令和３年度
NO

業務管理体制一般検査対象事業者一覧（書面検査）

事業者名

所在地

1 emクリエイティブ合同会社

群馬県館林市加法師町11-10

2 ＧＲＯＷＴＨ株式会社

群馬県太田市宝町６３７

3 NPO法人

群馬県館林市西本町７番２１号

セサミ

4 ＮＰＯ法人Ｆ－ｎｅｘｔ

群馬県伊勢崎市波志江町１７９０番地６

5 ＮＰＯ法人ジル

群馬県伊勢崎市喜多町９番地４

6 ＮＰＯ法人群馬リカバリーねっと

群馬県佐波郡玉村町与六分６－１

7 OHANA株式会社

群馬県伊勢崎市田中島町１４１２番地８

8 P.S.サポート株式会社

群馬県安中市板鼻４１５－１

9 ＳＵＢＡＲＵ健康保険組合

東京都渋谷区恵比寿一丁目20番8号

10 あぜりあホーム

群馬県館林市大街道二丁目10-17

11 アネラ株式会社

群馬県伊勢崎市波志江町１３８６番地８

12 インスピリット株式会社

群馬県安中市原市字一里山４０１番２の１

13 エイチビー株式会社

群馬県高崎市島野町９９３番地１

14 じゆう研究株式会社

群馬県伊勢崎市西小保方町４００番地２０

15 ﾆｺｯﾄﾌｧﾐﾘｰ株式会社

群馬県北群馬郡榛東村新井３３４３番地３

16 ハトリバンテック株式会社

群馬県伊勢崎市三室町５８５２－４

17 ﾋｬｸﾉﾊﾅ株式会社

群馬県桐生市相生町五丁目４７０番地１０

18 フェニックス合同会社

群馬県前橋市関根町三丁目２番地１９アーク１０１

19 マインドライン株式会社

群馬県伊勢崎市粕川町１６５４番地１

20 メイプル株式会社

群馬県佐波郡玉村町板井８３２－７

21 よしだケア株式会社

群馬県高崎市下里見町９７８－１

22 ﾘﾘｰﾌｼﾞｪｲ株式会社

群馬県伊勢崎市長沼町1979番地

23 ワークサポート倶楽部

栃木県足利市堀込町2462-1

24 医療法人

群馬県富岡市神農原５５９－１

大和会

25 医療法人つる舞会さくらｸﾘﾆｯｸ

群馬県館林市木戸町５９６番地の５

26 医療法人恒和会

群馬県渋川市渋川１６９３番地１２

27 一般社団法人cuddle

群馬県太田市藤阿久町６１１番地５

28 一般社団法人famille

群馬県太田市宝町905-3

29 一般社団法人hygge

群馬県利根郡昭和村糸井６８９４－４

30 一般社団法人ココ

群馬県邑楽郡邑楽町中野4691-7

31 一般社団法人ここえ

埼玉県本庄市下野堂１丁目10番15号

32 一般社団法人なちゅらるふぁーむＳＵＮ

群馬県高崎市南大類町５７４－４

33 一般社団法人はたのおと

群馬県桐生市菱町二丁目３５３７番地４

34 一般社団法人ひだまり

群馬県藤岡市鬼石７３５－２

35 一般社団法人ペールチェリー

群馬県渋川市金井486番地4

36 一般社団法人ベストライフデザイン

群馬県高崎市金古町２１７４－４

37 一般社団法人居場所づくり研究会

群馬県伊勢崎市東町2678-5

38 一般社団法人和精神科訪問看護ステーションよつ葉 群馬県桐生市相生町二丁目６１２番地の７１
39 下仁田南牧医療事務組合下仁田厚生病院

群馬県甘楽郡下仁田町下仁田４０９

40 株式会社

Lakushon

群馬県太田市植木野町２５３－１

41 株式会社

孫の手

群馬県太田市大原町１５６番地３

42 株式会社

翔陽

群馬県高崎市新町３０６２－５

43 株式会社barrel

群馬県館林市青柳町１８６２番地の６９

44 株式会社Base Camp

群馬県前橋市田口町５５１番地１
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45 株式会社Cheer up

群馬県高崎市九蔵町２５－１

46 株式会社cocorojapan

群馬県北群馬郡吉岡町大久保１６８１番地２

47 株式会社courage

群馬県前橋市若宮町四丁目１９番１２号

48 株式会社Ｄｅｖｅｌｏｐ・Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ 群馬県前橋市公田町６０４番地１
49 株式会社ＥＦＯＲＣＥ

群馬県伊勢崎市今泉町２－８１５

50 株式会社ＦａｎＦｉｅｌｄ

群馬県館林市成島町３７８番地２７

51 株式会社GIFT

群馬県邑楽郡大泉町中央二丁目３４番８号

52 株式会社ＨＩＫＡＲＩ

群馬県伊勢崎市香林町一丁目５１３番地１

53 株式会社ＨＲクレセント

群馬県太田市別所町428番地1

54 株式会社ＩＮＡＢＡＦＲＡＭ

群馬県桐生市新里町新川517-10

55 株式会社Kｺﾈｸｼｮﾝ

群馬県太田市新田金井町５８５番地１

56 株式会社Ｌ．Ｇｃｏｍｐａｎｙ

群馬県桐生市相生町五丁目５４０番地４

57 株式会社LALLAPALLOOZA

群馬県桐生市新里町小林甲１１５番地ＳＤハイツ１－５

58 株式会社M'sｹｱ

群馬県桐生市相生町５－４４４－８５

59 株式会社NEXT HOLDINGS

群馬県前橋市天川原町２丁目４１番地８NIWA-ALK２F

60 株式会社NOONE

埼玉県熊谷市籠原南三丁目303

61 株式会社ＯＳＡ

群馬県前橋市茂木町270番地30

62 株式会社PLUS

群馬県高崎市上里見町３３４－１

63 株式会社ＰＲＯＰＳ

群馬県みどり市笠懸町阿左美２４９０－４

64 株式会社S＆S Education

群馬県邑楽郡大泉町吉田1737--5

65 株式会社ＳＴＹＬＥ’Ｓ

群馬県太田市藪塚町１２６６番地４

66 株式会社ＴＡＫＥＨＡＹＡ

群馬県前橋市文京町４－１８－２２

67 株式会社TOMODACHI

群馬県館林市松原3-15-13

68 株式会社ＴＲＹ

群馬県伊勢崎市波志江町１００５番地１

69 株式会社ＵＰＳＴＡＲＴ３未来

群馬県邑楽郡大泉町北小泉1丁目１４番２号

70 株式会社あおい訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ太田

群馬県太田市新井町５７４番地２０あおいビル１－２室

71 株式会社ｱｸｱﾘｳｽ

群馬県伊勢崎市東町２７１８番地８

72 株式会社アクティブデイズ

群馬県前橋市敷島町２４０番地７５

73 株式会社アクティ群馬

群馬県前橋市大渡町一丁目１番地５８

74 株式会社アソビバ

群馬県みどり市大間々町大間々１８５４－７

75 株式会社あらた

群馬県伊勢崎市山王町２０２３番地２

76 株式会社ｱﾝｿﾆｰ･ｹｱ

群馬県桐生市本町三丁目３番１７号

77 株式会社イーアス

群馬県伊勢崎市乾町100番地2

78 株式会社えがとど

群馬県桐生市本町六丁目２７番地１

79 株式会社ｴﾊﾞｰﾗｽﾃｨﾝｸﾞ

群馬県伊勢崎市下植木町４３３番地３

80 株式会社エムアンドエヌ

群馬県太田市脇屋町847-1

81 株式会社エルアンドビー

埼玉県熊谷市本町２丁目７６－１

82 株式会社オールスターライズ

群馬県伊勢崎市連取町１８１７番地５

83 株式会社おんおくり

群馬県桐生市三吉町一丁目３番３号

84 株式会社カルム

群馬県佐波郡玉村町飯塚２４９番地１

85 株式会社きずな

群馬県伊勢崎市山王町７３番地２

86 株式会社ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ

群馬県前橋市茂木町６１５番地１

87 株式会社ｸﾞﾚｲｽ

群馬県太田市城西町２４番地７

88 株式会社ｸﾛｽﾎﾞｰﾀﾞｰｻﾎﾟｰﾄ

群馬県桐生市境野町四丁目１０６５番地１
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89 株式会社ケアホームみのり

群馬県伊勢崎市上田町１６５番地１６

90 株式会社ｹｲ･ｻﾎﾟｰﾄ

群馬県太田市岩瀬川町２９３番地８

91 株式会社ケイ・サポート

群馬県太田市大原町1050-1

92 株式会社コンフォートプレイス

群馬県藤岡市藤岡1415-1

93 株式会社ｻﾝ

群馬県藤岡市鬼石１０１番地３

94 株式会社ｻﾝ･ﾒﾃﾞｨｶﾙｹｱ

群馬県太田市東金井町９１７番地

95 株式会社サンミッツ

群馬県伊勢崎市長沼町６６０－１

96 株式会社シュシュ

群馬県安中市安中１２９６番地２

97 株式会社ｽﾏｲﾘｰ

群馬県太田市大原町１０４７番地１０

98 株式会社スマイルーク

群馬県伊勢崎市三光町２０番９号

99 株式会社ソーシャルコネクトジャパン

群馬県高崎市上中居町４９３番地３

100 株式会社チームアール

群馬県みどり市笠懸町鹿４２７１番地８

101 株式会社つくし

群馬県利根郡みなかみ町真庭２６８番地

102 株式会社つばさ

群馬県太田市龍舞町２２０３番地１

103 株式会社ﾃｸﾉｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

群馬県藤岡市白石１２８１番地３

104 株式会社トレジャートラスト

群馬県高崎市棟高町１３３６番地３

105 株式会社ネセサリー

群馬県太田市植木野町７１９番地１

106 株式会社はっぴぃ

群馬県桐生市黒保根町八木原３５６番地２

107 株式会社ハッピーエージェントスタイル

群馬県桐生市本町六丁目２７－１

108 株式会社ひなたライフサポート

群馬県太田市新田村田町１０８０番地１

109 株式会社ヒルズ伊勢崎

群馬県伊勢崎市美茂呂町３１９７－１

110 株式会社フェニックス

群馬県伊勢崎市除ケ町７４番地１

111 株式会社ふじ不動産

群馬県太田市大原町１２６７－３

112 株式会社ﾌｿｳﾎﾃﾙｼｽﾃﾑ

群馬県桐生市梅田町三丁目74番地

113 株式会社ブライトナーズ

群馬県太田市新田木崎町130-1 よかれ苑Ⅲ

114 株式会社プライム優信

群馬県太田市飯田町７９４－５

115 株式会社ポピー

群馬県桐生市仲町一丁目６番１５号

116 株式会社ホンダ

群馬県桐生市錦町２丁目１０番地３４

117 株式会社ﾏｼｪﾘｴ

群馬県伊勢崎市馬見塚町１２９２番地２

118 株式会社みやま苑

群馬県みどり市笠懸町阿左美５７０番地の９

119 株式会社ﾒﾃﾞｨｶﾙ北斗

群馬県富岡市富岡１５８０番地１

120 株式会社メリィ

群馬県富岡市中高瀬６７５

121 株式会社メロディー

群馬県前橋市昭和町３－４－７

122 株式会社ヨシタダ

栃木県佐野市飯田町２０９番地１

123 株式会社よしの里

群馬県館林市本町４丁目３番９号

124 株式会社ライフクリエイト

群馬県みどり市大間々町大間々１３７４番地１６

125 株式会社ライフサポート

群馬県前橋市三俣町一丁目４５番地３８

126 株式会社リハビリウォーク

群馬県前橋市下小出町二丁目２２番地８

127 株式会社ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌ

群馬県みどり市大間々町大間々４２７番地１

128 株式会社ワイルドジャパン

群馬県館林市日向町970番地1

129 株式会社わむくる

群馬県前橋市西片貝町３丁目２９５番地２

130 株式会社ワンダフルライフ

群馬県太田市藤久良町８０番地２０

131 株式会社ヱヴｧ13

群馬県太田市内ケ島町１１１８-４

132 株式会社一藤

群馬県佐波郡玉村町南玉５７４番地

16号棟

令和３年度
NO

業務管理体制一般検査対象事業者一覧（書面検査）

事業者名

所在地

133 株式会社一文字堂

群馬県渋川市半田７２５番地１Ｃ１０２

134 株式会社碓氷ｹｱｻﾎﾟｰﾄ

埼玉県さいたま市大宮区三橋三丁目２４９番地６

135 株式会社花の邑

群馬県邑楽郡邑楽町篠塚１０２１番地３

136 株式会社花信

群馬県伊勢崎市宮子町１１９１－１７

137 株式会社雅ケアサービス

群馬県伊勢崎市田中島町１４４２番地７

138 株式会社介護ぐるめ

群馬県みどり市笠懸町鹿１７番地１

139 株式会社介護ツリー

群馬県北群馬郡吉岡町北下字畑中258番地3

140 株式会社楽

群馬県太田市大原町２２０番地１

141 株式会社館林医科学研究所

群馬県館林市緑町一丁目２番５号

142 株式会社丸福家具店

群馬県渋川市渋川１２７２番地の１

143 株式会社宮子総合サービス

群馬県伊勢崎市宮子町３５０５番地２

144 株式会社恭

群馬県みどり市大間々町大間々１８９１番地２８

145 株式会社金澤工務店

群馬県藤岡市鬼石１０１番地の３

146 株式会社敬陽

群馬県伊勢崎市国定町二丁目1987番地1

147 株式会社三栄

群馬県太田市安養寺町５４-５

148 株式会社樹響園

群馬県沼田市馬喰町字下原１２７６番地８

149 株式会社春菜

群馬県太田市新田上江田町１１４７番地

150 株式会社杉山福祉サービス

群馬県邑楽郡明和町千津井３２５番地１

151 株式会社全高住

群馬県伊勢崎市赤堀今井町二丁目１２２９番地３

152 株式会社孫之家

群馬県伊勢崎市柴町535番地5

153 株式会社太田福祉介護用品相談所

群馬県太田市岩瀬川町３１９番地２

154 株式会社虹空

群馬県伊勢崎市赤堀鹿島町７８６番地１

155 株式会社富士

群馬県桐生市広沢町間ノ島２１６番地

156 株式会社妙義会

群馬県富岡市妙義町上高田653番地

157 株式会社木村プランニング

群馬県伊勢崎市国定町1-632-2

158 株式会社優凜

群馬県伊勢崎市三室町４５９３番地７

159 関口廣建設株式会社

群馬県藤岡市篠塚５４７番地の１

160 群興株式会社

群馬県伊勢崎市境下渕名2556-1

161 合同会社BEES

群馬県藤岡市本動堂６番地４

162 合同会社ＳＭＩＬＥ．ＬＯＨＡＳ

群馬県伊勢崎市境上渕名１００６－５

163 合同会社ＺＥＵＳ

群馬県桐生市川内町一丁目３１番地の７

164 合同会社アワーズ

群馬県伊勢崎市豊城町

165 合同会社あんどケア

群馬県太田市由良町１７７４番地１

166 合同会社うさぎ&かめれおん

群馬県邑楽郡大泉町古氷１０７番地の１７コンフォート１０３号

167 合同会社グッドケア

群馬県高崎市金古町1457-7

168 合同会社とるて

群馬県太田市鳥山下町４８５番地７Ｂ棟２－４

169 合同会社ﾌﾟﾚｻﾞﾝﾄｹｱ

群馬県伊勢崎市西久保町二丁目１２７番地２４

170 合同会社ユリア

群馬県伊勢崎市曲沢町３８６

171 合同会社ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄゆい

群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原字城山１０４４番地６５３

172 合同会社ルアナ

群馬県館林市緑町２丁目７－２２

173 合同会社栄誠

群馬県渋川市赤城町宮田１３６９－２

174 合同会社田中コーポレーション

埼玉県熊谷市代７８２番地１

175 在宅生活株式会社

群馬県太田市東長岡町１５８４番地７１

176 社会医療法人

群馬県沼田市栄町8番地

輝城会
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177 社会福祉法人

かんら会

群馬県甘楽郡甘楽町白倉１３８４番地１

178 社会福祉法人

ラ・クール

群馬県みどり市大間々町桐原1511-1

179 社会福祉法人

伊勢崎市社会福祉協議会

群馬県伊勢崎市上泉町１５１番地

180 社会福祉法人

薫英会

群馬県北群馬郡吉岡町上野田3471

181 社会福祉法人

咲福祉会

群馬県みどり市笠懸町阿左美19111番地43

182 社会福祉法人

清鳳会

群馬県みどり市笠懸町鹿2532-10

183 社会福祉法人

東毛会

群馬県太田市東金井町８１９

184 社会福祉法人

宝寿会

群馬県館林市岡野町３３５－１

185 社会福祉法人とね虹の会

群馬県沼田市東原新町１８５５番地１

186 社会福祉法人パースの森

群馬県渋川市小野子3615番地1

187 社会福祉法人やよい福祉会

群馬県伊勢崎市境女塚２８８３－１２

188 社会福祉法人愛心会

群馬県太田市高林南町283番地25

189 社会福祉法人伊勢崎市愛のはぐるま会

群馬県伊勢崎市柴町８９６－４

190 社会福祉法人一葉

群馬県伊勢崎市安堀町789-3

191 社会福祉法人希望の家

群馬県みどり市大間々町大間々２２番地４

192 社会福祉法人高太会

群馬県富岡市妙義町下高田788

193 社会福祉法人太田市社会福祉協議会

群馬県太田市飯塚町１５４９番地

194 社会福祉法人藤野園

群馬県藤岡市藤岡字外の平２８６２番地

195 社会福祉法人二之沢愛育会

群馬県高崎市足門町１４６番地の１

196 社会福祉法人二之沢真福会

群馬県高崎市足門町１６６番地１

197 社会福祉法人馬山会

群馬県甘楽郡下仁田町馬山２６６８番地

198 社会福祉法人梅田福祉会

群馬県桐生市梅田町四丁目字軍場１７７４番地４

199 社会福祉法人飛翔会

群馬県邑楽郡邑楽町狸塚１０４０番地１

200 社会福祉法人毛里田睦会

群馬県太田市矢田堀町361番地1

201 社会福祉法人悠仁会

群馬県富岡市相野田６６０番地１

202 社会福祉邦人あらふね会

群馬県甘楽郡南牧村大日向９２６

203 生活協同組合ｺｰﾌﾟぐんま

群馬県桐生市相生町１丁目１１１

204 生活協同組合コープぐんま

群馬県桐生市相生町１丁目１１１番地

205 赤尾商事株式会社

群馬県高崎市上佐野町２８２－１

206 大陸株式会社

東京都千代田区外神田６丁目９番５号

207 大和産業株式会社

群馬県伊勢崎市飯島町８６番地

208 特定非営利活動法人

えがお

群馬県伊勢崎市大手町４番４

209 特定非営利活動法人

吾妻の福祉を推進する会 群馬県吾妻郡東吾妻町大字川戸７４６番１

210 特定非営利活動法人ＨＯＭＥ

群馬県邑楽郡邑楽町篠塚寺中４１０８

211 特定非営利活動法人あゆみ

群馬県北群馬郡榛東村山子田１５２６

212

群馬県前橋市上小出町２－１６－８

特定非営利活動法人ぐんま障害者地域生活支援システム研究会

213 特定非営利活動法人サンライズ

群馬県館林市足次町５６１番地の２

214 特定非営利活動法人セサミ

群馬県館林市仲町５－４５

215 特定非営利活動法人ソーシャルハウス

群馬県高崎市上豊岡町580-9

216 特定非営利活動法人にこちゃんち

群馬県桐生市錦町３－３－１３

217 特定非営利活動法人はーとわーく

群馬県前橋市川曲町176-1

218 特定非営利活動法人ピーチ

群馬県渋川市金井７４２－４

219 特定非営利活動法人プレパレ

群馬県甘楽郡甘楽町善慶寺１４１５－４

220 特定非営利活動法人マイホーム四つ葉

群馬県館林市西本町６番２１号
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221 特定非営利活動法人ミニヨン・スター

群馬県沼田市高橋場町２１８９－９

222 特定非営利活動法人みらいサポート

群馬県佐波郡玉村町南玉133-1

223 特定非営利活動法人みらい事業団

群馬県伊勢崎市除ケ町３６９番地７

224 特定非営利活動法人ゆうみん

群馬県藤岡市藤岡１２１８番地３

225 特定非営利活動法人ライフワークアシスト

群馬県館林市花山町２６０６番地

226 特定非営利活動法人ワークグループＷＩＴＨ

群馬県北群馬郡吉岡町下野田１６０３-１

227 特定非営利活動法人わたらせライフサービス

群馬県桐生市広沢町一丁目２６１９番地７

228 特定非営利活動法人愛和会

群馬県太田市新田金井町６０７

229 特定非営利活動法人群馬ダルク

群馬県高崎市日高町１４４

230 特定非営利活動法人賢人本氤塾

群馬県みどり市大間々町大間々４８４－３松島コーポB-12

231 特定非営利活動法人手をさしのべて

群馬県高崎市寺尾町２４９６－１

232 特定非営利活動法人笑心ちゃん

群馬県北群馬郡榛東村山子田１９１１－２

233 特定非営利活動法人白才むら健生会

群馬県安中市嶺６１５番地１

234 独立行政法人国立病院機構渋川医療センター

群馬県渋川市白井３８３

235 凪株式会社

群馬県みどり市笠懸町阿左美５１５番地５

236 穂っ合同会社

群馬県伊勢崎市田部井町2丁目455-1

237 有限会社COCO-LO

群馬県桐生市相生町一丁目２３６番地の４

238 有限会社ｹｱｰﾄﾞﾘｰﾑ

群馬県高崎市吉井町岩崎２２６６番地１２

239 有限会社けあさぽーと・アンティ

群馬県桐生市境野町７丁目４９番地５

240 有限会社コスモス

群馬県高崎市石原町２２１６番地２

241 有限会社コンフォートプレイス

群馬県藤岡市藤岡１４１５番地１

242 有限会社深英会

群馬県沼田市新町４５２番地１

243 有限会社瑞花

群馬県伊勢崎市波志江町７７６番地３

244 有限会社優和の里

群馬県藤岡市上大塚１７５３番地１

