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管轄署 事業所名 管轄署 事業所名 管轄署 事業所名

前橋 アース環境サービス㈱北信越支店 前橋 岩崎工業株式会社 前橋 ㈱片桐商店

前橋 ㈲アーチ 前橋 岩瀬産業㈱前橋管材営業所 前橋 ㈱勝山工務所

前橋 あいおいニッセイ同和インシュアランスサービス㈱前橋 前橋 岩瀬産業㈱前橋機工営業所 前橋 門倉テクノ㈱

前橋 あいおいニッセイ同和損害調査㈱ 前橋 岩谷産業㈱前橋支店 前橋 金井金属工業㈱

前橋 あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 前橋 株式会社インテリアおおた 前橋 金井興業㈱

前橋 あいおいニッセイ同和損害保険㈱前橋支社 前橋 ウエルスタイル前橋訪問看護ステーション 前橋 カネコ種苗㈱

前橋 愛・訪問介護ステーション前橋 前橋 鵜川興業㈱ 前橋 ㈱カネニ群馬

前橋 （株）アイリペア 前橋 内田圧送（株） 前橋 株式会社　荒牧

前橋 ㈱青木鉄工所 前橋 内海産業㈱ 前橋 株式会社　エバーグリーン富士見

前橋 介護老人保健施設　青梨子荘 前橋 梅田自動車工業㈱ 前橋 株式会社　神山設計

前橋 （社福）ほたか会　青梨子訪問看護ステーション 前橋 ㈱浦和製作所 前橋 株式会社　全導mu-maru

前橋 ㈱赤城国際カントリークラブ 前橋 ＡＩＧ損害保険㈱群馬支店 前橋 株式会社　太陽総業

前橋 あかぎ信用組合本店 前橋 ㈱エクシオテック北関東営業所 前橋 株式会社アジメンテ

前橋 赤城畜産㈲ 前橋 ㈱エコウェーブ 前橋 株式会社明日産業

前橋 ㈱赤城特殊肥料 前橋 エスケー化研㈱群馬営業所 前橋 株式会社アスト　群馬営業所

前橋 社会福祉法人　あかぎの響 前橋 SBIマネープラザ株式会社　東和銀行SBIマネープラザ 前橋 株式会社エバテック

前橋 アクエアー株式会社 前橋 ＮＥＣソリューションイノベータ(株)群馬センター 前橋 （株）群馬総合土地販売　前橋店

前橋 （株）アクティ　あすなろ大渡 前橋 ＮＥＣフィールディング㈱北関東支社群馬支店 前橋 株式会社ケーエム薬品

前橋 ㈱アクティオ前橋営業所 前橋 ＮＸ商事㈱前橋営業センター 前橋 株式会社シャープドキュメント富士　前橋支店

前橋 アグロカネショウ株式会社　関東支店　前橋営業所 前橋 ＮＳＫステアリングシステムズ㈱ 前橋 株式会社セプト

前橋 朝日印刷工業㈱ 前橋 ㈱エヌティティエムイー関信越事業所群馬ネットワークサービスセンタ 前橋 （株）TAKISAWA北関東営業所

前橋 ＡＧＣ硝子建材㈱ 前橋 ㈱エネサンス関東前橋営業所 前橋 株式会社ＴＯＷＡ北関東支店

前橋 ㈱旭テック 前橋 株式会社エバートラスト 前橋 株式会社ナック　クリクラ前橋営業所

前橋 アシード株式会社　前橋オフィス 前橋 ㈱エフエム群馬 前橋 株式会社ホットブラット

前橋 ㈱足利銀行前橋支店 前橋 エフビー介護サービス㈱前橋営業所 前橋 株式会社ホシケン前橋支店

前橋 足利不動産㈱前橋支社 前橋 ㈱エムシー前橋支店 前橋 （株）サニックス前橋営業所

前橋 （社福）はるな郷　アシスト前橋 前橋 (株)エムダブルエス日高　元総社デイトレセンター 前橋 株式会社孫の手　デイホーム孫の手・あらまき

前橋 株式会社ＡＳＩＦ　ＴＲＡＴＤＩＮＧ 前橋 ㈱ＬＳＩメディエンス群馬営業所 前橋 株式会社みずほ

前橋 あすか税理士法人 前橋 エンパイヤ自動車（株）前橋営業所 前橋 株式会社ミニミニ前橋店

前橋 ㈱アズライフケア　あずみ苑前橋 前橋 ㈱大喜 前橋 （株）ミロク情報サービス群馬支社

前橋 ㈱穴吹コミュニティ前橋支店 前橋 ㈲大谷ミルクプラント 前橋 株式会社ＹＡＭＡＺＡＫＩ

前橋 阿部産業㈱ 前橋 ㈲オオタヤ 前橋 株式会社ヤマダテクニカルサービス前橋支社

前橋 （学）有坂中央学園 前橋 ㈲大豊工業 前橋 株式会社ライフシステム　日典前橋店

前橋 ＡＬＳＯＫ群馬（株） 前橋 ㈱オオトリ 前橋 株式会社ライフシステム　フラワーライフ前橋

前橋 株式会社アルファプラン 前橋 大平ビルサービス㈱前橋支店 前橋 （社福）鎌倉会

前橋 ＥＬＪソーラーコーポレーション(株)群馬支社 前橋 ㈱大渡自動車学校 前橋 上高井土建㈱

前橋 ㈱Ｅ－コネクト 前橋 (株)岡野機械 前橋 神山物産（株）

前橋 家田ケミカル㈱群馬営業所 前橋 ㈱小川屋 前橋 ㈱川島精版

前橋 イカリ消毒前橋㈱ 前橋 小野里工業㈱ 前橋 河島塗装㈱

前橋 池下工業(株) 前橋 小野里電気㈱ 前橋 河原実業㈱前橋営業所

前橋 ㈲石井建材工業 前橋 ㈱小野澤工業 前橋 （株）カンエイメンテナンス前橋富士見事業所

前橋 ㈱石井工業 前橋 小野薬品工業㈱群馬営業所 前橋 関越日本油機㈱

前橋 (株)石井興業 前橋 オムロンフィールドエンジニアリング㈱テクノ前橋 前橋 関水電業㈱

前橋 （学）関口学園石井幼稚園 前橋 オリックス㈱前橋支店 前橋 ㈱関電工群馬支店

前橋 泉野建設　株式会社 前橋 オリンパスマーケティング(株) 前橋 ㈱関電工群馬支店前橋営業所

前橋 ㈱ＩＺＵＭＩＹＡ北関東支店 前橋 Ｃａｓａｒｏｂｏｔｉｃｓ株式会社 前橋 関東管区警察局群馬県情報通信部

前橋 （株）一期一会　前橋川原ケースマネジメント　ともに訪問看護ステーション 前橋 カースチール㈱ 前橋 ㈱関東グンセイ

前橋 稲村建設㈱ 前橋 医療法人　健英会　介護老人保健施設おうみ 前橋 関東森林管理局　

前橋 ㈲井上空調サービス富士見営業所 前橋 かがやき訪問看護ステーション前橋 前橋 関東スレート㈱

前橋 今井前橋資源㈲ 前橋 ㈱角藤前橋支店 前橋 関東精機㈱

前橋 (株)イヤサカ群馬営業所 前橋 鹿島建設㈱群馬営業所 前橋 関東測量㈱

前橋 岩神ホームヘルプサービスセンター 前橋 鹿島道路㈱群馬営業所 前橋 ㈱関東贈答



管轄署 事業所名 管轄署 事業所名 管轄署 事業所名

前橋 関東農政局群馬県拠点 前橋 （公財）群馬県環境検査事業団 前橋 群馬電工㈱　本社

前橋 関東ホーチキ㈱　前橋本店 前橋 （公社）群馬県看護協会　訪問看護ステーション前橋南 前橋 群馬電工㈱前橋営業所

前橋 関東保安警備㈱ 前橋 群馬県企業局総務課 前橋 群馬土地㈱

前橋 関東防災工業㈱ 前橋 群馬県警察本部警務部留置管理課 前橋 群馬トヨタ自動車㈱前橋下小出店

前橋 ㈱関東マツダ総社店 前橋 群馬県警察本部警備部機動隊 前橋 群馬トヨタ自動車㈱前橋大友店

前橋 ㈱関東マツダ前橋北店 前橋 群馬県警察本部刑事部機動捜査隊 前橋 群馬トヨペット㈱本社管理部

前橋 関越メルテック㈱前橋事業所 前橋 群馬県警察本部交通部交通機動隊 前橋 群馬トヨペット㈱前橋上小出店

前橋 株式会社かんぽ生命保険 前橋 群馬県警察本部 前橋 群馬日産自動車㈱前橋光が丘店

前橋 ㈱協和 前橋 群馬県警察本部警察学校 前橋 群馬ホーム㈱前橋事務所

前橋 協和商工㈱ 前橋 群馬県警察本部刑事部鑑識課 前橋 群馬三菱自動車販売㈱前橋北店

前橋 キーコーヒー株式会社関信越支社 前橋 （公財）群馬県建設技術センター 前橋 群馬ヤクルト販売㈱

前橋 菊川工業㈱ 前橋 （公財）群馬県交通安全協会 前橋 群馬ヤクルト販売(株)問屋町サービスセンター

前橋 （有）木暮総業 前橋 群馬県済生会老人保健施設あずま荘 前橋 群馬ヤクルト販売(株)富士見サービスセンター

前橋 （株）キステム群馬支店 前橋 群馬県蚕糸技術センター 前橋 群馬ヤクルト販売(株)平成大橋サービスセンター

前橋 （株）木曽路　前橋店 前橋 （社福）群馬県社会福祉協議会 前橋 群馬ヤクルト販売(株)前橋北サービスセンター

前橋 北関東ふそう　前橋支店 前橋 群馬県商工会連合会 前橋 群馬ヤクルト販売(株)前橋中央サービスセンター

前橋 北関東ペプシコーラ販売㈱前橋支店 前橋 群馬県消防学校 前橋 群馬用水土地改良区

前橋 キヤノンメディカルシステムズ㈱群馬支店 前橋 群馬県信用保証協会 前橋 ㈱群馬読売ＩＳ

前橋 （社福）清栄会特別養護老人ホーム清里荘 前橋 群馬県住宅供給公社 前橋 群馬緑化㈱敷島営業所

前橋 技研コンサル㈱ 前橋 群馬県　総務部　財産有効活用課 前橋 有限会社群馬リスクマネージメント

前橋 ㈱クイックアシスト 前橋 群馬県第一食糧㈱ 前橋 群馬老人保健センター　陽光苑

前橋 ㈲国建工業 前橋 群馬県畜産試験場 前橋 ケーアイ電機㈱新前橋支店

前橋 ㈱クリエートコーポレーション 前橋 群馬県土地改良事業団体連合会 前橋 ケービックス㈱

前橋 ㈱栗原医療器械店前橋支店 前橋 群馬県農業共済組合 前橋 ケーブルテクノシステム株式会社

前橋 （株）栗原辨天堂　群馬支店 前橋 群馬県農業共済組合前橋支所 前橋 ケイアイネットリアルティ株式会社

前橋 栗原レントゲン㈱ 前橋 （公財）群馬県農業公社 前橋 警察本部機動警ら隊

前橋 訪問介護ステーションくれよん前橋事業所 前橋 群馬県農政部中部農業事務所 前橋 群馬県警察本部交通部運転管理課

前橋 グランポルト前橋 前橋 群馬県坂東発電事務所 前橋 社会福祉法人群馬厚生会　軽費老人ホーム寿楽園

前橋 ㈱群銀カード 前橋 ㈱群馬県放送協会 前橋 （社福）恵風会　恵風園ホームヘルパーステーション

前橋 ぐんぎんコンサルティング㈱ 前橋 群馬県前橋行政県税事務所 前橋 コーセー化粧品販売㈱前橋支店

前橋 ぐんぎん証券㈱本店営業部 前橋 群馬県民共済生活協同組合 前橋 ㈱コイデ

前橋 ぐんぎんシステムサービス㈱ 前橋 群馬県旅館ホテル生活衛生同業組合 前橋 公益財団法人群馬県長寿社会づくり財団

前橋 ぐんぎんリース㈱ 前橋 群馬県立ぐんま学園 前橋 公益財団法人前橋市シルバー人材センター

前橋 ㈱群電 前橋 群馬県立勢多農林高等学校 前橋 光進建設㈱

前橋 ㈱群馬圧送 前橋 群馬県立前橋商業高等学校 前橋 紅陵造園株式会社

前橋 ㈱ぐんま安全教育センター　前橋自動車教習所 前橋 群馬県立前橋西高等学校 前橋 コカ・コーラボトラーズジャパン㈱群馬東支店前橋オフィス

前橋 学校法人昌賢学園　群馬医療福祉大学 前橋 群馬振興㈱ 前橋 （社福）はるな郷こがね荘

前橋 ぐんま共済協同組合 前橋 関東森林管理局　群馬森林管理署 前橋 国土防災技術㈱前橋支店

前橋 群馬協同㈱ 前橋 ㈱群馬清風園 前橋 国土緑化㈱

前橋 ぐんま共済前橋支部 前橋 群馬セキスイハイム㈱ 前橋 コクヨ北関東販売㈱群馬支店

前橋 ㈱群馬銀行 前橋 群馬総合スタッフ㈱ 前橋 国立赤城青少年交流の家

前橋 ㈱群馬銀行営業統括部 前橋 （株）群馬総合土地販売　前橋北店 前橋 国立大学法人群馬大学

前橋 ㈱群馬銀行県庁支店 前橋 ㈱群馬第一興商 前橋 （有）COCOーLO　ココロデイサービスまえばし

前橋 ㈱群馬銀行コンサルティング営業部 前橋 群馬大学昭和事業所 前橋 ㈱コシダカ

前橋 ㈱群馬銀行審査部 前橋 国立大学法人　群馬大学次世代モビリティ社会実装研究センター 前橋 有限会社コスモ保険サービス

前橋 ㈱群馬銀行竪町支店 前橋 群馬ダイハツ自動車㈱ 前橋 コニカミノルタジャパン㈱ヘルスケアカンパニー前橋営業所

前橋 ㈱群馬銀行光が丘支店 前橋 独立行政法人地域医療機能推進機構群馬中央病院 前橋 コニカミノルタビジネスソリューションｽﾞ㈱

前橋 ㈱群馬銀行本店営業部 前橋 群馬中央病院付属介護老人保健施設 前橋 ㈱コバヤシ商事

前橋 ㈱群馬銀行前橋北支店 前橋 （学）群馬朝鮮学園 前橋 コンパスウォーク前橋北代田

前橋 ㈱群馬銀行前橋支店 前橋 （株）グンマテック本社 前橋 ㈱五光群馬支店

前橋 株式会社群馬銀行ライフサポート部 前橋 （株）グンマテック前橋営業所 前橋 五代設備工事㈱

前橋 群馬県卸酒販㈱ 前橋 群馬テレビ㈱ 前橋 群馬県済生会前橋病院

前橋 群馬県卸酒販㈱前橋中央支店 前橋 ㈱群馬テレビエンタープライズ 前橋



管轄署 事業所名 管轄署 事業所名 管轄署 事業所名

前橋 佐田建設㈱ 前橋 上毛新聞アドシステム(株) 前橋 ㈱高布関東支店

前橋 佐藤㈱群馬支店 前橋 ㈱上毛新聞社 前橋 ㈱たけのうち電器前橋営業所

前橋 ㈱佐藤砂利興業 前橋 ㈱上毛新聞ＴＲ 前橋 田島屋商店㈱

前橋 合名会社佐藤静治商店 前橋 上毛電業㈱ 前橋 立川ブラインド工業㈱前橋営業所

前橋 （医）さるきクリニック 前橋 ㈱ＪＯＭＯプロ関東 前橋 立見建設㈱

前橋 ㈱三共クリエイト 前橋 株式会社G・Ｉ前橋第一支店 前橋 田村建設㈱

前橋 三協立山㈱三協アルミ社群馬支店 前橋 株式会社Ｇ・Ｉ前橋第二支店 前橋 ㈱たむらや

前橋 ㈲山恵商店 前橋 ＧＥヘルスケア・ジャパン㈱群馬営業所 前橋 ㈱タワーライン・ソリューション群馬営業所

前橋 ㈱サンゲツ北関東支店前橋営業所 前橋 ＧＮホールディングス㈱ 前橋 ダッシュ・前橋スイミングクラブ

前橋 サンデン・リテールシステム㈱関東・信越支社 前橋 GNロジパートナーズ株式会社 前橋 第一カッター興業株式会社　群馬営業所

前橋 サントリービバレッジソリューション株式会社 前橋 ㈱ジーシーシー自治体サービス前橋センター 前橋 第一建設株式会社

前橋 ㈱サンビック 前橋 上毛資源㈱ 前橋 ㈱第一テクノ群馬支店

前橋 サンメディックス株式会社　前橋営業所 前橋 スウィン前橋スイミングスクール 前橋 ㈱大光銀行前橋支店

前橋 三洋商事㈱ 前橋 鈴木オートパーツ 前橋 ㈱大信工業

前橋 ㈱サンワ 前橋 ㈱鈴木建商 前橋 ダイドービバレッジサービス㈱前橋営業所

前橋 三和シャッター工業㈱前橋営業所 前橋 ㈱スズキ自販群馬スズキアリーナ前橋青柳店 前橋 （社福）はとの会　第二はと保育園

前橋 ㈲三和商会 前橋 ㈱スズキ自販群馬スズキアリーナ前橋荒牧 前橋 大和冷機工業㈱前橋営業所

前橋 三和電気㈲ 前橋 ㈱スズケン群馬支店 前橋 ダンロップタイヤ関東㈱前橋営業所

前橋 ㈱ザスパ 前橋 スズデン㈱北関東営業所 前橋 中央オリオン（株）群馬営業所

前橋 ㈱ザ・トーカイ群馬支店 前橋 ㈱スズラン百貨店 前橋 中央キャリアネット㈱

前橋 シャープサポートアンドサービス㈱ 前橋 （学）昌賢学園　鈴蘭幼稚園 前橋 中央興業株

前橋 シャープマーケティングジャパン㈱ホームソリューション社前橋支店 前橋 ㈲須田工業 前橋 三井住友信託銀行㈱前橋支店

前橋 ㈱シャイン 前橋 住友建機販売㈱関東甲信越統括部前橋支店 前橋 中央労働金庫群馬県本部

前橋 ㈱商工組合中央金庫前橋支店 前橋 住友不動産(株)前橋営業所 前橋 中央労働金庫前橋支店

前橋 ㈲章設計事務所 前橋 関口建材株式会社 前橋 （株）畜産経営研究所　前橋農場

前橋 昭和木材㈱ 前橋 関口テント㈱ 前橋 ㈱地測設計

前橋 塩野義製薬㈱前橋営業所 前橋 ㈱セキノ興産前橋店 前橋 ㈲中央電機商会

前橋 塩原建設㈱ 前橋 セコム上信越㈱前橋統轄支社 前橋 ちよだ(株)　グランヴィル前橋

前橋 （学）第二永井学園敷島幼稚園 前橋 セコムテクノ上信越㈱群馬支社 前橋 千代田機工（株）前橋営業所

前橋 システム・アルファ㈱ 前橋 ㈱セブンイレブンジャパン前橋地区事務所 前橋 月白工業㈱

前橋 品川工業㈱ 前橋 ㈱セリオ前橋営業所 前橋 ツクイ前橋

前橋 しののめ信用金庫小出支店 前橋 ㈱セントラルサービス 前橋 ツネヤマ電設㈱

前橋 しののめ信用金庫前橋営業部 前橋 全国健康保険協会群馬支部 前橋 ㈲つばめ塗料店

前橋 しののめ信用金庫前橋西支店 前橋 全国労働者共済生活協同組合連合会群馬損調サービスセンター 前橋 (株)Ｔ＆Ｋ　ＨＤ　ＧＩＳ群馬インターナショナルスクール

前橋 ㈱柴田電池商会 前橋 ㈱ゼンリン前橋営業所 前橋 ㈱ＴＫＣ群馬ＳＣＧサービスセンター

前橋 渋沢テクノ建設㈱ 前橋 全労済群馬県本部 前橋 テイケイ株式会社群馬支社

前橋 ㈱清水博英堂 前橋 ㈱総合ＰＲ 前橋 ㈱テクノ・サービス

前橋 有限会社下田組 前橋 ㈱創美社 前橋 (株)テンダー

前橋 ㈱下田工業 前橋 ㈱ソッキテック 前橋 ディーブイエックス㈱群馬営業所

前橋 城田興業㈱ 前橋 ソネット㈱ 前橋 デイサービス愛楽

前橋 新興サービス㈱北関東支店前橋営業所 前橋 損害保険ジャパン㈱群馬支店 前橋 デイサービスセンターゆめさき

前橋 ㈱新進 前橋 損害保険ジャパン日本興亜㈱群馬自動車営業部 前橋 デュプロ㈱群馬営業所

前橋 新日東㈱ 前橋 損害保険ジャパン日本興亜㈱群馬保険金サービス課 前橋 東京海上日動あんしん生命保険㈱群馬生保支社

前橋 新明電材㈱新前橋営業所 前橋 SOMPOひまわり生命保険(株)群馬支社 前橋 東京海上日動火災保険㈱群馬支店

前橋 新明電材㈱群馬電設営業所 前橋 ㈱太閣産業 前橋 東京海上日動調査サービス㈱

前橋 新友電気興業株式会社 前橋 大誠産業株式会社群馬事務所 前橋 東京ガスエネルギー㈱群馬支社

前橋 ㈱神和産業 前橋 （有）タイプエス 前橋 ㈱東京商工リサーチ前橋支店

前橋 ジェイエイハウスサービス㈱ 前橋 太陽実業㈱ 前橋 東京電力パワーグリッド㈱電子通信部群馬通信ネットワークセンター

前橋 ㈱ジャクエツ前橋店 前橋 ㈲太陽美装 前橋 東京電力パワーグリッド㈱群馬総支社

前橋 上信機材㈱ 前橋 ㈱太洋前橋工場 前橋 東京電力パワーグリッド㈱埼玉・群馬建設センター

前橋 （株）JOETSU 前橋 高井斫リ工業㈲ 前橋 東京電力パワーグリッド㈱群馬総支社　前橋事務所

前橋 ㈱上州ミート 前橋 高崎信用金庫　前橋支店 前橋 東京電力パワーグリッド㈱用地部群馬用地グループ

前橋 医療法人社団　三矢会　上毛大橋クリニック 前橋 高橋物産㈱ 前橋 ㈱東京めいらく群馬営業所



管轄署 事業所名 管轄署 事業所名 管轄署 事業所名

前橋 東建コーポレーション㈱前橋支店 前橋 日本トーターグリーンドーム前橋 前橋 ㈱Ｐ＆Ｆフーズ前橋店

前橋 東芝エレベータ㈱群馬支店 前橋 日本ハイコム株式会社 前橋 ㈱ピコイ群馬支店

前橋 東窓興業㈱前橋事業所 前橋 日本パーカライジング（株）前橋工場 前橋 ファナック㈱前橋支店

前橋 東電用地㈱群馬支社 前橋 日本パスコム㈱ 前橋 (株)ファミリーマート伊勢崎事務所

前橋 東朋産業㈱ 前橋 日本ファステム㈱北関東支店 前橋 （株）ファミリーマート前橋営業所

前橋 東邦薬品㈱群馬営業部前橋営業所 前橋 日本放送協会前橋放送局 前橋 (株)フィリップス・ジャパン前橋支店

前橋 東洋計器株式会社 前橋 （一社）日本ボイラ協会群馬検査事務所 前橋 ㈱福島建築設計事務所

前橋 ㈱東和銀行 前橋 日本郵便株式会社　関東支社 前橋 フクダライフテック関東㈱前橋営業所

前橋 ㈱東和銀行本店営業部 前橋 日本ライフライン(株)群馬営業所 前橋 藤生製作所㈱

前橋 ㈱東和銀行前橋北支店 前橋 ㈱ヌクイ 前橋 ㈱フジイ

前橋 東和銀リース㈱ 前橋 ネッツトヨタ高崎株式会社　前橋はこだ店 前橋 富士機械㈱

前橋 トキコシステムソリューションズ(株)関東第１支店前橋営業所 前橋 群馬県厚生農業協同組合連合会 前橋 フジコー㈱

前橋 徳樹庵　前橋店 前橋 野口解体㈲ 前橋 藤さくら倶楽部

前橋 都市開発設計㈱ 前橋 野口組㈲ 前橋 ㈱フジサワ

前橋 利根川ダム統合管理事務所 前橋 野畠工業株式会社 前橋 富士車体工業㈱

前橋 ㈱トマル 前橋 （社福）はーとわーく 前橋 ㈱富士住建前橋

前橋 富沢鉄工株式会社 前橋 (株)ハイン前橋営業所 前橋 富士情報通信㈱

前橋 トヨタカローラ群馬㈱ 前橋 萩原工業㈱ 前橋 富士ジーワイ商事㈱

前橋 トヨタカローラ群馬（株）前橋江田店 前橋 萩原設備㈱ 前橋 富士スバル㈱

前橋 トヨタカローラ群馬（株）前橋上小出店 前橋 （株）萩原土木 前橋 富士スバル㈱新前橋店

前橋 トリニティアグリ㈱ 前橋 橋元興業株式会社 前橋 富士スバル㈱前橋かわはら店

前橋 （学）中村学園 前橋 橋本産業株式会社前橋営業所 前橋 ㈱藤田

前橋 ㈱中村造園 前橋 一建設株式会社 前橋 （医）富士たちばなクリニック

前橋 ㈱ナカヨ業務本部 前橋 ㈲秦野清掃 前橋 ㈱藤田ビジネスプロモーター

前橋 ㈱永井組 前橋 ㈱蜂巣労務管理事務所 前橋 ㈱富士通ゼネラル

前橋 ナガイ店舗デザイン㈱ 前橋 ㈱ハンデックス前橋支店 前橋 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株）群馬支社

前橋 ㈱ナブ・アシスト 前橋 バーベキュー白水 前橋 富士フイルムヘルスケアシステムズ(株)前橋営業所

前橋 ニューアルファーサポート有限会社 前橋 PACRAFT株式会社 前橋 ㈱フジマック前橋営業所

前橋 日産部品群馬販売㈱ 前橋 パーソルマーケティング(株)前橋オフィス 前橋 （社福）富士見会

前橋 日産プリンス群馬販売株式会社 前橋 パナケア真中㈱岩神事業所 前橋 有限会社富士見清掃センター

前橋 日新電機㈱前橋製作所 前橋 パナケア真中㈱前橋事業所 前橋 日本郵便㈱富士見郵便局

前橋 日世㈱前橋営業所 前橋 パナソニックＳＳサービス東日本㈱群馬ＳＳ 前橋 富士見幼稚園

前橋 ニットーエンジニアリング㈱ 前橋 パナソニック関東設備㈱ 前橋 富士見リサイクルプラント

前橋 日特建設㈱群馬営業所 前橋 パナソニックコンシューマーマーケティング㈱前橋サービスセンター 前橋 富士レンタ・リース株式会社

前橋 学校法人ＮＩＰＰＯＮ　ＡＣＡＤＥＭＹ 前橋 パナソニック電材ソリューションズ㈱群馬営業所 前橋 ㈱フロンティア群馬営業所

前橋 （株）ニチイ学館 前橋 ㈱パロマ前橋営業所 前橋 ブリジストンタイヤ高崎販売㈱前橋営業所

前橋 ㈱ニチイ学館前橋支店 前橋 東日本ホールセール㈱ 前橋 文化シャッター㈱前橋営業所

前橋 ニチイケアセンター前橋あらまき 前橋 東日本メディコム(株)北関東支店 前橋 文化シャッターサービス㈱前橋サービスステーション

前橋 日医工株式会社 前橋 東日本旅客鉄道株式会社前橋営業統括センター 前橋 ㈱プライムプラン

前橋 日新火災海上保険㈱関東第２事業部群馬サービス支店 前橋 ㈱樋口工務店 前橋 プレステージ株式会社　群馬支店

前橋 日本郵便㈱前橋中央郵便局総務部 前橋 久松商事㈱ 前橋 ヘルパーステーション　オリーブ

前橋 日本オーチス・エレベータ(株)関東支店前橋出張所 前橋 菱電商事㈱北関東支社 前橋 ヘルパーステーションとも

前橋 日本瓦斯(株)前橋営業所 前橋 日立建機日本㈱前橋北営業所 前橋 訪問介護ステーションわかば前橋敷島事業所

前橋 日本キャタピラー合同会社 前橋 ㈱日立ビルシステム群馬統括営業所前橋営業所 前橋 訪問介護ステーションわかば前橋南部事業所

前橋 （株）日本工業経済新聞社前橋支局 前橋 （社福）一越会 前橋 ㈱北栄

前橋 日本光電工業㈱　前橋事業所 前橋 (株)桧家住宅上信越支社前橋北展示場 前橋 (株)ホシケン

前橋 （一財）日本森林林業振興会前橋支部 前橋 日の丸ディーゼル㈱ 前橋 ホシザキ北関東㈱前橋営業所

前橋 日本精工㈱ステアリング＆アクチュエータ技術センター 前橋 訪問介護ステーション　ひまわり 前橋 星野総合商事㈱

前橋 ㈱日本政策金融公庫前橋支店 前橋 平出紙業㈱ 前橋 ほそいデイサービスセンター

前橋 日本赤十字社群馬県支部 前橋 ㈱ヒロキコ－ポレ－ション 前橋 (株)細野事務機

前橋 （株）日本創和 前橋 ㈱ヒロタ 前橋 本州油化㈱

前橋 日本地工（株）群馬営業所 前橋 ビーエムテクノ㈱ 前橋 ㈱ホンダカーズ群馬本社

前橋 日本電気㈱群馬支店 前橋 美巧装業株式会社 前橋 ㈱ホンダカーズ群馬中央ホンダオートテラス前橋



管轄署 事業所名 管轄署 事業所名 管轄署 事業所名

前橋 (株)ホンダカーズ群馬西 前橋 みずほ信託銀行㈱前橋支店 前橋 （学）冷泉学園明星幼稚園

前橋 ㈱ホンダカーズ群馬前橋問屋町店 前橋 三井住友海上あいおい生命保険㈱群馬生保支社 前橋 ㈱レストランスワン

前橋 ㈱ホンダカーズ群馬前橋箱田店 前橋 三井住友海上火災保険㈱群馬自動車営業部前橋自動車営業課 前橋 （社福）伸晃会　幼保連携型認定こども園　ろっくひよこプリスクール

前橋 Honda Cars 前橋　荒牧店 前橋 三井住友海上火災保険㈱前橋保険金お支払いセンター 前橋 ㈱六本木商店

前橋 （学）恵光学園　ポケット幼稚園 前橋 （株）三井住友銀行北関東法人営業第一部 前橋 (株)ロココ企画装飾前橋営業所

前橋 ホテル１－２－３マーキュリー 前橋 三井住友ファイナンス＆リース株式会社　北関東営業部 前橋 ＹＫＫＡＰ㈱住宅本部関東信越支社前橋支店

前橋 ㈲マ－キュリ－・エンタ－プライズ 前橋 ㈱ミツウロコヴェッセル北関東支店前橋店 前橋 （医）相生会　わかば病院

前橋 ㈲マエダスタジオ 前橋 ㈱三菱ＵＦＪ銀行　前橋法人営業部 前橋 ㈱和漢薬研究所赤城工場

前橋 前橋育英高等学校 前橋 三原工業㈱ 前橋 ㈱和光給食

前橋 （公社）前橋医師会 前橋 ㈱ミヤ圧送 前橋 渡辺建設㈱

前橋 ㈱前橋かんせいセンター 前橋 都食品㈱ 前橋 ㈲渡辺総合解体

前橋 前橋ケアセンター　そよ風 前橋 宮下工業㈱ 前橋 ワタミ株式会社ワタミの宅食群馬前橋営業所

前橋 前橋警察署 前橋 ㈱ミヤマグッドホーム 前橋 ㈱和田設備工業

前橋 前橋刑務所 前橋 三山工業㈱

前橋 前橋商工会議所 前橋 三山石油㈱

前橋 前橋市教育委員会事務局総務課 前橋 ㈲ミヤマモータース

前橋 前橋市教育委員会事務局　文化財保護課 前橋 村岡食品工業㈱前橋工場

前橋 前橋市公園管理事務所 前橋 村上産業㈱

前橋 （社福）前橋市社会福祉協議会 前橋 ㈱明商群馬営業所

前橋 前橋市社会福祉協議会デイサービスセンターおおとも 前橋 明和ゴム工業㈱

前橋 前橋市消防局北消防署 前橋 メディックス㈱

前橋 前橋市消防局西消防署 前橋 メディエンスサービス㈱群馬サービスセンター

前橋 前橋市水道局 前橋 茂木設備工業㈱

前橋 前橋市水道局　下水道施設課 前橋 株式会社モテキ

前橋 前橋市水道局浄水課 前橋 （学）花園学園元総社幼稚園

前橋 前橋市道路補修センター 前橋 森永群馬乳製品販売㈱

前橋 前橋市農業協同組合西部営農センター 前橋 山喜建設㈱

前橋 前橋市農業協同組合西部支所 前橋 ㈱山田工務所

前橋 前橋市農業共同組合南橘支所 前橋 ㈱ヤマダデンキ　テックランドＮew前橋本店

前橋 前橋市農業協同組合北部営農センター 前橋 （株）ヤマダデンキインテリアリフォームＹＡＭＡＤＡ前橋店

前橋 前橋市農業協同組合北部支所 前橋 ㈱ヤマダホームズ群馬支社前橋店

前橋 前橋市広瀬川クリニック 前橋 ㈱ヤマト

前橋 前橋市役所富士見支所 前橋 ヤマト科学株式会社

前橋 前橋市　前橋プラザ元気２１ 前橋 大和メンテナンス㈱

前橋 前橋市役所ごみ収集課 前橋 ㈱ヤマニ熱工業

前橋 前橋市役所 前橋 やまびこジャパン㈱埼群営業所

前橋 前橋市立前橋高等学校 前橋 ヤンマーアグリジャパン㈱

前橋 前橋市六供清掃工場 前橋 ユーコム㈱

前橋 前橋事務器㈱ 前橋 ㈱ＵＳＥＮ前橋支店

前橋 前橋スイミングスクール 前橋 (株)ユーロブレッツァ　ボルボ・カーズ前橋

前橋 前橋税務署 前橋 ㈱ユーロブレッツア

前橋 ㈱前橋大気堂 前橋 有限会社　富士造園

前橋 前橋土木事務所 前橋 （有）積成工業

前橋 前橋年金事務所 前橋 有限会社玉田工業

前橋 ㈱前橋包装 前橋 （有）花画廊

前橋 ㈱前橋ＬＩＸＩＬ製作所 前橋 （社福）ゆずりは会　ゆずりは

前橋 ㈱真柄鉄工所 前橋 （社福）ゆずり葉会　障害福祉サービス事業所菜の花

前橋 ㈱牧機械製作所 前橋 ㈱読売群馬広告社

前橋 ㈱丸越 前橋 株式会社Life　Compass

前橋 ㈱丸吾 前橋 ㈱ＬＩＸＩＬトータルサービス北関東支店群馬営業所

前橋 ㈱マルホン医療事業部 前橋 リコージャパン㈱群馬支社

前橋 独立行政法人水資源機構群馬用水管理所 前橋 理想科学工業㈱理想前橋支店

前橋 ㈱みずほ銀行前橋支店 前橋 ㈱りそな銀行前橋支店


