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1 特　　　別 株式会社山本製作所 代表取締役社長　 山　本　丈　実 999-3701 東根市大字東根甲5800-1 0237-43-3411 https://www.yamamoto-ss.co.jp/

2 特　　　別 株式会社でん六 代表取締役社長　 鈴　木　隆　一 990-8506 山形市清住町三丁目2-45 023-644-4422 http://www.denroku.co.jp/

3 法人第一種 株式会社山形銀行 取締役頭取 長谷川　吉　茂 990-8642 山形市七日町三丁目1-2 023-623-1221 http://www.yamagatabank.co.jp/

4 法人第一種 株式会社荘内銀行 代表取締役頭取 田　尾　祐　一 990-0043 山形市本町一丁目4-21 023-626-9003 https://www.shonai.co.jp/

5 法人第一種 株式会社きらやか銀行 取締役頭取 粟　野　　学 990-8611 山形市旅篭町三丁目２-３ 023-628-3782 https://www.kirayaka.co.jp/index.php

6 法人第二種 株式会社シェルター 代表取締役会長 木　村　一　義 990-2473 山形市松栄一丁目5-13 023-647-5000 http://www.shelter.jp/

7 法人第二種 山形酸素株式会社 代表取締役社長　 本　間　隆　生 990-2482 山形市久保田一丁目7-1 023-645-0411 http://sunene.co.jp/

8 法人第二種 日東ベスト株式会社 代表取締役社長 大　沼　一　彦 991-8610 寒河江市幸町4-27 0237-86-3170 http://www.nittobest.co.jp/

9 法人第二種 エムテックスマツムラ株式会社 代表取締役会長　 松  村  英  一 994-8501 天童市北久野本一丁目7-43 023-654-3211 http://www.mtex.co.jp/

10 法人第二種 日新製薬株式会社 代表取締役会長　　　 大　石　俊　樹 994-0069 天童市清池東二丁目3-1 023-655-2131 https://www.yg-nissin.co.jp/

11 法人第二種 新庄自動車株式会社 代表取締役社長 佐　藤　　啓 996-0053 新庄市大字福田711-91 0233-22-3130 http://shinjyo.biz

12 法人第三種 株式会社鈴木製作所 代表取締役社長　 鈴　木　重　幸 990-0886 山形市嶋南一丁目12-7 023-684-0843 https://suzuki-ss.co.jp/

13 法人第三種 アイジー工業株式会社 代表取締役社長 若　尾　　直 999-3716 東根市大字蟹沢字上縄目1816-12 0237-43-1820 https://www.igkogyo.co.jp/

14 法人第三種 株式会社須藤製作所 代表取締役社長 須　藤　知　彦 998-0125 酒田市広野字末広100 0234-92-2131 http://www.sudo-ss.jp/

15 法人第三種 株式会社ムラヤマ 代表取締役　　　　 村　山　　功 990-2351 山形市鋳物町40 023-643-5111 http://y-murayama.jp/company.html

16 法人第三種 株式会社カネト製作所 代表取締役会長 原　田　善　則 999-3246 上山市中山5633 023-673-2211 http://kaneto-ss.co.jp/greeting.htm

17 法人第三種 秋山鉄工株式会社 代表取締役社長 秋  山  祥　一 997-0011 鶴岡市宝田一丁目10-1 0235-22-1850 https://akiyamatekkou.tumblr.com/

18 法人第三種 テクノ・モリオカ株式会社 代表取締役会長 森　岡　雄　一 993-0075 長井市成田2613 0238-84-0170 https://www.techno-morioka.co.jp/

19 法人第三種 株式会社斎藤農機製作所 代表取締役社長　　　　 齋　藤　博　紀 998-0832 酒田市両羽町332 0234-23-1511 http://www.saitonouki.jp/

20 法人第三種 株式会社細谷信吉商店 代表取締役社長 細　谷　明　生 990-0053 山形市薬師町二丁目17-4 023-641-6529
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21 法人第三種 株式会社石井製作所 代表取締役社長 石　井　智　久 998-0102 酒田市京田四丁目1-13 0234-28-8239 https://isi-mfg.com/

22 法人第三種 不二工業株式会社 代表取締役社長　　　 佐　藤　浩　司 995-0004 村山市金谷1 0237-55-2231 http://fujikogyo-kk.co.jp/

23 法人第三種 株式会社マルハチ 代表取締役　　　　 阿　部　 武　秀 999-7707 東田川郡庄内町廿六木字五反田75-1 0234-43-4808 http://maruhachi.n-da.jp/

24 法人第三種 阿部エンジニアリング株式会社 代表取締役　　　　 阿　部　敏　昭 998-0072 酒田市北浜町2-54 0234-35-1250 http://abe-eng.co.jp/

25 法人第三種 彌満和精機工業株式会社 代表取締役社長　　　　 渡　邊　吉　一 992-0057 米沢市成島町二丁目1-74 0238-22-0266 https://www.yamawa.com/jp/company/yf.html

26 法人第三種 有限会社田島製作所 代表取締役　　　　 田　島　誠　一 999-3100 上山市新北浦2番2 023-672-1455 http://pressya.com/

27 法人第三種 山形新興株式会社 代表取締役　　　　 竹　田　良　一 992-0864 西置賜郡白鷹町大字佐野原638-2 0238-87-2009 www.yskk-net.jp/

28 法人第三種 イガラシ機械工業株式会社 代表取締役 五十嵐　　徹 997-1301 東田川郡三川町大字横山字袖東13-1 0235-66-2018 http://www11.plala.or.jp/fiftom/index.htm

29 法人第三種 東北銘醸株式会社 代表取締役 佐　藤　淳　司 998-0114 酒田市十里塚字村東山125番地の３ 0234-31-1515 http://www.hatsumago.co.jp/

30 法人第三種 有限会社渡辺鋳造所 代表取締役 渡　辺　利　隆 990-2351 山形市鋳物町21番地 023-643-7010 http://www.watana-f.com/info/

31 法人第三種 山形パナソニック株式会社 代表取締役 清　野　寿　啓 990-2401 山形市平清水1-1-75 023-622-5402 http://www.y-panasonic.co.jp/

32 法人第三種 株式会社カルイ 代表取締役 髙　橋　和　成 990-2351 山形市鋳物町４６番地の１ 023-645-5710 https://funsaiki.com/

33 法人第三種 明立工業株式会社 代表取締役 須　藤　　　彰 999-3766 東根市神町西二丁目２番１５号 0237-48-1626 http://www.meiritsu-kogyo.com/

34 法人第三種 ジャスト株式会社 代表取締役社長 岡　崎　淳　一 999-3103 上山市金谷字下河原１３６０ 023-673-5125 http://yamagata-just.co.jp/

35 法人第三種 株式会社誠文堂印刷 代表取締役社長 布　施　昇　一 990-0043 山形市本町一丁目7-50 023-632-2910 http://www.e-yamagata.com/eyamab/0236322910/

36 法人第三種 おもと国際特許商標事務所 弁理士 黒　沼　吉　行 990-0041 山形市緑町三丁目３－１８ 023-615-6072

37 法人第三種 至青山国際特許商標事務所 弁理士　　　　　 佐々木　　實 990-2461 山形市南館五丁目2-27 023-643-1845 https://itp.ne.jp/info/062523845000000899/

38 法人第三種 さとう特許商標事務所 弁理士 佐　藤　　司 990-0057 山形市宮町四丁目6-3　729、Ｍビル303 023-679-3770

39 法人第三種 酒田商工会議所 会頭　　　　 弦　巻　　伸 998-0044 酒田市中町二丁目5-19　酒田駐車ビル１Ｆ 0234-22-9311 http://www.sakata-cci.or.jp/

40 法人第三種 荘内ガス株式会社 代表取締役社長 渡　部　隆　文 998-0063 酒田市南新町二丁目５－３５ 0234-22-4444 http://www.shonaigas.co.jp/
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41 法人第三種 株式会社エム・エス・アイ 代表取締役 金　子　昌　弘 990-2473 山形市松栄一丁目5-7 023-647-3966 https://msi-net.co.jp/

42 法人第三種 株式会社セロン東北 代表取締役 大　内　　勇 990-2482 山形市久保田一丁目8-28 023-643-6215 http://www.seron.co.jp/

43 法人第三種 株式会社山形メタル 代表取締役 庄　司　正　人 990-0053 新庄市大字福田字福田山711-17 0233-28-1011 http://www.y-metal.co.jp/

44 法人第三種 遠藤商事株式会社 代表取締役 遠　藤　靖　彦 990-8558 山形市穂積85番地 023-631-1322 https://www.endo.co.jp/company/

45 法人第三種 キョードー・システムズ株式会社 代表取締役 宗　片　悌　二 990-0034 山形市東原町二丁目18-25 023-628-6123 http://e-kyodo.com/

46 法人第三種 相原木材株式会社 代表取締役 相　原　吉　郎 990-2251 山形市立谷川2-86-1 023-686-4326 http://www.aiharamokuzai.co.jp/

47 法人第三種 株式会社ＩＢＵＫＩ 代表取締役 松　本　晋　一 999-3511 西村山郡河北町字真木160-2 0237-72-7121 http://ibki-inc.com/

1 名誉会員 山形県産業労働部工業戦略部振興課 課長 岡　崎　正　彦 990-8570 山形市松波二丁目8-1 023-630-2557 https://www.pref.yamagata.jp/ou/shokokanko/110002/

2 名誉会員 山形県工業技術センター 所長 佐　藤　龍　則 990-2473 山形市松栄二丁目2-1 023-644-3222 http://www.yrit.pref.yamagata.jp/

3 名誉会員 山形県工業技術センター 庄内試験場 場長 飛　塚　幸　喜 997-1321 東田川郡三川町大字押切新田字桜木25 0235-66-4227

4 名誉会員 山形県工業技術センター 置賜試験場 場長 中　野　　哲 992-0003 米沢市窪田町窪田2736-6 0238-37-2424

5 名誉会員 (公財)山形県産業技術振興機構 専務理事 佐　藤　　岳 990-2473 山形市松栄二丁目2-1 023-673-3130 http://www.ypoint.jp/

6 名誉会員 山形市商工観光部雇用創出課 課長 鈴　木　直　之 990-0047 山形市旅篭町二丁目3-25 023-641-1212 https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kakuka/shoko/

7 名誉会員 米沢市産業部商工課 課長 我　妻　重　義 992-8501 米沢市金池五丁目2-25 0238-22-5111 http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/1219.html

8 名誉会員 鶴岡市商工観光部商工課 課長 伊　藤　　敦 997-0035 鶴岡市馬場町9-25 0235-25-2111 https://www.city.tsuruoka.lg.jp/

9 名誉会員 酒田市教育委員会学校教育課 課長 阿　部　　周 998-0043 酒田市本町二丁目２－４５ 0234-26-5776 http://www.city.sakata.lg.jp/

10 名誉会員 新庄市商工観光課 企業立地・商工振興室長 柏　倉　敏　彦 996-0023 新庄市沖の町10-37 0233-22-2111 http://www.city.shinjo.yamagata.jp/

11 名誉会員 (財)山形大学産業研究所 常務執行理事 伊　藤　浩　志 992-8510 米沢市城南四丁目3-16 0238-26-3212 http://sanken-yz.com/

12 名誉会員 山形商工会議所 専務理事 岩　田　雅　史 990-0042 山形市七日町三丁目1-9 023-622-4666 http://www.yamagata-cci.or.jp/

13 名誉会員 米沢商工会議所 会頭 増　村　　力 992-0045 米沢市中央四丁目1-30 0238-21-5111 http://www.ycci.or.jp/
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14 名誉会員 鶴岡商工会議所 専務理事・事務局長 加　藤　淳　一 997-8585 鶴岡市馬場町8-13 0235-24-7711 https://www.trcci.or.jp/

1 準名誉会員 山形少年少女発明クラブ 会長 山　川　勇　一 990-2421 山形市上桜田　2-10-1 023-622-2755 http://kids.jiii.or.jp/modules/pico/index.php?content_id=51

2 準名誉会員 鶴岡少年少女発明クラブ 会長 奥　田　満　哉 997-0346
鶴岡市上山添字文栄100
鶴岡市教育委員会学校教育課学事保健係内

0235-57-4865 http://kids.jiii.or.jp/modules/pico/index.php?content_id=52

3 準名誉会員 東根少年少女発明クラブ 会長 菅　原　士　郎 999-3795
東根市中央一丁目1-1
東根市教育委員会管理課内

0237-42-1111 http://kids.jiii.or.jp/modules/pico/index.php?content_id=53

4 準名誉会員 三川少年少女発明クラブ 会長 坂　　勇　雄 997-1301
東田川郡三川町大字横山字西田52-1
三川町公民館内

0235-66-4403 http://kids.jiii.or.jp/modules/pico/index.php?content_id=54

5 準名誉会員 米沢少年少女発明クラブ 会長 森　　秀　晴 992-0038
米沢市城南四丁目3-16
（社）米沢工業会内

0238-22-7866 http://kids.jiii.or.jp/modules/pico/index.php?content_id=56

6 準名誉会員 最上少年少女発明クラブ 会長 髙　橋　千　春 999-5101
新庄市大字昭和660
最上市町村圏事務組合教育研究センター内

0233-32-1888 http://kids.jiii.or.jp/modules/pico/index.php?content_id=57

7 準名誉会員 天童少年少女発明クラブ 会長 大　石　俊　樹 994-0013
天童市老野森1-3-28
天童商工会議所中小企業相談所内

023-654-3511 http://kids.jiii.or.jp/modules/pico/index.php?content_id=58


