
生き活き健康事業所宣言エントリー事業所（令和1年8月31日現在　エントリー事業所 392社）

Ｎｏ 事業所名 住所

1 本州油化　株式会社 前橋市総社町1ｰ5ｰ4

2 株式会社　シュウワエンジニアリング 高崎市下豊岡町1482

3 株式会社　石商中里 高崎市中里町16-1

4 社会福祉法人　育明会　すみれこども園 伊勢崎市境上武士983-3

5 株式会社　水島鉄工所 高崎市小八木町 314

6 昭和電気鋳鋼　株式会社 高崎市倉賀野町 3250

7 株式会社　オ―・エス・ティ 太田市下浜田町 340-6

8 株式会社　ソフィア 桐生市境野町 7-201

9 星野総合商事　株式会社 前橋市日吉町4-36-1

10 マルエス　合資会社 邑楽郡邑楽町中野 4470

11 群馬燃料　株式会社 太田市新島町 963

12 社会福祉法人　桐の実会 わたらせ養護園 桐生市新里町奥沢 59-1

13 株式会社　コムテックス 高崎市問屋町 3-10-1

14 末広産業　株式会社 前橋市亀里町 786

15 株式会社　エムダブルエス日高 高崎市日高町349番地

16 群馬中央バス株式会社 前橋市小屋原町384-1

17 坂東コンクリート工業　株式会社 吾妻郡東吾妻町小泉 264-1

18 社会福祉法人　若葉福祉会　若葉保育園 高崎市南町 1-5

19 医療法人社団　美心会 高崎市矢中町187

20 医療法人　上毛会　伊勢崎福島病院 伊勢崎市鹿島町556-2

21 群馬県中小企業団体中央会 前橋市大手町 3-3-1

22 株式会社　成電社 高崎市問屋町 2-4-3

23 株式会社　神田運送店 桐生市相生町 2-588-4

24 株式会社　チャイルドホープ 伊勢崎市連取町3273-3

25 群馬県商工会連合会 前橋市関根町 3-8-1

26 株式会社　羽鳥鉄工所 高崎市上豊岡町 571-2

27 有限会社　小板橋土建 富岡市妙義町下高田1032

28 大木建設　株式会社 太田市新田大町663

29 株式会社　中沢工業所 高崎市倉賀野町 2918-14

30 社会福祉法人　ほたか会 利根郡川場村大字生品1861

31 株式会社　桑原組 利根郡みなかみ町小川2030

32 群馬農協チキンフーズ　株式会社 北群馬郡吉岡町大字漆原2500

33 沼田商工会議所 沼田市西倉内町669-1
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34 株式会社　オルビス 高崎市本郷町121

35 医療法人　新井胃腸科診療所 前橋市昭和町一丁目16番10号

36 株式会社　沼田魚菜市場仲卸 沼田市上原町1715

37 株式会社　松村機械製作所 太田市　脇屋町　919-1

38 日本中央交通　株式会社 高崎市島野町1332

39 新和建設　株式会社 邑楽郡千代田町赤岩3042-3

40 株式会社　セイホー 館林市成島町611-24

41 社会福祉法人　柏 みどり市大間々町大間々792-2

42 公益社団法人　群馬県看護協会 前橋市上泉町1858-7

43 群馬コープ観光　株式会社 高崎市菅谷町 20-170

44 関東ビジネス　株式会社 高崎市倉賀野町68-2

45 赤城興産　株式会社 みどり市大間々町大間々1558-1

46 待矢場両堰土地改良区 太田市鳥山下町402-1

47 株式会社　藤井繊維 高崎市問屋町1-2-2

48 株式会社　トーエー商会 高崎市新保町 18

49 群馬電工　株式会社 前橋市総社町1-4-6

50 株式会社　群馬バス 高崎市緑町3-2-3

51 株式会社　ボルテックス　セイグン 安中市原市432

52 社会医療法人　鶴谷会 伊勢崎市境百々421

53 株式会社　ぐんまフラワー管理 前橋市柏倉町2471-7

54 社会福祉法人　のどか 吾妻郡嬬恋村田代938-8

55 株式会社　食環境衛生研究所 前橋市 荒口町 561-21

56 ケービックス　株式会社 前橋市問屋町 1-3-1

57 大洋電機株式会社群馬事業所 伊勢崎市八斗島町726

58 田中建設　株式会社 伊勢崎市連取町3309-7

59 株式会社　総合ＰＲ 前橋市 元総社町 936-4

60 田畑建設　株式会社 藤岡市 小林 326

61 追川工業　株式会社 高崎市 倉渕町三ﾉ倉 2016

62 平方木材　株式会社 前橋市天川大島町1248

63 美峰酒類　株式会社 高崎市歌川町1

64 桐生建設　株式会社 桐生市宮前町2-14-1

65 ホクブ　株式会社 渋川市半田3225

66 三幸機械　株式会社 高崎市下滝町433-22

67 株式会社　荻野屋 安中市松井田町横川399
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68 上信電鉄　株式会社 高崎市鶴見町51

69 昭和金属　株式会社 前橋市上大島町505-6

70 株式会社　ミツミ 前橋市粕川町込皆戸380-2

71 株式会社　群馬丸魚 伊勢崎市日乃出町702

72 渡辺建設　株式会社 吾妻郡嬬恋村大字三原875

73 社会福祉法人　緑陽会 富岡市上小林47

74 株式会社　野口製作所 富岡市下丹生1494-3

75 岩上建設　株式会社 前橋市二之宮町1686

76 株式会社　塚越製作所 太田市由良町236-1

77 中里海産　株式会社 伊勢崎市八寸町5361-1

78 医療法人　誠歯会　はが歯科医院 前橋市高花台1-9-2

79 大栄産業株式会社 吾妻郡嬬恋村大字三原875

80 医療法人　春香会 みどり市大間々町桐原1570-498

81 株式会社　鐵建 藤岡市東平井1410-4

82 群馬県卸酒販　株式会社 前橋市城東町4-2-1

83 株式会社　一倉商事 渋川市半田1114-3

84 有限会社　ウィルビ・エンタープライズ 高崎市山名町1671-115

85 株式会社　エスディー 邑楽郡　大泉町　朝日　３－１４－２２

86 東群運送　株式会社 桐生市琴平町2-6

87 株式会社　猿ヶ京ホテル 利根郡みなかみ町猿ｹ京温泉1171

88 株式会社　関東サイン 太田市大原町22-3

89 市川建設　株式会社 太田市新井町173

90 株式会社　ボルテックス　アーク 安中市下磯部 987-1

91 株式会社　山岸鍛工 みどり市 笠懸町西鹿田 1384-1

92 サンヨー　株式会社 藤岡市 立石 1510

93 一般社団法人　群馬県バス協会 前橋市野中町 588

94 冬木工業株式会社 高崎市栄町27-15

95 群馬県社会保険労務士会 前橋市元総社町528-9

96 菊屋株式会社 群馬県高崎市八幡町400

97 株式会社　川崎工務店 群馬県高崎市下和田町3-5-7

98 北海製罐株式会社千代田工場 群馬県邑楽郡千代田町昭和5-1

99 医療法人　博仁会　第一病院 群馬県高崎市下小鳥町1277

100 東毛福祉事業協同組合 邑楽郡大泉町大字古氷22-20

101 株式会社　研屋 高崎市飯塚町805
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102 栄運輸　株式会社 伊勢崎市三和町2529

103 株式会社　アサヒ 安中市原市668

104 株式会社　岡田製作所 館林市 近藤町 318-2

105 信沢工業　株式会社 高崎市 旭町 18

106 医療法人　一羊会　上武呼吸器科内科病院 前橋市 田口町 586-1

107 ハウスリーフ　株式会社 伊勢崎市 韮塚町 1191ｰ12

108 株式会社　小池ケアサービス 前橋市 本町 3-1-23

109 河本工業　株式会社 館林市 北成島町 2544

110 高崎倉庫 株式会社 高崎市 下佐野町 71

111 有限会社　ユナ厨房 館林市 高根町 426-2

112 芝浦運輸機工　株式会社　高崎営業所 佐波郡 玉村町 川井 23-6

113 群馬小型運送　株式会社 高崎市 中大類町 118-3 

114 関東食品株式会社 高崎市 綿貫町 2223-1

115 株式会社　大信工業 前橋市 上新田町 626-1

116 株式会社　横山樹脂工業 邑楽郡 邑楽町 大字赤堀 3985

117 有限会社　髙澤建材店 桐生市 相生町 5-284-18

118 浦野工業　株式会社 高崎市 吉井町下奥平 212-1

119 株式会社　上毛新聞社 前橋市 古市町 1-50-21

120 社会福祉法人　麦の芽会 みどり市 笠懸町西鹿田 21-1

121 大興電気商事　株式会社 前橋市 亀里町 765-1

122 株式会社　グローバル 伊勢崎市 境下武士 2675-2

123 医療法人　望真会　古作クリニック 伊勢崎市 日乃出町 1351-8

124 伊勢崎商工会議所 伊勢崎市 昭和町 3919

125 有限会社　井林製作所 高崎市 足門町 39-7

126 株式会社　ビット 富岡市 岩染 343

127 藤岡商工会議所 藤岡市 藤岡 853-1

128 直井自動車運送　株式会社 高崎市 元島名町 482

129 東毛情報開発　株式会社 太田市 下浜田町 1082-1

130 有限会社　星山商店 館林市 美園町 26-14

131 赤城観光自動車　株式会社 みどり市 大間々町大間々 616

132 工藤建設工業　株式会社 太田市 大久保町 125-110

133 佐田建設　株式会社 前橋市 元総社町 1-1-7

134 カネコ種苗　株式会社 前橋市 古市町 1-50-12

135 平成警備　株式会社 伊勢崎市 宮子町 3209-3

4/11



Ｎｏ 事業所名 住所

136 株式会社　アイ・エス・グリーン 伊勢崎市 山王町 15-2

137 株式会社　エム・エス・ケー 伊勢崎市 日乃出町 703番地5

138 株式会社　ヨネアイ 伊勢崎市 境三ﾂ木 91

139 株式会社　アカオン 伊勢崎市 野町 181

140 有限会社　赤木重機 伊勢崎市 上諏訪町 1635-1

141 寿運輸倉庫　株式会社 伊勢崎市 三室町 6201-12

142 株式会社　板垣 伊勢崎市 本町 4番地 26

143 株式会社　一富士 伊勢崎市 連取町 920-1

144 有限会社　石井商店 太田市 西新町 20-6

145 寿倉庫　株式会社 伊勢崎市 日乃出町 607ｰ2

146 有限会社　ワークスキムラ 伊勢崎市 除ｹ町 350-21

147 伊勢崎市 波志江町 1914-16

148 田中生コン　株式会社 佐波郡 玉村町 大字角淵 4372-1

149 有限会社　小倉モ―タ―ス みどり市 大間々町大間々 1709-10

150 館林商工会議所 館林市 大手町 10-1

151 ニッタガス　株式会社 太田市 新田大根町 952-3

152 株式会社　エムズ 前橋市 若宮町 4ｰ27ｰ3 

153 株式会社　カレントプラン 伊勢崎市 東小保方町 3325-1

154 株式会社　エィティシ― 伊勢崎市 境伊与久 663-1

155 株式会社　ＹＳＫ 伊勢崎市 三室町 4024ｰ1

156 有限会社　ジー・アート 伊勢崎市 曲沢町 379-2

157 有限会社　レストラン宮子 伊勢崎市 宮子町 3530-8

158 株式会社　シンクトゥギャザー 桐生市 相生町 5-484

159 桐生商工会議所 桐生市 錦町 3-1-25

160 有限会社　和光冷熱 伊勢崎市 波志江町 2849-2

161 近藤酒造　株式会社 みどり市 大間々町大間々 1002

162 株式会社　アイリスコーポレーション 桐生市 菱町1丁目993ｰ10

163 株式会社　プライムアシスト 桐生市 境野町 2-1459

164 シーベル産業　株式会社 邑楽郡 千代田町 昭和 2-6

165 信正運輸　株式会社 伊勢崎市 市場町二丁目 631-3

166 株式会社　アイヒューマン 桐生市 相生町 2丁目1048-6

167 有限会社　小笠原商事 太田市 大原町 2509-1

168 今井運送　株式会社 渋川市 八木原479-1

169 今井鉄工　株式会社 渋川市 北橘町下箱田 626-14
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170 株式会社　サンケイ 桐生市 広沢町 1-2913

171 有限会社　佐藤モ―タ―ス 桐生市 天神町 2-11-5

172 株式会社　孫之家 伊勢崎市 柴町 535ｰ5

173 有限会社　きんでん 桐生市 本町 4 甲 80

174 有限会社　ハヤツシステムズ 桐生市 相生町 3-120-2

175 株式会社　瀧田電気 桐生市 菱町 4-2206-3

176 明盛宏産　株式会社 桐生市 広沢町 5-4714

177 株式会社　イセサキコンクリ―ト 伊勢崎市 長沼町 2207

178 信永商事　有限会社 高崎市 箕郷町上芝 466-14

179 株式会社　誠幸工業 伊勢崎市 三室町 5716-1

180 池田種苗　株式会社 渋川市 有馬 152

181 株式会社　ネクストワン 太田市 西新町 103-10

182 三高産業　株式会社 桐生市 境野町 7-1860

183 株式会社　アイティーエム 高崎市　岩鼻町　１５７－１

184 有限会社　富田総合保険プランナーズ 高崎市 岩押町 25-18

185 有限会社　小屋材木店 みどり市 大間々町大間々 1100

186 株式会社　ケーズプロデュース 高崎市 大八木町 517-1

187 株式会社　丸橋設備 伊勢崎市 茂呂町 二丁目 2825番地 4

188 有限会社　阿部商事 桐生市 新里町板橋 870-8

189 群馬県旅館ホテル生活衛生同業組合 前橋市 上細井町 2035

190 株式会社　ライフエレックス 邑楽郡 邑楽町 篠塚 971

191 社会福祉法人　美幸会 みどり市 笠懸町鹿 3033-1

192 株式会社　クリハラ 伊勢崎市 境島村 3022

193 株式会社　須田電工 沼田市 久屋原町 222-2

194 太田商工会議所 太田市 浜町 3-6

195 有限会社　ヨシダ･トータルシステム 前橋市 総社町総社 1752

196 社会福祉法人チハヤ会 みどり市笠懸町鹿3609

197 医療法人　明寿会　石北医院 渋川市 渋川 1592

198 株式会社　群協製作所 高崎市 上大類町 392ｰ2

199 社会福祉法人　玉樹会 高崎市 矢中町 1105-4

200 東洋測量設計株式会社 吾妻郡東吾妻町原町1022-3

201 柳河マシンテック　株式会社 桐生市 新里町山上 2284-1

202 富沢設備　株式会社 吾妻郡東吾妻町岩下639

203 株式会社　ボルテックスサンエイ 太田市 清原町 8-3
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204 有限会社　アークタクシー 安中市 下磯部 1006

205 株式会社　ボルテックスセイワ 安中市下磯部 985

206 株式会社　ボルテックスピース 安中市下磯部 1006

207 富士観光　株式会社 渋川市 伊香保町伊香保 557-12

208 沼田資源　株式会社 沼田市 岩本町 550ｰ1

209 システムセイコ―株式会社 高崎市 福島町 713-5

210 株式会社　佐藤建設工業 渋川市 小野子 1579

211 株式会社　上野振興公社 多野郡 上野村 大字勝山 684-1

212 リプロテック　株式会社 前橋市 富士見町赤城山 1204-115

213 手島精管　株式会社 館林市 下早川田町 306-1

214 日本パスコム　株式会社 前橋市 大友町 2-22-5

215 サンエイ　株式会社 伊勢崎市 連取町 3080-1

216 株式会社　ファーストレイト 太田市 緑町 81-3

217 株式会社　ジユンコーポレイション 安中市 松井田町上増田 53-1

218 社会福祉法人　伊勢崎かしま会　かしま保育園 伊勢崎市 鹿島町 962-1

219 藤井経営　株式会社 伊勢崎市 宮子町 3220

220 株式会社　桑原総業 渋川市 渋川 1816-43

221 ジャパンエンタープライズ　株式会社 前橋市 住吉町 1-4-1河ﾋﾞﾙ301号

222 株式会社　エム　エス　エー 邑楽郡 大泉町 吉田 1221-1

223 社会福祉法人　清香会　大胡第三保育園

224 株式会社　グリーンファースト 前橋市 東片貝町 395

225 有限会社　アサヒシケン 館林市 北成島町1821-10

226 群馬中央運送　株式会社 前橋市 北代田町 574

227 新栄産業運送　有限会社 利根郡 昭和村 森下326-1

228 群馬県立前橋産業技術専門校 前橋市 石関町 124-1

229 医療法人　大誠会 沼田市 久屋原町 345-1

230 有限会社　毛野考古学研究所 前橋市 公田町 1002-1

231 株式会社　銀伶 前橋市 南町 3-50-1

232 社会福祉法人　榛栄会　榛東中央こども園 北群馬郡 榛東村 山子田 2531-19

233 アストロン　株式会社 伊勢崎市 宮子町 3238-1 Stable宮子B棟-G

234 株式会社　根岸 高崎市 吉井町池 77

235 有限会社　ＨＡРРＹ　ＩＳＬＡΝＤ 高崎市 緑町 1-28-2

236 株式会社　精真社 高崎市 末広町 324

237 桂建設　株式会社 みどり市 笠懸町阿左美 763-2
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238 株式会社　クオレ 太田市 西本町 41-10

239 社会福祉法人　桃木会　認定こども園　もものき 前橋市 上沖町 731-4

240 株式会社　桂機械製作所 前橋市 文京町 2-27-3

241 有限会社　金井保険サービス 桐生市 堤町 3-19-20

242 株式会社　Ｇ・Ｍフーズ 伊勢崎市 今泉町 2-471-2

243 株式会社　上毛介護 前橋市 天川原町 1-2-19

244 株式会社　ニワノ 前橋市 文京町 2-26-2

245 株式会社　ｋｌａｒ 前橋市 南町 2-65-1

246 萩原工業　株式会社 前橋市 南町 3丁目44番地の12

247 株式会社　共栄緑化 太田市 浜町 73-12

248 群馬総合スタッフ　株式会社 前橋市 小相木町 386-1

249 有限会社　グルメフレッシュ・フーズ 前橋市 下大島町 995

250 有限会社　サン・エージェント 邑楽郡 大泉町 西小泉 3-3-20 宮城屋ﾊｲﾂ 1F南

251 社会福祉法人　榛永会 北群馬郡 榛東村 広馬場 1797-1

252 株式会社　日進 みどり市笠懸町久宮 382-6

253 株式会社　上毛新聞ＴＲ 前橋市 新前橋町 17-17

254 石川建設　株式会社 太田市 浜町 10-33

255 株式会社　ケアコスモス 桐生市相生町 5丁目572番地の1

256 医療法人　パテラ会月夜野病院 利根郡 みなかみ町 真庭 316

257 株式会社　グールド 高崎市　上中居町　225‐1

258 群馬ビーエス株式会社 前橋市 駒形町 1511番地

259 有限会社　東電器 渋川市 中郷598-59

260 一般財団法人　榛名荘 高崎市 中室田町 5989

261 南波建設株式会社 吾妻郡東吾妻町原町452

262 あんしん計画　株式会社 前橋市 岩神町 3-3-7

263 医療法人　パテラ会　介護老人保健施設　りんどうの里 吾妻郡 高山村 中山 2715-2

264 株式会社　イッツボディ 伊勢崎市 本町 11-31

265 株式会社　物流サービス 前橋市 下大島町 454-4

266 株式会社　ポラリス 高崎市 上佐野町 406

267 株式会社　後藤鉄工 伊勢崎市 日乃出町 597-6

268 株式会社　中沢ヴィレッジ 吾妻郡 草津町 草津 618

269 医療法人　彌生会 吾妻郡 中之条町 大字伊勢町 782-1

270 ワイズコーポレーション　株式会社 伊勢崎市 境百々東 17-4

271 群馬ライン企画　株式会社 渋川市 半田 2118-1
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272 ダイシン工業　有限会社 渋川市 行幸田 76ｰ9

273 株式会社　クボタ 前橋市 亀里町 523

274 躍升建設　株式会社 高崎市 島野町 68-139

275 株式会社　川和運輸 前橋市 滝窪町 1327-1

276 株式会社　新鮮便 伊勢崎市 間野谷町1-20

277 ほしかわ工務店　株式会社 高崎市 下小塙町 609-7

278 サン　株式会社 高崎市 上小塙町 1247-2

279 富沢鐵工　株式会社 前橋市 総社町 桜が丘 1035-16

280 株式会社　高崎テクノ 高崎市 島野町 314ｰ5

281 株式会社　つばさ保険企画 前橋市 六供町 776ｰ1ｻｻﾞﾝﾃﾗｽ

282 株式会社　サンライズ 伊勢崎市 宮子町 3418-4

283 大進電気工事　株式会社 高崎市 貝沢町 636ｰ1

284 株式会社　利根総業 伊勢崎市 下植木町 772-29

285 株式会社　太陽運輸 前橋市 五代町 677-2

286 平出紙業　株式会社 前橋市 問屋町 2-8-2

287 株式会社　エム保険グループ 太田市 鳥山上町 1526ｰ1

288 株式会社　ケイエムオー 伊勢崎市 五目牛町 324-5

289 株式会社　みまつ食品 前橋市 上大島町 2-1

290 公益財団法人　脳血管研究所 伊勢崎市 大手町 1-1

291 株式会社　ＡＨＣ 前橋市 小相木町 343-1

292 株式会社　ユーデンシステム 藤岡市 東平井 1160-2

293 群馬製粉　株式会社 渋川市 渋川 1183

294 株式会社　アシスト２４ 邑楽郡 大泉町 東小泉 2-3-5 岡部ﾋﾞﾙ 2F

295 ローズクィーン交通　株式会社 吾妻郡 東吾妻町 川戸 1281

296 千代田工業　株式会社 太田市 沖野町 457ｰ4

297 株式会社　三京体育器 高崎市 上豊岡町 561-31

298 群馬合金　株式会社 伊勢崎市 境東新井 1048-19

299 社会福祉法人　視覚障害者福祉会

300 吉澤総業　有限会社 前橋市 上大屋町 363-37

301 田村建設　株式会社 前橋市 古市町 1-16-6

302 群馬急送株式会社 前橋市 中内町 255-1

303 公益社団法人　藤岡市シルバー人材センター 藤岡市 下栗須 873-3

304 有限会社　前橋ビルサービス 前橋市 上大島町 614ｰ6

305 豊和技研工業　株式会社 高崎市 箕郷町柏木沢 1530-29
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306 株式会社　ディライト 前橋市 川曲町 20ｰ6

307 有限会社　アーク 渋川市 金井 1233

308 株式会社　ミズラボ 渋川市 石原 2757-4

309 じぶんカンパニー　株式会社 前橋市 千代田町 3ｰ9ｰ1

310 一般社団法人　群馬県トラック協会 前橋市 野中町 595

311 株式会社　コマックス 前橋市 五代町 790-1

312 株式会社　グローバル・ワーク 太田市 東矢島町 159

313 株式会社　草津温泉フットボールクラブ 前橋市 千代田町 4-12-4

314 中央環境整備工業　株式会社 前橋市 横手町 63-3

315 今成運送　株式会社 渋川市 八木原 1428

316 有限会社　飛翔 渋川市 渋川 894ｰ26

317 本田建設　株式会社 邑楽郡 大泉町 中央 2-15-1

318 池原工業　株式会社 吾妻郡 東吾妻町 原町 160

319 扶桑興産　株式会社 太田市 古戸町 1101-2

320 株式会社　丸進建築設計事務所 前橋市 西片貝町 5-15-22

321 朝比奈運送　株式会社 渋川市 行幸田 267-2

322 桐生市 梅田町 4ｰ521ｰ1

323 マック食品　株式会社 前橋市 力丸町 488-1

324 サンセイ電設　株式会社 高崎市 和田多中町 11-44

325 有限会社　下山製作所 桐生市 菱町 1-593-1

326 有限会社　アドバンスシステム 前橋市 総社町総社 1732ｰ1

327 有限会社　サイタハウジング 伊勢崎市 田部井町三丁目 2734-4

328 有限会社　ツインバード 伊勢崎市 境上渕名 968-1

329 株式会社　金沢屋商店 高崎市 本町 65

330 医療法人　山住会 渋川市 赤城町上三原田 842-1

331 長野堰土地改良区 高崎市 請地町 13

332 株式会社　永沢製作所 みどり市 笠懸町阿左美 643-6

333 株式会社　ウベハウス東日本 高崎市 新保町 1665-1 反町ﾋﾞﾙ 6階

334 株式会社　フィル 高崎市 箕郷町白川 1743ｰ2

335 株式会社　アイ・ディー・エー 高崎市 倉賀野町 4221-13

336 エムズツール＆ダイ　株式会社 邑楽郡 大泉町 吉田 2365-2

337 株式会社　小間製作所 富岡市 宇田 200-1

338 株式会社　システム工機 高崎市 若田町 245番地

339 株式会社　コイケ 高崎市 足門町 637-37
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340 有限会社　マルニ精機 富岡市 南後箇 甲 916

341 伊勢崎ガス　株式会社 伊勢崎市 日乃出町 108

342 有限会社　入ヶ谷福祉 館林市 入ｹ谷町 98

343 株式会社　カマタ 太田市 西野谷町 233-2

344 株式会社　コスメ・ニスト 邑楽郡 千代田町 赤岩 1339ｰ2

345 株式会社　ヒューマンサポート 安中市 下磯部 1006

346 有限会社　キックスコーポレーション 藤岡市 藤岡 473-1

347 ＮＰＯ法人　ステップＯｎｅミサト 高崎市 箕郷町矢原 1059-55

348 株式会社　池田重機 富岡市 七日市 266ｰ1

349 大橋商事　有限会社 前橋市 朝倉町 3-36-7

350 有限会社　街かどほけんプラン 太田市 飯塚町 1485-1

351 コシバ電機　株式会社 富岡市 富岡 1632-4

352 ジー・ピークリーン　有限会社 伊勢崎市 西久保町二丁目 178-6

353 株式会社　スタイルブレッド 桐生市　広沢町　１－２５２５－２

354 株式会社　吾妻水質管理センター 吾妻郡　中之条町　伊勢町 17-5

355 株式会社　あんしんサポート 太田市　龍舞町　１３２２－１

356 マチダコーポレーシヨン　株式会社 前橋市　駒形町 618

357 株式会社　ユートラスト 前橋市　朝倉町　３－９－２６

358 中村化成工業　株式会社 太田市　西新町 112-10

359 株式会社　日本キャンパック 邑楽郡　明和町　矢島 1230

360 丸中建設株式会社　伊勢崎店 伊勢崎市　韮塚町 1201-5

361 有限会社　積伸 伊勢崎市　宮子町　3626-11

362 井戸口産業　株式会社 太田市　新田木崎町　１４０４－１０

363 有限会社　群馬リスクマネージメント 前橋市　石倉町 5-9-15

364 株式会社　ジーシーシー 前橋市　上大島町　９６

不掲載28社
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