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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

太田 アーネスト工業㈱ 太田 イズミ電機工業㈱ 太田 大沢建設㈱

太田 ㈱アール・エイチ・サービス 太田 太田いずみ幼稚園 太田 ㈲太田クリーン舎

太田 あいおいニッセイ同和損害保険㈱群馬支店太田支社 太田 ㈱板通 太田 （公財）太田交通安全協会

太田 愛光園居宅介護支援事業所 太田 ㈱板通製品加工事業部 太田 太田市　清掃事業課

太田 愛光園デイサービスセンター 太田 市川建設㈱ 太田 東部消防署九合分署

太田 ㈲アイザワ 太田 ㈱イチタン 太田 太田商工会議所

太田 ＩＧウインドウズ（株） 太田 いづみ工業㈱太田工場 太田 太田市消防本部

太田 アイテック㈱ 太田 伊藤建設工業㈱ 太田 太田市尾島ぴっころ地域活動支援センター

太田 ㈱アイテスサカウエ 太田 ㈱稲塚工業 太田 太田資源開発㈱

太田 株式会社ＩＤＯＭ　ガリバー太田３５４バイパス店 太田 ㈱いなば園 太田 （社福）太田市社会福祉協議会

太田 アイ・ビー・エス・アウトソーシング（株） 太田 いなり幼稚園 太田 太田市社会福祉協議会西部支所

太田 ㈱アイリス尾島工場 太田 イムス太田中央総合病院 太田 太田市消防本部西部消防署　尾島分署

太田 ㈱アイリス新田工場 太田 医療法人財団明理会イムスやぶづかロイヤルケアセンター 太田 太田市消防本部　東部消防署

太田 ㈱アイリス矢島工場 太田 （医社）三思会ブルーメンハイム・トーホー 太田 太田市消防本部西部消防署

太田 ㈱アウトソーシング群馬営業所 太田 （医）三省会堀江病院 太田 太田市消防本部西部消防署藪塚分署

太田 アエラホーム太田店 太田 医療法人醫光会介護老人保健施設まなびの苑 太田 （公社）太田市シルバー人材センター

太田 （株）あおい訪問看護ステーション太田 太田 医療法人三省会訪問サービスセンターみなみ 太田 太田市外三町広域清掃組合

太田 赤石建設㈱ 太田 岩崎工業㈱ 太田 太田市新田デイサービスセンター

太田 赤尾商事㈱太田支店 太田 岩澤建設㈱群馬支店 太田 太田市新田ななくさ地域活動支援センター

太田 赤尾商事㈱車検センターアカオ 太田 岩瀬産業㈱太田機工営業所 太田 太田市農業協同組合

太田 ㈱赤城工産 太田 岩瀬産業㈱太田管材営業所 太田 太田市バス管理センター

太田 赤城食品㈱ 太田 イワタボルト㈱太田営業所 太田 健康づくり課　太田市保健センター

太田 ㈲赤澤商会 太田 植木プラスチック㈱ 太田 太田市役所　尾島庁舎

太田 旭鉄工㈱ 太田 ㈱ウエタケ 太田 太田市役所生涯学習課

太田 アシャ（有） 太田 上田㈱太田営業所 太田 太田市役所道路保全課事務所

太田 アシード株式会社太田支店 太田 ウエルド工業㈱ 太田 太田市役所新田庁舎

太田 ㈱足利銀行太田支店 太田 内宮物流（株） 太田 太田市役所花と緑の課事務所

太田 ㈱足利セラミックラボラトリー 太田 ＵＢＥマシナリー（株） 太田 太田市役所 障がい福祉課福祉事業係

太田 東金属㈱群馬工場 太田 ㈱エアテクニカ太田支店 太田 太田市役所　本庁舎

太田 あずみ苑グランデ太田 太田 映光産業（株）北関東営業所 太田 太田市役所薮塚本町庁舎

太田 アトス（株） 太田 （株）ＨＬＳスタッフ 太田 太田市立太田高等学校

太田 ㈲阿部工業所 太田 ㈱永徳 太田 太田重機㈱

太田 （株）アマダプレスシステム太田支所 太田 社会福祉法人　杜の舎　エコネット・おおた 太田 ㈱太田自動車教習所

太田 ㈱新井商店 太田 ＳＭＣ㈱太田営業所 太田 （学）太田仁愛幼稚園

太田 荒井設備工業㈱ 太田 エム・エス・ジー㈱ 太田 太田スウィンスイミングスクール

太田 荒木土木㈱ 太田 ＮＥＣフィールディング㈱太田営業所 太田 ㈱エムダブルエス日高　太田デイトレセンター

太田 荒島工業(株)北関東支店 太田 ＮＳ建材販売（株） 太田 太田都市ガス㈱

太田 ＡＬＳＯＫ群馬株式会社　太田支店 太田 ＮＴＮ㈱北関東自動車支社 太田 太田土木事務所

太田 アルフレッサ㈱群馬太田支店 太田 ＮＴＴ東日本関信越　群馬支店第二ＢⅠ部第ＶＣＧＣＲ 太田 太田生コンクリート工業㈱

太田 ＮＰＯ法人あんだんてスクラム 太田 （株）エネサンス関東太田営業所 太田 太田燃料㈱

太田 ㈱いっちょう 太田 ㈱エフティビィ 太田 群馬県立太田東高等学校

太田 一般社団法人日自動車連盟群馬支部太田基地 太田 ＦＶジャパン㈱群馬支店東毛ＳＣ 太田 ㈱太田双葉カントリークラブ

太田 イエローハット太田店 太田 ＭＳＳステンレスセンター㈱ 太田 太田南ケアセンターそよ風

太田 怒木工業㈱ 太田 ㈱ＭＣシステムズ東日本太田工場 太田 日本郵便㈱太田郵便局

太田 社会福祉法人　認定こども園　生品の風 太田 オーウェル㈱群馬営業所 太田 大利根倉庫㈱

太田 イケダガラス株式会社太田支店 太田 ㈱オートセールス龍 太田 有限会社大原設備

太田 ㈱池田硝子工業所太田工場 太田 扇屋塗料㈱群馬営業所 太田 岡田工業㈱

太田 ㈱池田製作所 太田 王子製鉄㈱群馬工場 太田 小川産業（株）

太田 石井工業㈱ 太田 王鉄興業㈱ 太田 小川設備工業㈱

太田 石川建設㈱ 太田 オウミ技研（株） 太田 ＯＫＩクロステック（株）足利太田サービスセンター

太田 ㈲石原設備 太田 ㈱オオイテック 太田 ㈱オギハラ

太田 石橋建設工業㈱ 太田 大木建設㈱ 太田 荻原建設㈱



管轄署 事業所名 管轄署 事業所名 管轄署 事業所名

太田 荻原物産㈱ 太田 （株）サイサン太田営業所 太田 関東学園大学

太田 （医）鶴谷会尾島事業所 太田 株式会社サニクリーン前橋 太田 関東建設工業㈱

太田 日本郵便㈱尾島郵便局 太田 株式会社三永 太田 関東工業㈱新田工場

太田 小野里薬品(株)太田営業所 太田 （株）シャープドキュメント富士太田支店 太田 関東スチレン株式会社

太田 （社福）親孝行の里 太田 株式会社清水工業 太田 （一財）関東電気保安協会　東毛事業所

太田 カースチール㈱東毛営業所 太田 株式会社信州架設 太田 ㈱関東マツダ

太田 ㈱笠原鉄工所 太田 （株）ジェイテクト　群馬営業所 太田 関東メディカル㈱

太田 勝山精機㈱太田営業所 太田 ㈱ジョイフル本田新田店リフォーム事業部 太田 冠稲荷神社ティアラグリーンパレス

太田 加藤建設興業㈱ 太田 株式会社SUBARUカスタマーサービス本部 太田 学校法人ＭＧＬ学園太田動物専門学校

太田 ㈱加藤工業 太田 株式会社正電社　太田営業所 太田 キヤノンシステムアンドサポート㈱太田営業所

太田 ㈲加藤商店 太田 株式会社タカノ　本社 太田 共立㈱

太田 ㈱加藤製作所群馬工場 太田 （株）タカラコーポレーション 太田 ㈱協和群馬営業所

太田 加藤畜産㈱ 太田 ㈱ダイスズ 太田 協和建設㈱

太田 ㈱金井工事 太田 （株）ダイフクＡＦＡ事業部工事サービス本部群馬ＣＣ 太田 認定こども園きざきまち幼稚園

太田 ㈲金谷建設 太田 （株）千代田ホールディングス新田工場 太田 日本郵便㈱木崎郵便局

太田 ㈱金谷興油 太田 株式会社　東精エンジニアリング　太田営業所 太田 岸コンクリート㈱

太田 ㈱金谷自動車工業 太田 （株）ニュースタイル 太田 （株）木曽路太田店

太田 金谷設備㈱ 太田 （株）ネクステージ　ネクステージ太田店 太田 北関東綜合警備保障㈱群馬支社

太田 かなやま学園 太田 ㈱ネクスト 太田 北関東ＴＣＭ（株）太田営業所

太田 ㈱金山自動車教習所 太田 株式会社ハピネット・ベンディングサービス北関東チーム 太田 北関東ニチユ㈱太田支店

太田 ㈱カネコ・コーポレーション 太田 （株）ビッグウッド 太田 ㈱共栄緑化

太田 ㈱カネコ・コ－ポレ－ション太田営業所 太田 （株）ＰＥＯ　北関東支店 太田 桐生工業㈱矢島事業所

太田 （株）金子水道設備 太田 （株）ファベスト 太田 桐生小型運送株式会社　本社営業所

太田 カネコロジスティクスセンター 太田 （株）ファミリィー 太田 ㈱近鉄エクスプレス北関東輸出営業所

太田 ㈱カネサ園 太田 （株）フジ 太田 クシダ工業株式会社　太田支店

太田 ㈱ベンカン機工　桐生工場 太田 （株）富士精工 太田 医療法人ふじあく医院介護老人保険施設ふじあく光荘

太田 ㈱ササガワ 太田 （株）北斗システム 太田 クリエイト（株）

太田 ㈱山極 太田 (株)孫の手デイホーム孫の手・おおた 太田 クリナップ㈱太田営業所

太田 株式会社　太田国際貨物ターミナル 太田 株式会社孫の手本社 太田 栗原商事㈱

太田 株式会社　岡村 太田 （株）マツイ・エス・デイ・アイ北関東営業所 太田 栗原紙材（株）新田事業所

太田 株式会社　小林板金工業 太田 株式会社マルホン太田医療営業所 太田 ㈱栗原医療器械店

太田 ㈱ジョイマート　フレッシュコーポレーションカンパニー 太田 （株）三山建設 太田 ㈲クローバ電器製作所

太田 株式会社　辻商店 太田 株式会社村上開明堂東日本 太田 黒田興業㈱太田支店

太田 （株）トーカイテクノ 太田 （株）ヤマダホームズ太田店 太田 ㈱黒田製作所

太田 株式会社　長島エンジニアリング 太田 株式会社ヨコハマタイヤジャパン群馬カンパニー桐生営業所 太田 グレイスカーズ（株）

太田 株式会社　辺重 太田 （株）ライフシステム日典太田店 太田 ㈱グローバル・ワーク

太田 （株）ＭＯＬＤＩＮＯ 太田 （株）立協製作所 太田 ㈱グンエイ

太田 株式会社足利銀行東群馬ローンセンター 太田 (株)リガーレ　太田サービスセンタ 太田 群央建設㈱東毛営業所

太田 （株）アマダ群馬営業所　太田サービスセンター 太田 株式会社和奏建設 太田 ぐんぎん証券㈱太田支店

太田 （株）荒木工業 太田 ㈱早稲田学習研究会統括本部 太田 ぐんぎんリース㈱太田支店

太田 株式会社エスアール北関東営業所 太田 ㈱プロシード 太田 ㈱群桐産業

太田 （株）エス・エス・シー 太田 ㈱カムス 太田 群馬アサノコンクリート㈱

太田 （株）エヌ・エス・シー北関東サービスセンター 太田 カメイ㈱群馬支店太田営業所 太田 群馬ヰセキ販売㈱太田営業所

太田 株式会社エンドウハウゼ太田営業所 太田 河内鋼機㈱ 太田 ぐんま共済協同組合太田支店

太田 株式会社オーアンドケー群馬工場 太田 河内商事 太田 ㈱群馬銀行太田支店

太田 株式会社オート用品北関東営業所 太田 ㈱川上鉄工所 太田 ㈱群馬銀行太田中央支店

太田 （株）オープンハウス太田営業センター 太田 河西工業ジャパン株式会社太田工場 太田 ㈱群馬銀行尾島支店

太田 株式会社　求人ジャーナル太田支店 太田 河原実業㈱太田営業所 太田 群馬グランディハウス㈱太田支店

太田 （株）共立発条製作所 太田 ㈱カワムラ 太田 群馬県太田警察署

太田 （株）クツカタ 太田 ㈲環境浄化センター 太田 群馬県太田保健福祉事務所

太田 株式会社グリーンテック太田営業所 太田 関綜エンジニアリング㈱太田支店 太田 群馬県卸酒販㈱太田支店

太田 （株）グンマテック東毛営業所 太田 関綜エンジニアリング㈱太田事業所 太田 群馬県警察本部刑事部機動捜査隊東毛分駐隊

太田 ㈱群馬東部水道サービス 太田 ㈱関電工　太田営業所 太田 群馬県警察本部交通部交通機動隊東毛分駐隊



管轄署 事業所名 管轄署 事業所名 管轄署 事業所名

太田 群馬県警察本部警務部留置管理課支援係 太田 サカモト建材株式会社 太田 ＧＮロジパートナーズ（株）太田支店

太田 群馬県太田行政県税事務所 太田 坂本工業㈱ 太田 ㈱ジーシーシー自治体サービスセンター太田センター

太田 群馬県東部環境事務所 太田 佐々木商事㈱ 太田 ㈱ジーテクト

太田 群馬県東毛工業用水道事務所 太田 サツマ工業（株） 太田 （社福）仁和会　特別養護老人ホーム八瀬川の里

太田 群馬県農業共済組合東部グループ太田支所 太田 ㈱サトウ商会 太田 鈴木楽器㈱

太田 群馬県立太田工業高等学校 太田 ㈱サニックス太田工場 太田 ㈱スズキ自販群馬太田営業所

太田 群馬県立太田女子高等学校 太田 澤藤電機㈱ 太田 ㈱スズケン太田支店

太田 群馬県立新田暁高等学校 太田 サンエス商事㈱ 太田 須田建鉄工業㈱

太田 群馬振興㈱太田支店 太田 三協㈱太田営業所 太田 ㈱スナガ太田営業所

太田 群馬セキスイハイム㈱太田営業所 太田 三協オイルレス工業株式会社 太田 ㈱砂永樹脂製作所

太田 （株）群馬総合土地販売 太田 三協化学工業（株） 太田 ㈱ＳＵＢＡＲＵ群馬製作所本工場

太田 群馬中央医療生活協同組合太田協立診療所 太田 三共商事（株）太田営業所 太田 ㈱ＳＵＢＡＲＵ群馬製作所矢島工場

太田 群馬中央医療生活協同組合介護支援センター石原 太田 ㈱三金太田営業所 太田 ＳＵＢＡＲＵ健康保険組合　太田記念病院

太田 群馬中央医療生活協同組合東長岡訪問介護ステーションたんぽぽ 太田 三光電気㈱ 太田 スバル興産（株）施設管理事業本部関東施設管理部

太田 群馬電工㈱東毛営業所 太田 （社福）三晃福祉会 太田 スバルテクニカインターナショナル（株）

太田 群馬東部水道企業団太田本所 太田 サンセイ商事㈱ 太田 ＳＵＢＡＲＵテクノ㈱群馬営業所北工場

太田 群馬トヨタ自動車㈱太田竜舞店 太田 サンテクノ株式会社 太田 ＳＵＢＡＲＵテクノ㈱群馬事業所本工場

太田 群馬トヨタ自動車㈱太田４０７号店 太田 （医）赤城会　三枚橋病院 太田 スバルブルーム株式会社

太田 群馬トヨタ自動車（株）レクサス太田 太田 サンレイ工業㈱ 太田 スバル用品㈱

太田 群馬トヨペット㈱太田内ヶ島店 太田 （社福）泉寿会太田いずみの里デイサービスセンター 太田 スバルリビングサービス㈱

太田 群馬トヨペット㈱ヴィーパーク太田店 太田 社会福祉法人　杜の舎 太田 ㈱スバルロジスティクス

太田 群馬日化サービス㈱ 太田 （社福）同人会みづほの里居宅介護事業所 太田 スポーツ施設管理課（太田市運動公園）

太田 群馬日産自動車㈱ＧＮブルーステージＫｉｔ－Ｒ太田店 太田 （社福）同人会みづほの里デイサービスセンター 太田 住友不動産㈱太田営業所

太田 群馬日成住機（株） 太田 社会福祉法人福晃会　ありさんち 太田 住友林業ホームエンジニアリング㈱

太田 群馬にった自動車教習所 太田 （社福）圓会　特別老人ホームにらがわの里 太田 生活協同組合パルシステム群馬東毛センター

太田 群馬燃料㈱ 太田 （社福）同人会特別養護老人ホームみづほの里 太田 （社福）至誠会清風園

太田 群馬日野自動車㈱太田流通センター支店 太田 昭和商事㈱ 太田 セキショウカーライフ株式会社太田インター店

太田 群馬ビーエス㈱太田営業所 太田 ＣＫＤ㈱太田営業所 太田 セコム上信越㈱太田支社

太田 群馬森紙業㈱尾島事業所 太田 シーデーピージャパン（株）太田営業所 太田 セルプあけぼの

太田 群馬ヤクルト販売株式会社太田宝泉センター 太田 ㈱シービーエス 太田 ㈱仙台銘板群馬営業所

太田 ケイアイネットリアルティ（株）太田ハウジングセンター 太田 ㈱椎名塗装店 太田 税理士法人真下会計事務所

太田 京浜（株）太田営業所 太田 しげる工業㈱ 太田 こくみん共済COOP群馬推進本部　太田支所

太田 ㈱コードー東日本物流センター 太田 しげるテック㈱ 太田 ソニック㈱

太田 コーワソニア㈱ 太田 品川建設㈱ 太田 ソネット㈱太田支店

太田 コイケ酸商（株）太田営業所 太田 しののめ信用金庫藪塚支店 太田 ㈱ソフィア太田事業所

太田 ㈱小泉北関東太田営業所 太田 ㈱島岡商店 太田 ソレキア㈱

太田 ㈱宏和住建 太田 島田産業㈲ 太田 損害保険ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜㈱太田保険金サービス課

太田 コカ・コーラボトラーズジャパン㈱東毛事業所 太田 清水建設株式会社(株)ＳＵＢＡＲＵ矢島工場　新完成検査棟建設工事長作業所 太田 大賀建設株式会社　太田南展示場

太田 コカ・コーラボトラーズジャパンベンディング（株）東毛事業所 太田 清水建設株式会社（仮称）技術本部新技術本館新築工事建設所 太田 大成建設（株）関東支店

太田 古賀オ－ル㈱北関東支店 太田 シミヅ産業㈱北関東支店 太田 ㈱太陽

太田 国産機械株式会社 太田 ㈱シムックス 太田 ㈱高崎タイヤセンター太田店

太田 ㈱石宝 太田 ㈱下山 太田 高津伝動精機㈱太田営業所

太田 ㈱コグレ 太田 昭和産業㈱関東信越支店 太田 高野工業㈱

太田 小林建設工業㈱ 太田 （株）白石建設 太田 （社福）緑会　特別養護老人ホーム高原園

太田 ㈲小林工務所 太田 ㈱新星電子工業 太田 タカラスタンダード㈱群馬支店太田営業所

太田 （有）小林自動車 太田 新東京食品産業㈱ 太田 武井漬物製造㈱

太田 コマツカスタマーサポート㈱太田サービスセンター 太田 親明電気㈱ 太田 竹部工業

太田 コムベックス㈱ 太田 新明電材㈱太田営業所 太田 田島空調サービス㈱

太田 ㈱コロナ太田営業所 太田 宝泉学園新明幼稚園 太田 田村建設㈱

太田 ㈲今野商店 太田 ＪＡ東日本くみあい飼料㈱ 太田 ダイセン株式会社

太田 （株）サーモテック 太田 ㈱ジャブラス 太田 大東建託㈱太田支店

太田 埼玉りそな銀行熊谷支店太田出張所 太田 ㈱ジョーシン・シャックス太田工場 太田 大東建託リーシング㈱太田店

太田 太田 ㈱ジョイフル本田新田店 太田 ダイドービバレッジサービス㈱太田営業所



管轄署 事業所名 管轄署 事業所名 管轄署 事業所名

太田 ダイドードリンコ㈱首都圏第二営業部太田オフィス 太田 トヨタＬ＆エフ群馬㈱太田営業所 太田 認定こども園わたっこ

太田 （学）ハマダ学園台之郷幼稚園 太田 トヨタカローラ群馬（株）太田西新町店 太田 ネッツトヨタ群馬㈱太田りゅうまい店

太田 大和ハウス工業株式会社群馬支社両毛営業所 太田 トヨタカローラ群馬（株）太田西本町店 太田 ネッツトヨタ群馬㈱太田５０号店

太田 大和リビング㈱両毛営業所 太田 トヨタＰＣＮ群馬ホールディングス（株）ボデーショップ太田 太田 ネッツトヨタ群馬㈱太田やぶづかインター店

太田 大和冷機工業㈱群馬東営業所 太田 トヨタモビリティパーツ（株）群馬支社　太田藪塚インター店 太田 ネッツトヨタ高崎（株）太田やじま店

太田 ダンロップタイヤ関東㈱太田営業所 太田 ㈱ＮａＩＴＯ北関東支店 太田 熱研プラント工業㈱群馬営業所

太田 ㈲中央環境メンテナンス 太田 ㈱仲川工業所 太田 ㈱野口

太田 ㈱畜産経営研究所 太田 中沢トータリア（株）太田店 太田 野村證券㈱太田支店

太田 千代田工業㈱ 太田 中島鉄工㈱ 太田 野村電気株式会社

太田 ㈱千代田製作所 太田 中島電機設備㈱ 太田 服部コーヒーフーズ㈱太田営業所

太田 塚田工業㈲ 太田 ㈱中正建設 太田 一建設㈱太田営業所

太田 ㈲つばめ塗料店太田営業所 太田 (有)なかや 太田

太田 鶴生田園 太田 学校法人和香学園なかよし幼稚園 太田 （医）芳志会長谷川歯科医院

太田 （医）鶴谷会　綿打事業所 太田 ㈱ナチ常盤北関東支店 太田 ㈱長谷川ハガネ店

太田 ㈱ティップネス太田店 太田 ニッケイ工業㈱ 太田 ㈱八十二銀行太田支店

太田 帝人ヘルスケア（株）北関東支店　前橋営業所　太田駐在所 太田 日研トータルソーシング㈱太田事業所 太田 （株）ハツガイ

太田 ㈱テクノ・サービス 太田 日新産業㈱ 太田 服部電気商会

太田 天昇電気工業株式会社　群馬工場 太田 新田精工㈱ 太田 ㈲花ぶさ太田店

太田 デイサービスセンターかがやき太田 太田 ㈱ニッタタイヤ　ミシュラントラックセンター太田 太田 ㈱塙製作所

太田 デイサービスセンターふる里 太田 （株）ニッタタイヤ両毛支店 太田 （株）原島自動車

太田 デイホーム孫の手こまいぎ 太田 ㈱新田乃庄 太田 （社福）東毛会はるかぜ荘

太田 ㈱ト－カイ 太田 新田みどり農業協同組合綿打支店 太田 春山設備工業㈱

太田 ㈱ＴＯＫＡＩ太田営業所 太田 新田みどり農業協同組合生品支店 太田 ハンユウオート㈱

太田 東亜工業㈱ 太田 新田みどり農業協同組合　尾島グリーンセンター 太田 バイパス群馬食品㈱

太田 東亜工業㈱新田工場 太田 新田みどり農業協同組合　南支店 太田 パーソナルテンプスタッフ（株）太田オフィス

太田 東亜工業株式会社　世良田工場 太田 新田みどり農業協同組合新田営農センター 太田 パナソニック関東設備㈱

太田 東亜工業株式会社　由良工場 太田 日東エネルギー㈱群馬支店 太田 パナソニック電材ソリューションズ株式会社

太田 東映コミュニケーションズ㈱北関東出張所 太田 ㈱日東システムテクノロジーズ 太田 パナソニックホームズ北関東（株）両毛支店

太田 東京海上日動火災保険㈱太田支社 太田 ㈱ＮＩＰＰＯ東毛出張所 太田 ㈱パパまるハウス太田営業所

太田 東京広告㈱ 太田 新潟原動機㈱太田工場 太田 ㈱パレット

太田 東京山川産業株式会社 太田 ㈱新野 太田 ひかり学園

太田 東京電力パワーグリッド㈱群馬総支社太田事務所 太田 ㈱西岡設計 太田 東日本オリオン㈱太田営業所

太田 東建コーポレーション㈱太田支店 太田 西尾レントオール㈱太田営業所 太田 ㈱東日本肥料

太田 東芝エレベータ㈱太田営業所 太田 ㈱西幸 太田 医療法人財団　翡翠会　太田じんクリニック

太田 東電タウンプランニング㈱東毛支社 太田 ニチイケアセンター太田 太田 ㈱日立ビルシステム太田営業所

太田 群馬県東部児童相談所 太田 ニチイケアセンターおおたいいづか 太田 英重機工業㈱

太田 群馬県東部農業事務所 太田 ㈱日研 太田 （株）桧家住宅　上信越支社　太田イオン展示場

太田 東邦薬品㈱群馬営業部群馬太田営業所 太田 日新火災海上保険㈱太田サービス支店 太田 （株）桧家住宅　上信越支店　太田展示場

太田 東毛再生アスコン㈱ 太田 ㈱ニッタタイヤ 太田 日野自動車㈱新田工場

太田 太田 日本瓦斯㈱太田営業所 太田 （社福）太田松翠会ひまわり学園

太田 東毛三菱自動車販売㈱ 太田 日本空調サービス(株)　群馬営業所 太田 平野鋼線㈱北関東営業所

太田 東毛酪農業協同組合 太田 日本治具（株） 太田 深町食品工業㈱

太田 東洋硝子㈱ 太田 日本通運㈱太田航空営業所 太田 ㈲福田鋼機製作所

太田 ㈲東楊軒 太田 日本電産マシンツール（株）北関東営業所 太田 藤井産業㈱太田支店

太田 東洋商事㈱北関東営業所 太田 日本電計　株式会社　群馬営業所 太田 富士エンヂニアリング㈱

太田 東洋ドライルーブ㈱群馬事業部 太田 日本道路（株）上武アスコン 太田 ㈲富士協栄

太田 東洋マインド㈱ 太田 日本道路㈱群馬営業所 太田 （株）不二越　東日本ロボットサービス部　北関東サービスセンター

太田 ㈱東和銀行太田支店 太田 日本年金機構太田年金事務所 太田 ㈱不二越北関東支店

太田 東和興産㈱ 太田 日本発条㈱群馬工場 太田 富士ゴム工業㈱西新町物流センター

太田 （学）常磐高等学校 太田 日本郵便㈱藪塚本町郵便局 太田 富士スバル㈱太田店

太田 徳樹庵太田店 太田 日本ルフト㈱ 太田 富士スバル㈱太田西店

太田 ㈱栃木銀行太田支店 太田 認定こども園　金山幼稚園 太田 富士スバル㈱太田５０号店

太田 利根川鋲螺販売㈱ 太田 認定こども園　東別所幼稚園 太田 富士ゼロックス群馬㈱東毛事業所



管轄署 事業所名 管轄署 事業所名 管轄署 事業所名

太田 藤田エンジニアリング㈱太田支店 太田 都食品㈱太田事業部 太田 横山建設㈱

太田 藤田ソリューションパートナーズ（株）太田支店 太田 三山化学品㈱ 太田 横山電気㈱

太田 藤田テクノ㈱太田支店 太田 ミライフ㈱群馬支店 太田 ㈱ヨシオカ

太田 富士部品工業㈱ 太田 株式会社武蔵野群馬フローズンファクトリー 太田 ㈱ヨシカワ

太田 富士防災警備（株）北関東営業部太田営業所 太田 ムラテック販売（株）北関東営業所 太田 吉田建設㈱

太田 フジメタルリサイクル株式会社 太田 村山建材総業㈱ 太田 ㈱吉田商事

太田 ㈱富士薬品太田営業所 太田 （社福）明光会 太田 ㈱吉田製作所

太田 ㈱伏島館　ホテルふせじま 太田 明伸工機（株）北関東営業所 太田 （株）ライフシステム　フラワーライフ太田

太田 ㈱フセラシ群馬工場 太田 ㈱明電エンジニアリング太田営業所 太田 竜舞プラスティック株式会社

太田 （株）淵上建設 太田 明電興産㈱太田支社 太田 両毛丸善（株）太田西部給油所

太田 ㈲フナト 太田 ㈱明電舎太田事業所 太田 両毛丸善（株）太田東部給油所

太田 ㈱古川製作所 太田 割烹　明陽軒 太田 リコージャパン㈱群馬支社東毛営業部

太田 古嶋鋼業（株） 太田 ㈱メタルワークス群馬支店 太田 菱馬テクニカ㈱

太田 ㈱物産清水 太田 ㈱メディカルバイオサイエンス 太田 ルブテクノサービス株式会社

太田 文化シャツター㈱太田営業所 太田 ㈱メディセオ太田・伊勢崎支店 太田 （株）レオパレス２１太田支店

太田 PRO-STEP株式会社 太田 ㈱メモリード東京アモート太田 太田 ㈱レステム

太田 ヘルシーフード株式会社北関東太田営業所 太田 ㈱メモリード　ロイヤルチェスター太田 太田 ㈱レンタルのニッケン太田営業所

太田 別所ケアセンター　そよ風 太田 ㈲モトキ建材 太田 ㈱ログ

太田 ㈱ベスト・エデュケーション 太田 本島商店㈱ 太田 ㈱ワイエスヤマザキ

太田 （学）宝泉北学園　宝泉北幼稚園 太田 （医）本島総合病院 太田 （学）若葉幼稚園

太田 ㈱宝泉工業 太田 元盛建設工業（株） 太田 ワタキューセイモア（株）北関東営業所

太田 訪問介護ステーションわかば太田事業所 太田 茂原建設㈱ 太田 ㈱渡辺建設

太田 （株）保険プロジェクト 太田 森岡商店 太田 渡辺ﾊﾟｲﾌﾟ㈱群馬サービスセンター

太田 ㈱ホシケン太田店 太田 ㈱モリシタ 太田 渡辺ﾊﾟｲﾌﾟ㈱群馬太田住設サービスセンター

太田 ホシザキ北関東㈱太田営業所 太田 ㈱森傳自動車事業本部 太田 渡辺ﾊﾟｲﾌﾟ㈱群馬太田サービスセンター

太田 堀川産業㈱太田営業所 太田 ㈱森永新田 太田 ワタミの宅食

太田 ㈲堀口塗装 太田 （社福）杜の舎アクトつるやま 太田 ワタミの宅食群馬大原営業所

太田 ㈱ホンダカーズ群馬中央太田新島店 太田 （社福）杜の舎ワークショップありす 太田 ㈱渡商会　上武営業所

太田 ㈱ホンダカーズ群馬中央太田高林店 太田 守屋建設㈱ 太田 株式会社　和田組

太田 ＨｏｎｄａＣａｒｓ前橋　太田西矢島店 太田 森六テクノロジー㈱関東工場 太田 和田兼建設㈱

太田 墨東化成工業㈱群馬支店 太田 矢崎化工㈱太田工場 太田 和洋牧場

太田 ㈱牧野技術サービス 太田 矢島エンジニアリング 太田 わらべや日洋㈱群馬工場

太田 松岡塗料株式会社 太田 矢島工業㈱ 太田 (株)ワンライフ　児童発達支援事業所　chouchou太田

太田 ㈲松島商事 太田 （株）安川電機太田サービス営業所

太田 ㈱松村機械製作所 太田 ㈱柳田鉄工所

太田 クアトロ・スタジオーニ・マリエール太田 太田 ㈱ヤナセ太田支店

太田 丸幸㈱太田本社 太田 ㈱山梅

太田 丸三証券㈱太田支店 太田 （株）ＹＡＭＡＺＡＫＩ太田営業所

太田 ㈲丸政小林組 太田 ヤマザキマザックシステムトレーディング株式会社

太田 三浦工業㈱太田営業所 太田 ㈱山善太田支店

太田 ミサワホーム㈱太田オフィス 太田 山田衛生社

太田 ミサワリフォーム関東（株）北関東支店北関東営業部伊勢崎営業所太田店 太田 ヤマト発動機㈱

太田 ㈲水野電装 太田 山本農機販売㈱

太田 三井住友海上火災保険㈱太田保険金お支払いセンター 太田 ㈱ユーロブレッツア　ボルボ・カーズ太田・足利

太田 ㈱三井住友銀行太田支店 太田 ユーワエンジニアリング（株）

太田 三井物産マシンテック㈱太田事務所 太田 ゆう愛デイサービスセンター

太田 三菱電機㈱群馬製作所 太田 有限会社ひまわり介護サービス

太田 三菱電機ライフサービス㈱群馬支店 太田 （有）明伸エンジニアリング

太田 三菱ふそうトラック・バス㈱群馬ふそう太田支店 太田 ㈱友邦

太田 みづほの里訪問看護ステーション 太田 ユニッツもりのいえ

太田 （社福）緑会救護施設緑荘 太田 ㈱ユニマットライフ太田営業所

太田 （学）太南学園南幼稚園 太田 株式会社湯運からさわ

太田 ㈱宮公 太田 横村建設㈱


