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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

高崎 アットホーム㈱高崎営業所 高崎 ㈱板通　高崎支店 高崎 エバーグリーン㈱

高崎 アース製薬㈱営業二部高崎駐在所 高崎 糸井商事株式会社 高崎 ㈱海老正高崎営業所

高崎 (株)アートフォースジャパン　北関東営業所 高崎 ㈱伊藤園群馬中央支店 高崎 エフビー介護サービス㈱高崎営業所

高崎 ㈱アーネストワン高崎営業所 高崎 伊藤ハム販売㈱高崎営業所 高崎 エフビー介護サービス㈱エフビー日高ケアセンター

高崎 ㈱ＩＨＩ物流産業システム　高崎サービスセンター 高崎 ㈱糸庄 高崎 エプソン販売㈱高崎営業所

高崎 あいおいニッセイ同和損害保険㈱群馬支店 高崎 伊藤忠エネクス株式会社　関東販売支店 高崎 ＭＳ関東甲信越株式会社群馬支店

高崎 アイカ工業㈱北関東支店 高崎 ㈱稲荷山 高崎 MSD株式会社

高崎 ㈱アイダ設計高崎支店 高崎 ㈱井ノ上 高崎 エムエム建材販売株式会社高崎支店

高崎 ㈱アイテク 高崎 井上管工㈱ 高崎 ㈱エムダブルエス日高　吉井総合介護センター

高崎 ㈱アイ・ディー・エー 高崎 ㈱井上整備センター 高崎 （株）エムダブルエス日高　平成日高クリニック

高崎 相原製鋲㈱高崎工場 高崎 介護老人保健施設　太陽 高崎 ㈱エムダブルエス日高

高崎 ＩＰＦ㈱ 高崎 （医）井上病院　デイサービスセンターアポロ 高崎 群馬県ＬＰガス保安センター　西毛地区センター

高崎 特定非営利活動法人藍ＬＯＶＥ 高崎 医療法人　中央群馬脳神経外科病院 高崎 エレコム㈱高崎営業所

高崎 株式会社アウトソーシングテクノロジー高崎支店 高崎 岩井土建㈱ 高崎 エレベーターコミュニケーションズ株式会社高崎支店

高崎 ㈱明石スクールユニフォームカンパニー群馬営業所 高崎 岩瀬産業㈱高崎機工営業所 高崎 ㈱オーシャンシステム　宅配事業部　ヨシケイ群馬　高崎営業所

高崎 赤尾商事㈱ 高崎 ㈱岩瀬歯科商会　前橋支店 高崎 ㈱オーテック環境システム事業部北関東支店

高崎 赤尾商事㈱セルフ観音山給油所 高崎 ㈱インテリアパレスしらい 高崎 オーデリック㈱高崎営業所

高崎 （医社）醫光会　赤城クリニック 高崎 ㈲ウィルビ・チアーズ 高崎 尾家産業㈱高崎営業所

高崎 ㈱秋葉ダイカスト工業所 高崎 ウォータースタンド株式会社 高崎 大木産業㈱

高崎 アクア警備保障㈱ 高崎 ㈱ウッドワン高崎営業所 高崎 大木理工機材㈱

高崎 阿久澤電機㈱ 高崎 ウエルシアオアシス株式会社　群馬営業所 高崎 ㈱大塚製薬工場

高崎 旭化成ファーマ㈱医薬北関東支店高崎営業所 高崎 ㈱ウエルビーイング 高崎 大塚製薬㈱高崎支店

高崎 旭化成ホームズ㈱群馬支店 高崎 ㈱ウオイチ 高崎 ㈱大野組

高崎 旭コーポレーション 高崎 ㈲魚健 高崎 株式会社大林組　群馬建築総合工事事務所

高崎 ㈱アサヒ商会 高崎 高崎市役所吉井支所　牛伏ドリームセンター 高崎 大林道路㈱群馬営業所

高崎 アサヒドラフトマーケティング㈱関東信越支社群馬支店 高崎 浦野工業㈱ 高崎 ㈱大冷　高崎支店

高崎 アサヒビール㈱栃木群馬支社 高崎 ヴィラ・デ・マリアージュ高崎 高崎 岡三リビック(株)北関東支店

高崎 ㈱アサンテ高崎営業所 高崎 ㈱エーコープ関東　高崎食材センター 高崎 ㈱岡村群馬中央支店

高崎 ㈱足利銀行高崎支店 高崎 エーザイ㈱高崎コミュニケーションオフィス 高崎 岡谷マート㈱北関東営業所

高崎 ㈱足利銀行　高崎ローンセンター 高崎 （社福）ゆずりは会障害福祉サービス事業所エール 高崎 OKIクロステック㈱第二支社群馬支店

高崎 ㈱アズ・ライフケア　あずみ苑高崎 高崎 ㈱エイ・シー・シー群馬 高崎 荻原設備㈱

高崎 ㈲アズ　ケアースタッフ 高崎 ㈱エイジス高崎ディストリクト 高崎 ㈲お元気ですか

高崎 アズビル㈱アドバンスオートメーションカンパニー群馬営業所 高崎 永和㈱ 高崎 小竹金物㈱関東営業所

高崎 アデコ株式会社 高崎 英和(株)群馬営業所 高崎 ㈱小田道路

高崎 アフラック群馬支社 高崎 江木食品工業㈱ 高崎 小野里薬品株式会社

高崎 ㈱アマダ群馬営業所 高崎 江崎グリコ㈱セールス本部第一セールス部関東信越エリア支店 高崎 ㈱小野製作所

高崎 アマノ㈱高崎支店 高崎 株式会社エスアイエレクトロニクス 高崎 小保方鋼機㈱

高崎 アムールタウン高崎 高崎 ＳＭＢＣ日興証券㈱高崎支店 高崎 オムロン㈱高崎営業所

高崎 ㈱新井商会 高崎 SMBCファイナンスサービス(株) 高崎 オリックス保険コンサルティング(株)高崎サテライトオフィス

高崎 荒瀬印刷㈱ 高崎 エスビック㈱高崎事業所 高崎 ㈱オリエントコーポレーション群馬支店

高崎 ARIGATO COMPANY株式会社 高崎 エヌ・ティ・ティ　インフラネット㈱群馬支店 高崎 株式会社オルビス

高崎 ALSOK群馬(株)高崎支店 高崎 ㈱ＮＴＴ東日本ー関信越群馬支店 高崎 Casa robotics株式会社　IKI高崎展示場　本社

高崎 アルフレッサ㈱高崎事業所 高崎 ＮＴＴ東日本　埼玉事業部　群馬支店 高崎 Casa robotics株式会社　IKI高崎展示場

高崎 アンリツ(株) 高崎 ㈱ＮＴＴ東日本－関信越群馬支店企画総務部門労務安全担当 高崎 介護老人保健施設　老健くろさわ

高崎 緩和ケア診療所・いっぽ 高崎 ㈱ＮＴＴ東日本－関信越群馬支店高崎別館ビル 高崎 貝沢電設㈱

高崎 ㈱Ｅ－コネクト 高崎 ㈱ＮＴＴ東日本－関信越群馬支店（高崎問屋ビル） 高崎 花王グループカスタマーマーケティング（株）

高崎 イオンプロダクトファイナンス(株)群馬支店 高崎 ㈱ＮＴＴファシリティーズ中央　群馬支店 高崎 花王フィールドマーケティング（株）

高崎 イカリ消毒(株)高崎営業所 高崎 NＴＴデータカスタマサービステクノロジー高崎サービスセンター 高崎 花王プロフェッショナル・サービス（株）

高崎 (有)池田組 高崎 （株）ENE’ｓ北関東支店 高崎 (株)科学飼料研究所　関東事業所

高崎 ㈱イシダ群馬営業所 高崎 ＥＮＥＯＳグローブエナジー㈱群馬支店 高崎 ㈱科学飼料研究所高崎工場

高崎 石田建材工業㈱ 高崎 株式会社エネオスサンエナジー高崎営業所 高崎 科研製薬株式会社上越営業所

高崎 ㈲板垣土建 高崎 株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア　高崎車検センター 高崎 株式会社科学飼料研究所養魚飼料部
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高崎 ㈱柏ツール 高崎 株式会社高崎リビング 高崎 関東食品㈱

高崎 ㈱金井設備 高崎 株式会社東栄住宅高崎営業所 高崎 （一財）関東電気保安協会群馬事業本部

高崎 かなた税理士法人 高崎 株式会社トライワーク 高崎 関東ネツ産業㈱

高崎 ㈱カナモト高崎営業所 高崎 株式会社ドリーム・トレーディング 高崎 (株)関東マツダ 高前バイパス店

高崎 カネカ食品株式会社 高崎 株式会社ニチベイ高崎営業所 高崎 ㈱関東マツダ　倉賀野店

高崎 （株）藤商事　高崎営業所 高崎 株式会社ヌカベ　倉賀野工場 高崎 ㈱関東マツダ高崎店

高崎 株式会社アウダー 高崎 株式会社ヌカベ　本社・高崎工場 高崎 関東ロックウール㈱

高崎 株式会社Ｅ保険プランニング　群馬支店 高崎 株式会社　根岸　建材事業部 高崎 かんぽ生命群馬支店高崎郵便局

高崎 株式会社エイジェック 高崎 株式会社根岸　高崎SIC事業所 高崎 ㈱かんぽ生命保険群馬支店

高崎 株式会社　アルメックス 高崎 株式会社　浜信工業 高崎 学校法人　高崎健康福祉大学

高崎 株式会社群馬総合土地販売　高崎店 高崎 株式会社バイタル 高崎 学校法人北村学園

高崎 株式会社群馬総合土地販売　高崎東口店 高崎 株式会社ピィダブリュー 高崎 学校法人柘植学園

高崎 株式会社　竹中組 高崎 株式会社フェニックス 高崎 （学）学文館

高崎 株式会社　鐵栄鋼商 高崎 株式会社フレックス高崎営業所 高崎 株式会社ガスパル高崎支店

高崎 株式会社　南舗道 高崎 株式会社平和高崎営業所 高崎 （株）ガモウ高崎支店

高崎 株式会社　美好工業 高崎 株式会社ホンダカーズ群馬　高崎貝沢店 高崎 キャノンシステムアンドサポート㈱北関東営業部高崎営業所

高崎 株式会社　LIV.DESIGN 高崎 株式会社マエキ　高崎営業所 高崎 ㈱求人ジャーナル

高崎 株式会社　利昌産業 高崎 株式会社マキ 高崎 共栄火災海上保険株式会社　高崎支社

高崎 株式会社アジアングループ 高崎 株式会社マルミツ 高崎 ㈱共立商会

高崎 株式会社アメニティ北関東 高崎 株式会社ミニミニ　高崎駅前店 高崎 杏林製薬㈱高崎営業所

高崎 株式会社有賀園ゴルフ 高崎 株式会社三樂 高崎 協和キリン㈱　群馬営業所

高崎 株式会社　アリマ設備工業 高崎 株式会社武蔵野　群馬工場 高崎 協和キリン株式会社　生産本部　高崎工場

高崎 株式会社井田ライフ保険 高崎 株式会社メイテック 高崎 協和キリンプラス株式会社

高崎 株式会社エネアーク関東　高崎支店 高崎 (株)モテキライフアップ事業 高崎 共和産業㈱

高崎 株式会社ＦＰパートナー　群馬支社 高崎 株式会社八木造園 高崎 ㈱協和　高崎工場

高崎 株式会社エムアンドールエス 高崎 株式会社ワーク 高崎 ㈱協和テクノ

高崎 株式会社大谷商会 高崎 （社福）勝栄会　上大類保育園 高崎 協和補償コンサルタント㈱

高崎 株式会社貝沢設備工業 高崎 カメイ㈱群馬支店 高崎 居宅介護支援事業所ほほえみ

高崎 株式会社Ｋａｏｉｒｉ 高崎 川上機工㈱ 高崎 居宅介護支援事業所ようざん

高崎 (株)キクヤ電機ブ 高崎 (株)川﨑医療器 高崎 キッコーマン食品㈱関東支社

高崎 株式会社ケイアイネットクラウド　はなまるハウス高崎営業所 高崎 ㈱川崎工務店 高崎 キッセイ薬品工業㈱高崎営業所

高崎 株式会社建築資料研究社　群馬支店 高崎 カワナベ工業㈱ 高崎 Kit-R(キットアール）　高前店

高崎 株式会社　コーエィ・オートサービス 高崎 関越ﾊｲﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌｸﾗﾌ 高崎 ㈱キーエンス高崎営業所

高崎 株式会社小林タイル 高崎 ㈱環境管理センター 高崎 ㈱喜内工務店

高崎 株式会社さくら建設 高崎 (株)環境システムズ　第二工場 高崎 ㈱岸電工

高崎 株式会社サニクリーン前橋　高崎営業所 高崎 (株)環境システムズ　本社工場 高崎 ㈱岸土木

高崎 株式会社サフラン 高崎 環境事業株式会社　新町事業所 高崎 ㈱木曽路　高崎店

高崎 株式会社サンジョウ 高崎 環境事業株式会社　吉井事業所 高崎 北関東秩父コンクリート㈱高崎工場

高崎 株式会社山和エンヂニアリング 高崎 ㈱環境整備高崎センター 高崎 北関東ペプシコーラ販売㈱高崎支店

高崎 株式会社　修技研 高崎 ㈱環境システムズ 高崎 ㈱紀文食品

高崎 株式会社秀光ビルド　高崎店 高崎 ㈱煥乎堂　外商部 高崎 希望館デイサービスセンター

高崎 （株）品文 高崎 看護小規模多機能つむぎ 高崎 （社福）希望館ホームヘルプサービス

高崎 株式会社シンコーハイウェイサービス高崎営業所 高崎 カンサン㈱高崎事業所 高崎 ㈲木村電気商会

高崎 株式会社ジャスト群馬営業所 高崎 神沢建設㈱ 高崎 キリンビール㈱北関東支社　群馬支店

高崎 株式会社G・I 高崎 管水工業㈱ 高崎 キリンビバレッジ㈱関信越地区本部

高崎 株式会社スイシン 高崎 ㈱関電工　西毛内線営業所 高崎 近畿日本ツーリスト（株）ぐんま支店

高崎 株式会社スカワ 高崎 (株)関電工　高崎営業所 高崎 ㈱キンセイ産業

高崎 株式会社スズキ 高崎 ㈱関東朝日広告社群馬支店 高崎 (株)きんでん群馬営業所

高崎 株式会社スパン 高崎 関東いすゞ自動車㈱高崎支店 高崎 （社福）玉樹会

高崎 株式会社西毛薬品 高崎 関東化学株式会社　高崎営業所 高崎 ㈱クイックアシスト高崎設計部

高崎 株式会社高井工業 高崎 関東企業㈱ 高崎 クシダ工業㈱

高崎 株式会社高崎松風園 高崎 関東建設マネジメント㈱高崎支店 高崎 クシダ工業株式会社　八幡製作所

高崎 株式会社高崎テクノ 高崎 関東礦油㈱高崎営業所 高崎 クシダ工業株式会社　産業システム事業部
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高崎 工藤工業㈱ 高崎 群馬電算株式会社　総務部 高崎 味の弘龍

高崎 熊井戸工業㈱ 高崎 群馬電算株式会社　特機事業部 高崎 高齢・障害・求職者雇用支援機構群馬支部群馬職業能力開発促進センター

高崎 ㈱倉屋 高崎 群馬電装株式会社　サービス部 高崎 興和株式会社関東支店　高崎営業所

高崎 クリタ北関東（株） 高崎 群馬電装株式会社　販売部 高崎 国際警備㈱

高崎 クリナップ㈱高崎営業所 高崎 トヨタエルアンドエフ群馬㈱ 高崎 国土交通省関東地方整備局高崎河川国道事務所

高崎 ㈱栗原医療器械店高崎支店 高崎 群馬トヨタ自動車㈱ 高崎 株式会社Cosmo

高崎 （医社）美心会黒澤病院 高崎 群馬トヨタ自動車㈱高前バイパス店 高崎 （株）小塚製作所

高崎 黒田鉄筋工業有限会社 高崎 群馬トヨタ自動車㈱高崎インター島野店 高崎 ㈱小林材木店

高崎 ㈱桑原工務店 高崎 群馬トヨタ自動車(株)高崎問屋町店 高崎 コマツカスタマーサポート株式会社

高崎 群馬岩井生コン㈱ 高崎 群馬トヨタ自動車(株)RVパーク 高崎 コマツ教習所株式会社群馬センタ

高崎 グローリー㈱上信越支店 高崎 群馬トヨタ自動車(株)高崎倉賀野店 高崎 ㈱コムテックス

高崎 群栄化学工業㈱ 高崎 群馬トヨペット㈱高崎並榎店 高崎 コムベックス㈱高崎営業所

高崎 群栄興産株式会社 高崎 群馬トヨペット株式会社Ｕ－Ｃａｒ高崎店 高崎 （株）コメリ　関東ＳＳＣ

高崎 ぐんぎん証券㈱高崎支店 高崎 群馬トヨペット㈱高崎上大類店 高崎 小山㈱高崎営業所

高崎 ㈱群計 高崎 群馬トヨペット㈱高崎佐野店 高崎 ㈱コロナ高崎営業所

高崎 群商電設㈱ 高崎 ㈱群馬ナブコ 高崎 コロナテクニカルサービス㈱

高崎 ㈱グンシナ 高崎 群馬日化サービス株式会社　高崎営業所 高崎 コンピュートロン株式会社

高崎 ㈱群成舎 高崎 群馬日産自動車㈱高崎倉賀野店 高崎 コンポート株式会社

高崎 （学）群馬育英学園 高崎 群馬日成住機(株)高崎営業所 高崎 互敬クラウド協同組合　高崎事業所

高崎 群馬イセキ販売㈱高崎営業所 高崎 （株）群馬バス本社 高崎 埼群スリーボンド株式会社群馬営業所

高崎 群馬上島珈琲㈱ 高崎 群馬パース大学 高崎 埼玉りそな銀行たかさきビジネスオフィス

高崎 ㈱グンマカッター 高崎 ㈱群馬パワーテクノ 高崎 斉藤工業株式会社

高崎 ぐんま共済協同組合　高崎支店 高崎 群馬日野自動車㈱高崎支店 高崎 ㈲斉藤宏商店

高崎 ㈱群馬銀行高崎支店 高崎 群馬ホーム㈱ 高崎 株式会社　酒井工務店

高崎 ㈱群馬銀行高崎田町支店・高崎北支店 高崎 群馬三菱自動車販売㈱ 高崎 （学）吉美学園櫻丘幼稚園

高崎 ㈱群馬銀行高崎東支店 高崎 日本郵便㈱群馬南郵便局 高崎 笹沢建材㈱

高崎 群馬銀行ライフサポート部　個人相談プラザ高崎 高崎 ぐんまみらい信用組合本店 高崎 佐藤金属㈱

高崎 ㈱群馬クボタ 高崎 ミツワ電機㈱ 高崎 佐藤工業㈱

高崎 群馬グランディハウス㈱ 高崎 KGMサービス 高崎 高崎商科大学佐藤幼稚園

高崎 株式会社　群馬ケイテクノ 高崎 ケアサプライシステムズ(株) 高崎 ㈱サトカタ

高崎 群馬県卸酒販㈱高崎支店 高崎 ケアパートナー高崎 高崎 特定非営利活動法人　さぽうと二千

高崎 群馬県看護協会　訪問看護ステーション高崎 高崎 （医社）醫光会　介護老人保健施設ケアピース 高崎 サミー(株)高崎営業所

高崎 群馬県警察本部交通部高速道路交通警察隊 高崎 医療法人社団醫光会ケアピースデイえんがわ 高崎 沢井製薬㈱北関東支店

高崎 群馬県信用組合高崎貝沢支店 高崎 ケアプランセンターヤマナ 高崎 三愛オブリガス東日本㈱北関東支店群馬営業所

高崎 群馬県信用組合高崎支店 高崎 ケイアイネットリアルティ（株） 高崎 サンヴァーテックス㈱

高崎 群馬県信用組合高崎山名支店 高崎 ㈱ケイ・ジー・テー 高崎 三栄商事㈱

高崎 群馬県信用組合吉井支店 高崎 ㈱ケイ・ティー・エス 高崎 三協株式会社

高崎 群馬県西部児童相談所 高崎 ＫＤＤＩ Sonic-Falcon株式会社　北関東営業部 高崎 三協フロンテア(株)高崎出張所

高崎 群馬県高崎土木事務所 高崎 ケイ・ネクスト株式会社 高崎 サンコー７２カントリークラブ

高崎 群馬県中央園芸㈱ 高崎 京浜燃料㈱高崎営業所 高崎 三幸機械㈱

高崎 群馬県中古自動車販売商工組合　本部 高崎 特別養護老人ホーム恵峰園 高崎 三晃金属工業株式会社東京支店高崎営業所

高崎 群馬県立高崎女子高等学校 高崎 ケイミュー㈱ 高崎 賛光電器産業株式会社

高崎 群馬県立高崎商業高等学校 高崎 研榮工業㈱ 高崎 ㈱三條機械製作所 　システムプラント本部

高崎 群馬県立高崎工業高等学校 高崎 ケンコーマヨネーズ㈱ 高崎 サンセイ電設株式会社

高崎 群馬県立高崎特別支援学校 高崎 ㈱コーアエンジニアリング 高崎 三東興業㈱

高崎 群馬県立中央中等教育学校 高崎 コーセーコスメポート㈱関越支店 高崎 サントリービバレッジソリューション（株）高崎支店

高崎 群馬県立吉井高等学校 高崎 株式会社コーリンオート 高崎 ㈱サンパック

高崎 群馬小型運送株式会社 高崎 株式会社小泉北関東高崎営業所 高崎 サンピエール病院

高崎 群馬自動車燃料販売㈱ 高崎 ㈱小板橋 高崎 三本珈琲株式会社高崎支店

高崎 群馬精機㈱ 高崎 幸伸建設㈱ 高崎 三友紙業㈱

高崎 群馬タイヤサービス有限会社 高崎 高速道路トールテクノロジー株式会社　高崎テクノショップ 高崎 ㈱三和玉店

高崎 ㈱群馬ダイドー高崎営業所 高崎 ㈱交通建設高崎新幹線工事所 高崎 三和ネオン㈱

高崎 群馬ダイハツ自動車株式会社　高崎南店 高崎 ㈱交通建設高崎支店　土木部 高崎 （株）サンワホームエネルギーショップ高崎



管轄署 事業所名 管轄署 事業所名 管轄署 事業所名

高崎 ㈱三和鍍金 高崎 株式会社ジェイコム埼玉・東日本　群馬局 高崎 西武消毒㈱高崎支社

高崎 ㈱サンワ吉井営業所 高崎 ㈱ＪＴＢ商事　高崎営業所 高崎 群馬県西部森林環境事務所

高崎 社会就労センターグリーンピア 高崎 ジャパン警備株式会社 高崎 群馬県西部農業事務所　家畜保健衛生課

高崎 社会福祉法人　慶康会 高崎 ジャパン建材株式会社　高崎営業所 高崎 群馬県西部農業事務所

高崎 社会福祉法人　滉洋会 高崎 ㈱ジューテック高崎営業所 高崎 ㈱セイモー

高崎 社会福祉法人　苗場福祉会　特別養護老人ホーム　シンフォニー 高崎 群馬県住宅供給公社管理部高崎支所 高崎 西毛交通㈱

高崎 社会福祉法人高崎福祉会ウエルク高崎 高崎 住宅情報館㈱　高崎店 高崎 （社福）青嵐会

高崎 （社福）夢 高崎 上越鋼業㈱ 高崎 ㈱セイワ食品

高崎 宗教法人　大世自神霊宗 高崎 ㈱ジョーシン・シャックス 高崎 ㈱関口電機製作所

高崎 正栄産業㈱ 高崎 上信電鉄㈱ 高崎 ㈱関口フレーム

高崎 障害福祉サービス事業所　清涼園 高崎 城東電機産業㈱ 高崎 積水ハウス(株)埼玉シャーメゾン支店シャーメゾンステーション群馬

高崎 ㈱正和 高崎 ㈱上備製作所高崎工場 高崎 積水ハウス不動産東京株式会社　群馬賃貸営業所

高崎 昭和建業㈱ 高崎 ㈱上武設計事務所 高崎 ㈱セキチュー

高崎 昭和工業株式会社 高崎 認定こども園　上武大学附属幼稚園 高崎 関根建設㈱

高崎 昭和電気鋳鋼　株式会社 高崎 情報システム㈱ 高崎 セコム上信越㈱高崎支社

高崎 昭和電材株式会社 高崎 城北電気工事㈱ 高崎 瀬間防災設備(株)

高崎 ㈱シー・アイ・シー 高崎 上毛産業株式会社 高崎 センクシア㈱関東営業所

高崎 ㈱シー・アイ・シー群馬営業所 高崎 ㈱ジーシーシー自治体サービス　高崎センター 高崎 税理士法人　さくら税務　高崎オフィス

高崎 ㈱シー・アンド・エス高崎支店 高崎 （医社）滋瑩会 高崎 （一財）全日本労働福祉協会　群馬県支部

高崎 四季の住まい㈱ 高崎 児童養護施設　希望館 高崎 全農東日本エネルギー（株）高崎店

高崎 資生堂ジャパン(株)　関東甲信越営業本部群馬オフィス 高崎 ㈱ＪＩＭＲＯ 高崎 ㈱相互建設工業

高崎 資生堂ジャパン㈱東日本支社群馬オフィス 高崎 ㈱ジャックス高崎支店 高崎 ソニーコンスーマーセールス㈱関東支社　関越支店

高崎 篠崎建設㈱ 高崎 神宮工業㈱ 高崎 曽根組㈲

高崎 しののめ信用金庫高崎支店 高崎 神保塗装工業㈱ 高崎 ソフトバンク㈱

高崎 しののめ信用金庫吉井支店 高崎 スーパービバホーム高崎店 高崎 特別養護老人ホーム高風園「そめやの里」

高崎 しののめ信用金庫六郷支店 高崎 瑞晃化学㈱ 高崎 高崎ケアセンターそよ風

高崎 しののめ信用金庫高崎本部 高崎 スウィン吉井スイミングスクール 高崎 ㈱ソラスト群馬支社

高崎 しののめ信用金庫　並榎メールセンター 高崎 スウェーデンハウス㈱高崎営業所 高崎 ソレキア(株)

高崎 ㈲柴燃 高崎 スウィン高崎スイミングスクール 高崎 損保ジャパンパートナーズ㈱群馬支店

高崎 島津会計税理士法人 高崎 末高販売㈱ 高崎 （社福）タービュランス福祉会

高崎 ㈱清水 高崎 スギウラ㈱ 高崎 大賀建設株式会社北関東支店工事課

高崎 ㈱清水管工事 高崎 杉浦印刷㈱ 高崎 大成建設株式会社関東支店群馬営業所

高崎 清水建設株式会社　群馬営業所 高崎 （社福）吉栄会　杉の子保育園 高崎 （社福）太平会

高崎 清水建設株式会社　東京支店　群馬営業所　諸口グループ 高崎 鈴木建設㈱ 高崎 太平洋セメント㈱関東支店

高崎 ㈱清水自動車ボデー製作所 高崎 ㈱スズキ自販群馬 高崎 大鵬薬品工業㈱　大宮支店　高崎出張所

高崎 ㈱しみづ農園 高崎 ㈱スズキ自販群馬アリーナ高崎大類店 高崎 大陽日酸㈱北関東支社高崎支店

高崎 (有)シライワ設備 高崎 ㈱スズキデンタル 高崎 太陽誘電㈱高崎グローバルセンター

高崎 新開設備工業㈱ 高崎 鈴木燃料店㈱吉井町給油所 高崎 太陽誘電㈱八幡原工場

高崎 信建総合設備㈱ 高崎 ㈱スズラン高崎店 高崎 株式会社タウ　高崎支店

高崎 ㈱信交 高崎 ㈱スタッフサービス高崎オフィス 高崎 （学）高井学園

高崎 新生電設株式会社 高崎 スターティア株式会社 高崎 ㈱高崎環境保全社

高崎 日本郵便㈱新町郵便局 高崎 スターティング工業㈱高崎工場 高崎 高崎ガス供給センター事業協同組合

高崎 新町リサイクル企業組合 高崎 ストラパック㈱高崎支店 高崎 ㈱高崎ガスターミナル

高崎 ㈱神明電気 高崎 スマック・ワールド株式会社関東営業所 高崎 高崎共同食事協同組合

高崎 新明電材株式会社高崎営業所 高崎 住友ファーマ株式会社北関東甲信越支店群馬営業所 高崎 ㈱高崎共同計算センター

高崎 ㈱ＪＴＢ群馬支店 高崎 住友不動産㈱群馬事業所 高崎 高崎行政県税事務所

高崎 ＪＲ東日本ビルテック㈱高崎支店 高崎 住友林業ホームテック㈱群馬支店 高崎 高崎警察署

高崎 ＪＲ東日本メカトロニクス㈱高崎支店 高崎 住友林業ホームエンジニアリング(株)北関東事業部高崎駐在 高崎 群馬県立高崎高等学校

高崎 ㈱ジェイアール東日本都市開発高崎支店 高崎 住友林業㈱住宅事業本部群馬支店 高崎 高崎交通安全協会

高崎 ＪＡ全農ミートフーズ株式会社 高崎 ㈱清光社　高崎営業所 高崎 株式会社甲羅　高崎甲羅本店

高崎 JAファーマーズ高崎吉井店 高崎 ㈱セイデン 高崎 （学）高崎商科大学　高崎商科大学附属高等学校

高崎 ㈱ジェイエイブリテック 高崎 ㈱成電工業 高崎 高崎市社会福祉協議会

高崎 ㈱Ｊ－オイルミルズ関東信越支店 高崎 ㈱成電社 高崎 （社福）高崎市社会福祉協議会吉井支所



管轄署 事業所名 管轄署 事業所名 管轄署 事業所名

高崎 （公社）高崎市シルバー人材センター 高崎 TAKEUCHI(株)高崎店 高崎 帝人ヘルスケア株式会社　北関東支店　高崎営業所

高崎 （一社）高崎市長寿会連合会 高崎 武田薬品工業(株) 高崎 鉄友工業㈱高崎工場

高崎 高崎市等広域消防局警防課 高崎 株式会社　タツノ群馬営業所 高崎 株式会社寺岡精工　関東第一支店　群馬営業所

高崎 高崎市等広域消防局高崎中央消防署 高崎 田辺三菱製薬㈱北関東甲信越支店群馬営業所 高崎 テルウェル東日本㈱群馬支店

高崎 高崎市等広域消防局高崎東消防署 高崎 タニコー㈱高崎営業所 高崎 (株)テレスタッフ

高崎 高崎市等広域消防局高崎北消防署 高崎 ㈱タノ製作所 高崎 DMG森精機セールスアンドサービス（株）

高崎 高崎市農業協同組合本店 高崎 多野藤岡農業協同組合　吉井支店 高崎 ディアフィオーレマリエール高崎

高崎 高崎市役所　環境部 高崎 ㈱玉長 高崎 デイサービスセンター　さくら

高崎 高崎市役所新町支所 高崎 タマホーム(株)北関東地区本部 高崎 デイサービスセンターほほえみ

高崎 高崎市役所　都市整備部 高崎 タマホーム㈱高崎支店 高崎 （社福）希望館　デイサービス六郷友の家

高崎 高崎市役所保健医療部保健医療総務課 高崎 (株)田村屋 高崎 デイホーム孫の手いいづか

高崎 高崎市役所　教育部健康教育課（和田橋交通公園） 高崎 株式会社　第一ガス 高崎 電通システム㈱

高崎 高崎市役所建設部　管理課 高崎 第一三共㈱関越支店群馬営業所 高崎 トップツアー㈱高崎支店

高崎 高崎市上下水道事業 高崎 第一屋製パン㈱高崎工場 高崎 トーアエイヨー株式会社

高崎 高崎市役所　財務部管財課 高崎 大王製紙株式会社首都圏営業部北関東営業部 高崎 ㈱トーエー商会

高崎 高崎市役所都市整備部 高崎 (株)大輝　関東支社 高崎 ＴＯＴＯ㈱群馬営業所

高崎 高崎市役所福祉部社会福祉課 高崎 ダイキンＨＶＡＣソリューション東京㈱群馬営業所 高崎 東栄建設(株)

高崎 高崎市役所　建設部　道路維持課 高崎 ダイキン工業㈱高崎サービスステーション 高崎 東栄電工㈱

高崎 高崎市役所環境部清掃管理課 高崎 ㈱ダイショー群馬営業所 高崎 東海澱粉㈱群馬営業所

高崎 高崎市役所　吉井支所 高崎 大東株式会社　AGエキスパート高崎店 高崎 ㈲とうかい物産

高崎 高崎信用金庫 高崎 大東建託パートナーズ㈱高崎営業所 高崎 (株)東京海上あんしんエージェンシー

高崎 高崎自動車工業㈱ 高崎 大東建託㈱高崎支店 高崎 東京ガスネットワーク株式会社

高崎 高崎税務署 高崎 大東建託リーシング株式会社高崎店 高崎 東京コンピューターサービス株式会社　高崎支店

高崎 高崎倉庫株式会社 高崎 (株)第四北越銀行高崎支店 高崎 東京精密管㈱

高崎 ㈱高崎測量 高崎 大和建設㈱ 高崎 東京電機産業株式会社　高崎営業所

高崎 ㈱高崎タイヤｾﾝﾀｰ 高崎 大和証券㈱高崎支店 高崎 東京電力パワーグリッド㈱高崎支社　高崎制御所

高崎 ㈱高崎タイヤセンター倉賀野店 高崎 大和ハウス工業㈱群馬支社 高崎 東京日世フードサプライ㈱

高崎 ㈱高崎髙島屋 高崎 大和ハウス賃貸リフォーム(株)群馬営業所 高崎 東京農業大学第二高等学校

高崎 ㈱高崎ダイカスト工業社 高崎 大和ハウスリフォーム㈱東日本支社群馬営業所 高崎 東京避雷針工業株式会社　高崎営業所

高崎 高崎中央病院　訪問リハビリテーション事業部 高崎 大和リース㈱群馬支店 高崎 東京海上日動火災保険㈱高崎支社

高崎 （医社）美心会　高崎東部福祉総合相談センター 高崎 大和ハウスリアルティマネジメント(株) 高崎 東京ガス㈱

高崎 高崎動物専門学校 高崎 大和リビング㈱北関東支店群馬営業所 高崎 東京シンコール㈱高崎営業所

高崎 群馬県立高崎東高等学校 高崎 大和リビング㈱北関東支店 高崎 東京電力パワーグリッド㈱高崎支社　

高崎 高崎菱和自動車販売株式会社 高崎 （株）ダスキンカナイダスキン豊岡支店 高崎 東建コーポレーション㈱高崎支店

高崎 （社福）高崎福祉倶楽部　デイサービスセンター青葉 高崎 ダンロップタイヤ関東㈱　高崎営業所 高崎 トウショウレックス㈱

高崎 高崎弁当㈱ 高崎 中央自動車工業株式会社　北関東支社高崎営業部 高崎 東芝エレベータ株式会社　群馬支店

高崎 高崎冶金工業㈱ 高崎 中央自動車工業株式会社 高崎 東芝コンシューママーケティング㈱北関東量販支店

高崎 高砂工業㈱ 高崎 （学）中央総合学園 高崎 東芝テック㈱群馬支店

高崎 高砂熱学工業㈱群馬営業所 高崎 中央労働金庫高崎東支店 高崎 東芝テックソリューションサービス㈱

高崎 TMES㈱群馬営業所 高崎 中央労働金庫高崎支店 高崎 東鉄工業㈱高崎支店

高崎 高信化学㈱ 高崎 中国化薬㈱吉井工場 高崎 東鉄工業㈱高崎支店高崎出張所

高崎 高信産業㈱ 高崎 中外製薬㈱　関東北甲信越統括支店　群馬栃木支店 高崎 東京電力エナジーパートナー㈱販売本部北関東本部法人第六営業グループ

高崎 髙瀬物産㈱群馬支店 高崎 塚田設備工業㈱ 高崎 東電タウンプランニング㈱群馬総支社

高崎 ㈱高長組 高崎 ㈱ツクイ高崎問屋町営業所 高崎 東邦薬品㈱群馬営業部高崎営業所

高崎 タカノフーズ㈱北関東営業所 高崎 ㈱ツネジ坂本商店 高崎 東洋羽毛北関東販売㈱群馬営業所

高崎 高橋ベルト㈱ 高崎 ㈱ツムラ高崎営業所 高崎 東和銀行　高崎東支店

高崎 税理士法人　高見沢会計 高崎 鶴星商事㈱ 高崎 ㈱東和銀行　高崎北支店

高崎 ㈲高山自動車整備工場 高崎 ㈱つるまい本舗高崎営業所 高崎 ㈱東和銀行高崎支店

高崎 宝酒造㈱関信越支社 高崎 ティーシートレーディング㈱北関東支店 高崎 ㈱研屋

高崎 タカラスタンダード㈱群馬支店 高崎 TEAD株式会社 高崎 特定非営利活動法人ソーシャルハウス

高崎 タクトホーム株式会社　高崎店 高崎 テーブルマーク㈱北関東支店 高崎 ㈱トクデンプロセル

高崎 ㈱タクト・マシン・サービス 高崎 株式会社帝国データバンク群馬支店 高崎 トコスカーサポート（株）東京第三支店

高崎 ＴＡＫＥＵＣＨＩ㈱ 高崎 帝人ヘルスケア株式会社　北関東支店　前橋営業所 高崎 ㈲富岡建材



管轄署 事業所名 管轄署 事業所名 管轄署 事業所名

高崎 ㈱トミタ商会 高崎 日本新薬㈱　関越支店 高崎 ㈱原田　新町本社工場

高崎 ㈱冨永調査事務所 高崎 (株)日本住宅保証機構　東日本営業部北関東支店　群馬営業所 高崎 ㈱原田　高崎工場

高崎 巴産業㈱ 高崎 日本情報クリエイト株式会社　高崎支店 高崎 針谷工事㈱

高崎 ㈱巴商会高崎営業所 高崎 （一社）日本自動車連盟群馬支部 高崎 （一財）榛名荘　介護老人保健施設　あけぼの苑高崎

高崎 トモプロ㈱群馬営業所 高崎 日本セーフティー株式会社 高崎 榛名酪農業協同組合連合会

高崎 トヨタＬ＆Ｆ群馬㈱高崎営業所 高崎 日本精工㈱北関東支社 高崎 ㈱バーンリペア群馬センター

高崎 トヨタカローラ高崎㈱ 高崎 日本臓器製薬㈱高崎営業所 高崎 （株）バイク王カンパニーバイク王前橋インター店

高崎 トヨタモビリティパーツ株式会社群馬支社吉井店 高崎 日本たばこ産業㈱群馬支社 高崎 ㈱馬場家具

高崎 ㈱トヨタレンタリース群馬 高崎 日本賃貸保証㈱群馬支店 高崎 パーソルテンプスタッフ株式会社　高崎オフィス

高崎 鳥居薬品㈱北関東オフィス 高崎 日本通運㈱群馬支店 高崎 パイオニア販売㈱関越営業所

高崎 ㈱鳥屋銅鉄店 高崎 日本テクノ㈱高崎営業所 高崎 パナケア真中㈱トータルケアセンターまなか

高崎 ㈱ドットウエルＢＭＳ高崎支店 高崎 日本電設工業㈱群馬営業所 高崎 パナソニックＥＳエンジニアリング㈱関東営業部

高崎 ㈱ドコモＣＳ　群馬支店 高崎 日本年金機構高崎年金事務所 高崎 パナソニックインダストリアルマーケティング＆セールス（株）

高崎 株式会社ドコモビジネスソリューションズ 高崎 日本ベーリンガーインゲルハイム㈱高崎ＣＳセンター 高崎 パナソニックＦＳエンジニアリング㈱高崎オフィス

高崎 株式会社土木管理総合試験所群馬支店 高崎 日本マニュファクチャリングサービス㈱群馬支店 高崎 パナソニックコンシューマーマーケティング㈱ＣＥ社関越支社

高崎 ㈲松邑 高崎 日本郵便株式会社関東支社 高崎 パナソニック㈱ライフソリューションズ社高崎電材営業所

高崎 ㈱中井産業 高崎 日本郵便㈱高崎郵便局　第一集配営業部 高崎 パナソニックハウジングソリューションズ株式会社関東支社

高崎 中沢トータリア㈱群馬店 高崎 ㈱日本旅行　高崎支店 高崎 パナソニックホームズ北関東㈱群馬支店

高崎 ㈱中島組 高崎 日本リーテック㈱高崎支社 高崎 パナソニックリビング㈱

高崎 ㈱ナカハラ 高崎 温井自動車工業㈱ 高崎 ㈱パパまるハウス

高崎 ㈱ナガイ 高崎 ネッツトヨタ群馬㈱高崎駅東口店 高崎 生活協同組合パルシステム群馬高崎センター

高崎 ㈲永岡工業所 高崎 ネッツトヨタ群馬㈱高崎おおやぎ店 高崎 東日本旅客鉄道株式会社高崎支社高崎信号通信技術センター高崎ﾒﾝﾃﾅﾝｽｾﾝﾀｰ

高崎 日化メンテナンス㈱群馬営業所 高崎 ネッツトヨタ高崎(株)高崎かみなかい店 高崎 東日本高速道路㈱関東支社高崎管理事務所

高崎 日研トータルソーシング株式会社　高崎オフィス 高崎 ネッツトヨタ高崎(株) 高崎 東日本電気エンジニアリング㈱高崎支社高崎電力サービスセンター

高崎 日研トータルソーシング株式会社 高崎 ネッツトヨタ高崎(株)高崎とんやまち店 高崎 東日本電気エンジニアリング㈱高崎支社高崎信号通信サービスセンター

高崎 ㈱日産サティオ群馬 高崎 ㈱根岸 高崎 東日本旅客鉄道㈱高崎建築技術センター

高崎 日新オイリオグループ株式会社　関東信越支店 高崎 NEXUSホールディングス株式会社 高崎 東日本旅客鉄道㈱高崎土木技術センタ－

高崎 日信電子サービス㈱群馬営業所 高崎 株式会社ネクスコ・トール北関東 高崎 東日本旅客鉄道㈱高崎信号通信技術センター

高崎 日清フーズ㈱首都圏営業部　関東営業所 高崎 ㈱ネクスコパトロール関東　高崎事業所 高崎 東日本旅客鉄道（株）上信越新幹線信号通信技術センター

高崎 日成ビルド工業(株)高崎営業所 高崎 ㈱ネクスコ東日本エンジニアリング高崎道路事務所 高崎 東日本旅客鉄道㈱高崎電力技術センター

高崎 ニッタン株式会社 高崎 ㈱ネクスコ東日本エンジニアリング高崎保全計画センター 高崎 東日本旅客鉄道㈱高崎保線技術センター

高崎 日東エネルギー株式会社　高崎営業所 高崎 ㈱ネクスコ東日本エンジニアリング　テクニカル・トレーニングセンター 高崎 東日本旅客鉄道㈱高崎新幹線保線技術センター

高崎 日東工業㈱高崎営業所 高崎 ㈱ネクスコ・メンテナンス関東高崎事業所 高崎 東日本旅客鉄道株式会社　高崎営業統括センター

高崎 日東ベスト（株）関信越支社 高崎 ネスレ日本㈱　東京支社　関東支店 高崎 東日本旅客鉄道(株)上信越新幹線電力技術センター

高崎 （株）ニッパンレンタル高崎営業所 高崎 ノーザンホーム株式会社 高崎 東日本旅客鉄道株式会社　高崎電力技術センター　高崎メンテナンスセンター

高崎 ㈱ニップラ高崎営業所 高崎 ㈱ノーリツ高崎営業所 高崎 東日本旅客鉄道㈱高崎支社

高崎 日本電設工業㈱鉄道統括本部　高崎支社 高崎 高崎市役所　農政部　田園整備課 高崎 ㈱日立産機システム高崎サービスステーション

高崎 （有）ニカワ外柵 高崎 独立行政法人　国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 高崎 ㈱日立ハイテクフィールディング高崎サービスステーション

高崎 西澤工業㈱ 高崎 信澤工業㈱ 高崎 ㈱日立ハウステック東日本群馬営業所

高崎 ㈱ニチイ学館　ニチイケアセンター高崎 高崎 ノボ　ノルディスク　ファーマ㈱ 高崎 株式会社日立ビルシステム関越支社

高崎 ニチイケアセンター高崎かみなかい 高崎 野村証券㈱高崎支店 高崎 ㈱日立ビルシステム群馬統括営業所

高崎 日栄物産㈱ 高崎 服部コーヒーフーズ㈱高崎営業所 高崎 (株)日立物流

高崎 (株)日伝 高崎 特定非営利活動法人ハートフル 高崎 日高リハビリテーション病院

高崎 ニチハ㈱高崎営業所 高崎 ㈱ハウスメイトマネジメント高崎支店 高崎 (株)桧家住宅　上信越支社　高崎駅前展示場

高崎 ニチレキ㈱群馬営業所 高崎 （医）博仁会 高崎 (株)桧家住宅　上信越支社　高崎並榎展示場

高崎 日瀝道路㈱群馬支店 高崎 一建設株式会社　高崎西営業所 高崎 株式会社桧家リフォーミング上信越支店高崎店

高崎 ニプロ株式会社　高崎営業所 高崎 一建設㈱住宅展示場高崎店 高崎 社会福祉法人　仲晃会　ひよこプリスクール

高崎 日本化薬㈱北関東・甲信越医薬支店 高崎 一建設㈱高崎営業所 高崎 ㈱ビートスイミングクラブフィットネスクラブビート高崎

高崎 日本化薬㈱高崎工場 高崎 ㈱八十二銀行高崎支店 高崎 ＰＦＵ　ＩＴサービス(株)群馬サービスセンター

高崎 日本ガ－リック㈱ 高崎 (株)羽鳥鉄工所 高崎 介護老人施設ケアステーションピース佐野

高崎 (株)日本ケアサプライ群馬営業所 高崎 はながさランチ㈱ 高崎 （株）ファミリーライフサービス　高崎営業所

高崎 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構高崎量子応用研究所 高崎 ㈲花のハットリ 高崎 フィールズ㈱高崎支店

高崎 ㈱日本サーモエナー高崎支店 高崎 (株)原田建総 高崎 フィアット高前　アルファロメオ高前



管轄署 事業所名 管轄署 事業所名 管轄署 事業所名

高崎 (株)フォーティン 高崎 訪問看護ステーションほほえみ 高崎 三菱ふそうトラック・バス㈱北関東ふそう　高崎サービスセンター

高崎 群馬トヨタ自動車(株)フォルクスワーゲン高崎 高崎 北越工業㈱北関東支店 高崎 ㈱メンズショップ三峰

高崎 群馬トヨタ自動車(株)フォルクスワーゲン高前 高崎 ㈱北斗工営 高崎 三守測量㈱

高崎 ㈱深野衣裳店 高崎 ホクブトランスポート株式会社 高崎 水戸証券㈱高崎支店

高崎 株式会社　深堀テクニックス 高崎 ㈱保坂商店 高崎 ミドリ安全群馬(株)高崎営業所

高崎 フクシマガリレイ(株)高崎営業所 高崎 ㈱ホシケン高崎支店 高崎 美峰酒類㈱

高崎 フクダ電子北関東販売㈱高碕営業所 高崎 ホシザキ北関東㈱高崎営業所 高崎 三益半導体工業㈱産商事業部

高崎 藤井産業㈱高崎支店 高崎 細谷工業㈱ 高崎 三村工業㈱

高崎 ㈱フジ医療器高崎営業所 高崎 ㈱ホテルメトロポリタン高崎 高崎 ミヤケ工業㈱

高崎 富士技工㈱ 高崎 ㈲ほり観光 高崎 ㈱三宅製作所

高崎 ㈱富士住建　高崎工務所 高崎 ㈱ホンダカーズ群馬高崎倉賀野店 高崎 ㈱宮崎

高崎 富士スバル㈱高崎倉賀野店 高崎 株式会社ホンダカーズ群馬　高崎豊岡店 高崎 宮島電気工事㈱

高崎 富士スバル㈱高崎店 高崎 ㈱ホンダカーズ群馬　高崎緑町店 高崎 宮野環境設備㈱

高崎 藤田エンジニアリング㈱ 高崎 ホンダ群馬販売株式会社 高崎 三山鋼機㈱

高崎 藤田水道受託㈱ 高崎 ㈱ポーラ　北関東エリア 高崎 （学）清水学園　三山幼稚園

高崎 藤田ソリューションパートナーズ㈱ 高崎 マックスエンジニアリングサービス株式会社 高崎 株式会社ミライト・テクノロジーズ　土木事業部

高崎 藤田テクノ㈱ 高崎 マックス㈱高崎事業所 高崎 ㈱ミライト・テクノロジーズ群馬支店

高崎 藤田デバイス㈱ 高崎 ㈱マイナビ 高崎 ㈲ムラマツ

高崎 ㈱富士通エフサス 高崎 （医）真木会　真木病院 高崎 メットライフ生命保険㈱

高崎 富士通エフサス東日本カスタマサービス㈱ 高崎 ㈱マサヒロ建設 高崎 ㈱明治　関東支社　群馬オフィス

高崎 富士通Ｊａｐａｎ株式会社群馬支社 高崎 マシモ電機㈱ 高崎 明治飼糧㈱北関東支店

高崎 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株)群馬支社マーケティングサポートグループ高崎 ㈱町田ギヤー製作所 高崎 Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａファルマ㈱高崎営業所

高崎 ㈱富士薬品高崎営業所 高崎 ㈱町田工業 高崎 明治乳業株式会社　関東支店

高崎 扶桑電機工業株式会社　高崎営業所 高崎 松井鉄工㈱ 高崎 明和電材（株）

高崎 冬木工業㈱ 高崎 松村食販㈱ 高崎 ㈱メディセオ高崎支店

高崎 冬木工業㈱倉賀野工場 高崎 ㈱松村乳業 高崎 ㈱メディセオ前橋支店

高崎 フラワーグンマ株式会社 高崎 ㈱マツモト 高崎 モギエナジーシステム株式会社

高崎 （学）フランシスコ学園 高崎 松本海草株式会社 高崎 持田製薬㈱高崎事業所

高崎 フランスベット㈱群馬営業所 高崎 ㈱マテックス群馬工場 高崎 ㈱モテキ

高崎 古河ロックドリル㈱吉井工場 高崎 丸井産業(株)群馬営業所 高崎 ㈱茂木体育器

高崎 古河ロックドリル㈱高崎工場 高崎 ㈱マルゼン群馬営業所 高崎 ㈱茂木組

高崎 古河ロックドリル㈱関東支店 高崎 丸善テクノ㈱ 高崎 税理士法人　本島事務所

高崎 フルテック株式会社群馬営業所 高崎 丸二㈱ 高崎 ㈱本島ビジネスセンター

高崎 ㈱フレアス 高崎 丸二工業㈱ 高崎 森永製菓（株）関東信越支店

高崎 ブリストル・マイヤーズスクイブ㈱高崎事務所 高崎 マルハニチロ㈱北関東支店 高崎 諸星コンクリート工業㈱

高崎 ブリヂストン化工品ジャパン㈱高崎営業所 高崎 ㈱マルホン 高崎 ㈱紋谷商店

高崎 ブリヂストンタイヤ高崎販売㈱ 高崎 マルホ㈱高崎営業所 高崎 群馬ヤクルト販売(株)上並榎サービスセンター

高崎 ㈱ブルボン高崎出張所 高崎 ㈱まるや関越支店 高崎 群馬ヤクルト販売(株)高崎中央サービスセンター

高崎 文化シャッター株式会社関越支店 高崎 ㈱万寿屋 高崎 群馬ヤクルト販売(株)高崎問屋町駅前サービスセンター

高崎 文化シャッターサービス（株）群馬サービス課 高崎 ミューテクノ群馬㈱ 高崎 群馬ヤクルト販売(株)高崎西ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

高崎 ㈱文真堂書店　本社 高崎 ㈱ミートプランニング 高崎 群馬ヤクルト販売(株)高崎東サービスセンター

高崎 プラス㈱ジョインテックスカンパニー 高崎 三浦工業㈱高崎支店 高崎 群馬ヤクルト販売(株)高崎南サービスセンター

高崎 ㈱プリエッセ 高崎 三喜産業㈱ 高崎 群馬ヤクルト販売(株)吉井サービスセンター

高崎 ㈱プレナス群馬事業所 高崎 ミサワホームイング㈱高崎営業課 高崎 ㈱ヤナセ高崎支店

高崎 ㈱プロトコーポレーション 高崎 ミサワホーム㈱群馬支店 高崎 山口工産㈱

高崎 平和衡機㈱ 高崎 ミサワホーム建設　株式会社 高崎 山口ハウステクノ株式会社　高崎営業所

高崎 ㈱ベネッセコーポレーション関東支社 高崎 ㈱水島鉄工所 高崎 （学）山崎学園東日本調理師専門学校

高崎 ホーチキ㈱上信越支社 高崎 （医社）水火会 高崎 ㈱山崎機械店

高崎 ホームクラリス 高崎 みずほ証券㈱高崎支店 高崎 株式会社ヤマジス

高崎 ホームトレードセンター株式会社 高崎 ㈱みずほ銀行高崎支店 高崎 ㈱山善　高崎支店

高崎 訪問介護ステーションわかば高崎事業所 高崎 ㈲ミズホサービス 高崎 (株)ヤマダデンキLABI1LIFESELECT高崎店

高崎 訪問介護ステーションわかば豊岡事業所 高崎 三井住友海上火災保険㈱高崎支社 高崎 (株)ヤマダホームズ　本社

高崎 訪問看護ステーション　デューン高崎 高崎 三菱電機ビルソリューションズ㈱群馬支店 高崎 (株)ヤマダホームズ



管轄署 事業所名 管轄署 事業所名

高崎 (株)ヤマダホームズ　レオハウス事業本部高崎東展示場 高崎 ㈱レオパレス２１高崎支店

高崎 (株)ヤマダホールディングス　本社 高崎 ㈱レンタルのニッケン高崎営業所

高崎 大和冷機工業㈱高崎営業所 高崎 (株)レンタルランド

高崎 （社福）山名双葉福祉会　山名双葉保育園 高崎 ㈱レンディングヘルプサービス

高崎 ㈱ヤヨイサンフーズ　関信越支店 高崎 （株）ロッテ関東信越統括支店

高崎 ㈱ユーシーワン 高崎 ㈱ローソン群馬支店

高崎 UTエイム(株)高崎キャリアセンター 高崎 ローレルバンクマシン㈱高崎営業所

高崎 ㈱ユーログランツ　ポルシェセンター高崎前橋 高崎 （社福）宏志会特別養護老人ホーム天界園

高崎 ユアサ商事㈱高崎営業所 高崎 株式会社ロフティー　群馬支店　営業部

高崎 ユアサ電池サービス販売株式会社 高崎 ＹＳポール株式会社

高崎 有限会社森建コーポレーション 高崎 (株)ワイケー

高崎 有限会社アサカ 高崎 YKK AP(株)住宅関東信越支社

高崎 有限会社インターナショナルコミュニケーション 高崎 (株)ワイ・ジャスト

高崎 有限会社　モリヒデ 高崎 （医社）醫光会　介護老人保健施設　和光園

高崎 有限会社　山電 高崎 和光化学㈱

高崎 ㈱ゆうちょ銀行群馬パートナーセンター 高崎 和光工業㈱

高崎 ㈱ゆうちょ銀行高崎店 高崎 渡辺パイプ㈱高崎住設サービスセンター

高崎 雪印メグミルク㈱首都圏北支店 高崎 渡辺パイプ(株)群馬設備サービスセンター

高崎 ㈱ユニオン 高崎 渡辺パイプ㈱高崎サービスセンター

高崎 ㈱ユニコム 高崎 ワタミの宅食　群馬高崎南営業所

高崎 株式会社ユニフォームネット高崎支店

高崎 ㈱ユニマットライフレンタル高崎営業所

高崎 ㈱ユニマットライフ高崎営業所

高崎 ㈱横田調査設計

高崎 横田ボード㈱

高崎 ㈱横浜銀行高崎支店

高崎 ㈱ヨコハマタイヤジャパン群馬カンパニー

高崎 吉井建設㈱

高崎 ㈱吉井住設

高崎 （医）吉井中央診療所　介護老人施設グッドウェル

高崎 吉井電気㈱

高崎

高崎 ㈱ヨシダ高崎営業所

高崎 ライフケア群栄㈱

高崎 ㈱ライフシステム

高崎 株式会社ライフシステム　日典ラサ中山

高崎 (株)ライフシステム　フラワーライフ高崎

高崎 ライフスタイル群栄㈲

高崎 ライフライン株式会社

高崎 ㈱ライムメンバーズ　エテルナ高崎

高崎 ラジエ工業㈱

高崎 ランスタッド㈱高崎オフィス

高崎 株式会社　リョーチ

高崎 ㈱リガーレ高崎技術センタ

高崎 ㈱ＬＩＸＩＬ群馬営業所

高崎 ＬＩＸＩＬトータル販売群馬支店

高崎 ㈱リクルート北関東マーケティング

高崎 理研ビタミン㈱北関東支店

高崎 リコージャパン㈱群馬支社高崎営業部

高崎 リハプラスディくらがの

高崎 リンナイ㈱高崎営業所

高崎 ルネサスエレクトロニクス㈱高崎事業部

高崎 レッツ倶楽部　高崎


