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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

吾妻 i・コンサルティング㈱伊香保ゴルフ倶楽部 吾妻 群馬県立吾妻中央高等学校 吾妻 中之条町ツインプラザ

吾妻 （社福）愛星会障害者支援施設やまばと 吾妻 群馬電工㈱北毛営業所 吾妻 中之条町教育委員会

吾妻 ㈱吾石 吾妻 群馬トヨタ自動車株式会社中之条バイパス店 吾妻 中之条町自動車教習所

吾妻 吾妻警察署 吾妻 群馬トヨペット㈱中之条バイパス店 吾妻 中之条町役場

吾妻 吾妻広域消防本部東部消防署 吾妻 群馬県農業共済組合　中之条支店 吾妻 日本郵便㈱中之条郵便局

吾妻 （医）弥生会吾妻さくら病院 吾妻 群馬ヤクルト販売株式会社　中之条サービスセンター・出張所 吾妻 なかんじょ在宅ケアセンター

吾妻 あがつま在宅ケアセンター 吾妻 群馬リハビリテーション病院 吾妻 有限会社名久田自動車

吾妻 吾妻森林管理署 吾妻 現金屋 吾妻 南波建設㈱

吾妻 吾妻森林組合 吾妻 和食光駕 吾妻 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ群馬㈱中之条店

吾妻 吾妻自動車整備協業組合 吾妻 ㈱光成 吾妻 農事組合法人赤堀町養鶏組合高山農場

吾妻 ㈱吾妻水質管理センター 吾妻 （医社）高仁会吾妻脳神経外科循環器科 吾妻 あがつま農業協同組合農林産加工工場

吾妻 吾妻総業㈱南波生コン植栗工場 吾妻 光山商事㈱ 吾妻 ㈲野村組

吾妻 群馬県立吾妻特別支援学校 吾妻 光山電気工業㈱ 吾妻 ㈲林商会

吾妻 あがつま農業協同組合畜産部 吾妻 斉藤工業㈱ 吾妻 原町新聞販売所

吾妻 あがつま農業協同組合東部営農経済センター 吾妻 ㈱サンワ吾妻営業所 吾妻 原町赤十字病院

吾妻 あがつま農業協同組合（葬祭センター） 吾妻 サンワ株式会社群馬工場 吾妻 日本郵便㈱原町郵便局

吾妻 あがつま農業協同組合中之条支店 吾妻 （社福）中之条町社会福祉協議会 吾妻 株式会社榛名のたまご　大谷沢農場

吾妻 あがつま農業協同組合東吾妻支店 吾妻 鹿野建設㈱ 吾妻 株式会社榛名のたまご　古賀良農場

吾妻 あがつま農業協同組合本店 吾妻 四万林業協業組合 吾妻 坂東コンクリート工業㈱

吾妻 ㈲吾妻弁当 吾妻 ＪＡあがつま中部営農経済課 吾妻 パナソニックエレクトリックワークス朝日㈱

吾妻 ㈱松井（あがつまメモワール） 吾妻 寿司光 吾妻 東吾妻町社会福祉協議会東支所

吾妻 吾妻養護老人ホーム 吾妻 ㈱須藤工務店 吾妻 （社福）東吾妻町社会福祉協議会

吾妻 株式会社Ａｓｔｅｃ 吾妻 ㈱測研　あがつま事業所 吾妻 東吾妻町役場

吾妻 ㈲あづま養魚場 吾妻 高山温泉ふれあいプラザ 吾妻 三菱農機販売㈱中之条営業所

吾妻 池原工業㈱ 吾妻 高山村役場 吾妻 ㈲樋田鉄工

吾妻 一場製材㈱ 吾妻 日本郵便㈱高山郵便局 吾妻 ㈱平形土建

吾妻 吾妻東部衛生施設組合 吾妻 高山林業㈱ 吾妻 株式会社PureNext

吾妻 ㈱エコセンター 吾妻 社会福祉法人高山村社会福祉協議会 吾妻 ㈱フォレストコニファーいわびつ

吾妻 特定非営利活動法人エプロンの会地域福祉サービス 吾妻 滝見建設㈲ 吾妻 福原建築有限会社

吾妻 ㈲エボリックス 吾妻 ㈱たくみ 吾妻 穂喜家

吾妻 株式会社ＭＡＴ一級建築士事務所 吾妻 拓友工業株式会社 吾妻 通所授産施設ほほえみ工舎

吾妻 扇屋食堂 吾妻 ㈲竹渕建材 吾妻 まあ家

吾妻 ㈱大沢建設 吾妻 ㈲田村工業 吾妻 町田工業

吾妻 ㈱大平牧場 吾妻 ㈲田村旅館 吾妻 ㈲丸仙造林

吾妻 （医）坂上健友会大戸診療所 吾妻 ㈱千島工務店 吾妻 有限会社丸東製作所

吾妻 日本郵便㈱大戸郵便局 吾妻 吾妻 宮崎工務店

吾妻 （社福）オリヂンの村 吾妻 都筑乳業㈱ 吾妻 （医社）高仁会　みんなの家なかんじょ

吾妻 社会医療法人輝城会かがやき訪問介護ステーション 吾妻 角田電気工事㈱ 吾妻 ㈱茂木組

吾妻 有限会社カネタエンジニアリング 吾妻 東京電力パワーグリッド㈱高崎支社渋川制御所中之条地域配電保守グループ 吾妻 ㈱四万温泉山口館

吾妻 株式会社グンマテック　北毛営業所 吾妻 東洋測量設計㈱ 吾妻 山幸興業㈱

吾妻 ㈱ファインクリエイト 吾妻 ㈱東和銀行中之条支店 吾妻 ㈲やまと屋本店

吾妻 かやびきの郷　薬師温泉　旅籠 吾妻 特定非営利活動法人寄り処はなまる 吾妻 特別養護老人ホームやまゆり荘

吾妻 ㈱唐沢工務店 吾妻 ㈱徳永　中之条営業所 吾妻 ㈲ユキヒラ・エッグ

吾妻 関東寝具㈱ 吾妻 富澤設備㈱ 吾妻 ㈱ユハラ

吾妻 （合資）金幸 吾妻 中之条ガーデンズ（中之条町役場　花のまちづくり課） 吾妻 ㈲吉田建設

吾妻 中之条町六合支所 吾妻 吾妻環境森林事務所 吾妻 竜ケ鼻建材㈱

吾妻 ㈱群馬銀行中之条支店 吾妻 社会福祉法人中之条町社会福祉協議会六合支所 吾妻 （医）パテラ会介護老人保健施設りんどうの里

吾妻 群馬県吾妻行政県税事務所 吾妻 ㈲中之条新聞販売所

吾妻 群馬県吾妻農業事務所 吾妻 中之条税務署

吾妻 群馬県吾妻発電事務所 吾妻 群馬県中之条土木事務所

吾妻 群馬県吾妻保健福祉事務所 吾妻 吾妻広域町村圏振興整備組合立　中之条病院

吾妻 群馬県上信自動車道建設事務所 吾妻 中之条町介護老人保健施設ゆうあい荘


