち荘
○　 特別養護老人ホームなごみの里
○　 独立行政法人　国立病院機構山形病院
○　 戸田書店　山形店
○　 トヨタカローラ山形株式会社　城北店
○　 トヨタカローラ山形株式会社　大野目店
○　 トヨタカローラ山形株式会社　南一番町店
○　 トヨタカローラ山形株式会社　南館店
○　 南欧の食卓コパン　イオン山形南店
○　 日産プリンス山形販売（株）
○　 農家：板垣　実　氏
○　 農家：小林藤重　氏
○　 野口鉱油（株）山形北バイパス給油所
○　 野村證券(株)山形支店
○　 八文字屋北店
○　 はなだてベビーホーム
○　 はらっぱ保育園
○　 東原幼稚園
○　 光電設株式会社
○　 社会福祉法人ひまわり会　ひまわり保育園
○　 ビューティマツダ青い鳥
○　 美容室Ａｎｇｅ（アンジュ）
○　 ひらつか保育園
○　 ファミリー調剤薬局
○　 ふもとや
○　 Hair. With Water
○　 ヘアーサロンいづみ
○　 ヘアーサロン梅津
○　 ベビーホーム　ドレミ幼児園
○　 社会福祉法人　出羽むつみ会　むつみハイム
○　 星幼育園



○　 ほっとin福寿草
○　 ホンダオートテラス嶋
○　 ホンダオートテラス山形
○　 マクドナルド成沢ヨークベニマル店
○　 マクドナルド山形北イオン店
○　 マクドナルド山形鉄砲町店
○　 マクドナルド山形南イオン店
○　 マクドナルド山形やよい町店
○　 松波大谷幼稚園
○　 マリア美容室
○　 有限会社マルニ自動車西部工業団地工場
○　 マルヨシ商会
○　 まんさくの丘「恵光園」
○　 ミクロン精密株式会社
○　 南こどもクラブ
○　 南山形すくすく保育園
○　 南山形幼稚園
○　 村山総合支庁
○　 モスバーガー西バイパス店
○　 モスバーガー山形駅前大通店
○　 モスバーガー山形北店
○　 モスバーガー山形桜田店
○　 モスバーガー山形七日町店
○　 やすらぎの里金井
○　 山形県教育庁
○　 山形県金融広報委員会
○　 山形県男女共同参画センター
○　 山形県農業総合研究センター
○　 山形県民共済生活協同組合
○　 山形県立図書館
○　 山形県立博物館
○　 山形県立保健医療大学附属図書館
○　 山形五十番飯店　上海厨房　桜田店
○　 山形五十番飯店　上海厨房　嶋店
○　 山形コミュニティ放送（株）
○　 山形さくら町病院
○　 山形聖マリア幼稚園
○　 東北文教大学付属幼稚園
○　 山形地方法務局
○　 山形中央自動車学校
○　 山形中央水産株式会社
○　 山形徳洲会病院
○　 山形トヨタ自動車　ユーパーク嶋
○　 山形熱供給株式会社
○　 山形農協南金井支店
○　 山形農協本沢支店
○　 山形パナソニック株式会社
○　 山形ワシントンホテル株式会社
○　 Ｙショップ　大滝酒店
○　 山田菊地病院
○　 山びこ電器
○　 ヤマリョー株式会社
○　 結城歯科医院
○　 （有）エーペック　グループホーム　人生の楽園
○　 江俣農機商会有限会社
○　 エル美容室
○　 エル美容室　山大前支店



○　 （有）江南春
○　 （有）三協アンカー
○　 （有）日本軽貨物山形
○　 有限会社フジヤランドロマット
○　 （有）森谷畳店
○　 有限会社ヤマサオートセンター
○　 養護老人ホームあたご荘
○　 ヨークベニマル山形嶋店
○　 吉田カメラ二口橋新本店
○　 老人ホーム「暖家」
○　 老人ホーム「あんずの家」
○　 小規模多機能型居宅介護もも太郎さん
○　 リカーショップかんべい
○　 山形県ワークショップ明星園
○　 社会福祉法人ほのぼの会　わたしの会社
○　 first山形
○　 ヘアーサロントもニ（hair salon tomony)
○　 デイジーヘアアンドライフ（Daisy　hair  & life)
○　 ユニクロ　蔵王成沢店
○　 ユニクロ　フレスポ山形北店
○　 ユニクロ　イオンモール山形南店
○　 株式会社　オート・リメッサ
○　 旭自動車株式会社
○　 高楯自動車（株）
○　 株式会社カワタオートサービス
○　 株式会社　川口建設
○　 洋服の青山
○　 コンフォートホテル山形
○　 （有）和裁工房
○　 養護老人ホームあたご荘
○　 ヨークベニマル山形嶋店
○　 吉田カメラ二口橋新本店
○　 リカーショップかんべい
○　 老人ホーム「暖家」「あんずのゆ」「ももたろう」
○　 老人ホーム「あんずのゆ」
○　 老人ホーム「ももたろう」
○　 ワークショップ明星園
○　 わたしの会社
○　 first山形
○　 tomony
○　 Daisy山形
○　 ユニクロ　蔵王成沢店
○　 ユニクロ　フレスポ山形北店
○　 ユニクロ　イオンモール山形南店
○　 株式会社　オート・リメッサ
○　 旭自動車株式会社
○　 高楯自動車（株）
○　 カワタオートサービス
○　 株式会社　川口建設
○　 洋服の青山
○　 コンフォートホテル山形


