
３７１-８５２１ 朝日新聞前橋総局,群馬県,前橋市,大手町,２の４の９

３７１-８５５５ ＮＨＫ 前橋放送局,群馬県,前橋市,元総社町,１８９

３７１-８５２８ ＮＳＫステアリングシステムズ (株）,群馬県,前橋市,総社町,２００１/８/１

３７１-８６２０ (株) 足利銀行 前橋支店,群馬県,前橋市,千代田町,３－４－１２

３７１-８５３３ (株) エフエム群馬,群馬県,前橋市,若宮町,２００１/４/８

３７１-８５７２ (株) 群銀カード,群馬県,前橋市,元総社町,１９４

３７１-８６２５ (株) 群馬銀行 堅町支店,群馬県,前橋市,千代田町,３－１－１３

３７１-８５６１ (株) 東和銀行 営業部,群馬県,前橋市,本町,２－１２－６

３７１-８５６０ (株) 東和銀行 総務部,群馬県,前橋市,本町,２－１２－６

３７１-８５０８ 関東森林管理局,群馬県,前橋市,岩神町,４-１６－２５

３７１-８５０５ 群馬県 市町村職員共済組合,群馬県,前橋市,元総社町,３３５－８

３７１-８５０７ 群馬県 自動車税事務所,群馬県,前橋市,上泉町,３９７－５

３７１-８５０１ 群馬県 前橋県税事務所,群馬県,前橋市,上細井町,Jan-４２

３７１-８５８５ 群馬県卸酒販 (株),群馬県,前橋市,城東町,４-２－１

３７１-８５８０ 群馬県警察本部,群馬県,前橋市,大手町,２００１/１/１

３７１-８５２５ 群馬県社会福祉協議会,群馬県,前橋市,新前橋町,１２－１３

３７１-８５０２ 群馬県社会保険診療報酬支払基金,群馬県,前橋市,問屋町,１-２－４

３７１-８５７０ 群馬県庁,群馬県,前橋市,大手町,１-１－１

３７１-８５３０ 群馬工業高等専門学校,群馬県,前橋市,鳥羽町,５８０

３７１-８５２０ 群馬振興 (株),群馬県,前橋市,古市町,２３３－５

３７１-８５１１ 群馬大学 医学部,群馬県,前橋市,昭和町,３-３９－２２

３７１-８５１０ 群馬大学 事務局,群馬県,前橋市,荒牧町,４-２

３７１-８５１０ 群馬大学 学生部,群馬県,前橋市,荒牧町,４-２

３７１-８５１０ 群馬大学 附属図書館 ,群馬県,前橋市,荒牧町,４-２

３７１-８５１０ 群馬大学 教育学部,群馬県,前橋市,荒牧町,４-２

３７１-８５１０ 群馬大学 社会情報学部,群馬県,前橋市,荒牧町,４-２

３７１-８５１２ 群馬大学 生体調節研究所,群馬県,前橋市,昭和町,３-３９－１５

３７１-８５１３ 群馬大学 総合情報メディアセンター図書館 医学分館,

３７１-８５１３ 群馬県,前橋市,昭和町,３-３９－２２

３７１-８５１４ 群馬大学大学院 保健学研究科,群馬県,前橋市,昭和町,３-３９番２２号

３７１-８５４８ 群馬テレビ (株),群馬県,前橋市,上小出町,３－３８－２

３７１-８５２２ 群馬 トヨペット(株),群馬県,前橋市,石倉町,２-六-の五

３７１-８５６７ 群馬労働局,群馬県,前橋市,大手町,２００２/３/１

３７１-８５１７ (財) 群馬県長寿社会づくり財団,群馬県,前橋市,新前橋町,１３-１２

３７１-８６８８ しののめ信用金庫 本店,群馬県,前橋市,千代田町,２００２/３/１２

３７１-８５５７ スズラン 本社,群馬県,前橋市,本町,２００２/３/１７

３７１-８５５６ スズラン 前橋店,群馬県,前橋市,千代田町,２００２/１２/３

３７１-８５３９ 住友生命保険 相互会社 群馬支社,群馬県,前橋市,本町,２－２－１２

３７１-８５１６ 全国健康保険協会 群馬支部,群馬県,前橋市,本町,２-２－１２

３７１-８６７７ たむらや,群馬県,前橋市,若宮町,２－３－１７

３７１-８６１７ 第一生命保険 (株) 群馬支社,群馬県,前橋市,表町,２００２/９/７

３７１-８５０４ 中央労働金庫 群馬県本部,群馬県,前橋市,古市町,１－５０－１６

３７１-８５１５ 日新電機 (株) 前橋製作所,群馬県,前橋市,総社町総社,２１２１

３７１-８６４０ 日本銀行 前橋支店,群馬県,前橋市,大手町,２-６－１４

３７１-８５２７ 日本精工 (株) 前橋プラント,群馬県,前橋市,鳥羽町,７８

３７１-８６１６ 日本生命保険 相互会社 群馬支社,群馬県,前橋市,表町,２－９－７

３７１-８５８６ 日本電信電話 (株) 前橋支店,群馬県,前橋市,本町,２００１/３/１７

３７１-８５４３ 日本ビクター (株),群馬県,前橋市,大渡町,１-１０－１

３７１-８６０１ 前橋市役所,群馬県,前橋市,大手町,２-１２－１

３７１-８５７３ 前橋清陵高等学校,群馬県,前橋市,文京町,２－２０－３

３７１-８５５０ 前橋地方検察庁,群馬県,前橋市,大手町,３-２－１

３７１-８５３１ 前橋地方裁判所,群馬県,前橋市,大手町,３－１－３４

３７１-８５３５ 前橋地方法務局,群馬県,前橋市,大手町,二-３番１号

３７１-８６３６ みずほ信託銀行 前橋支店,群馬県,前橋市,本町,２－１－１４

３７１-０１９２ 前橋市 富士見支所,群馬県,前橋市,富士見町田島,２４０-

３７１-０２９２ 前橋市 大胡支所,群馬県,前橋市,堀越町,１１１５

３７１-０２９３ 前橋市 粕川支所,群馬県,前橋市,粕川町西田面,２１６－１

３７１-０２９４ 前橋市 宮城支所,群馬県,前橋市,鼻毛石町,１４２６－３

３７１-８５０３ カネコ種苗 (株),群馬県,前橋市,古市町,１-５０－１２

３７１-８６１１ (株) 群馬銀行,群馬県,前橋市,元総社町,１９４

３７１-８６６６ (株) 上毛新聞社,群馬県,前橋市,古市町,１-５０－２１

３７１-８６８６ 前橋 税務署,群馬県,前橋市,大手町,２-３-１号

３７９-２１８０ (株) チヨダコーポレーション,群馬県,前橋市,下阿内町,３７７－１１

３７９-２１９８ (株) フレッセイ,群馬県,前橋市,力丸町,４９１-１

３７９-２１８７ (株) ベイシア,群馬県,前橋市,亀里町,９００

３７９-２１８４ 学校法人 山崎学園,群馬県,前橋市,小屋原町,１１４５－１

３７９-２１８６ 共愛学園小学校,群馬県,前橋市,小屋原町,１０９７－２

３７９-２１８５ 共愛学園中学高等学校,群馬県,前橋市,小屋原町,１１１５－３

３７９-２１９２ 共愛学園前橋国際大学,群馬県,前橋市,小屋原町,１１５４－４

３７９-２１８１ 群馬県赤十字血液センター,群馬県,前橋市,天川大島町,２-３１－１３

３７９-２１９４ 社団法人 群馬県トラック協会,群馬県,前橋市,野中町,５９５

３７９-２１９３ ナイス (株) 前橋市場,群馬県,前橋市,下大島町,５６８

３７９-２１９７ マチダコーポレーション (株),群馬県,前橋市,駒形町,６１８

３７９-２１９５ マック食品 (株),群馬県,前橋市,力丸町,４８８－１

３７０-８５８５ 沖電気工業 (株) 高崎地区,群馬県,高崎市,双葉町,３－１

３７０-８６２２ (株) 群馬銀行 高崎支店,群馬県,高崎市,問屋町,３-１０－３

３７０-８５５５ (株) スズラン 高崎店,群馬県,高崎市,宮元町,１－１３

３７０-８５６５ (株) 高崎高島屋,群馬県,高崎市,旭町,４５

３７０-８５２２ 太陽誘電 (株) 江木工場,群馬県,高崎市,栄町,８－１

３７０-８６１１ 高崎 税務署,群馬県,高崎市,東町,１３４－１２

３７０-２１９２ 高崎市 吉井支所,群馬県,高崎市,吉井町吉井川,３７１

３７０-８５０１ 高崎市役所,群馬県,高崎市,高松町,３５

３７０-８５１１ 高崎商工会議所,群馬県,高崎市,問屋町,２-７－８

３７０-８６６８ 高崎信用金庫,群馬県,高崎市,飯塚町,１２００－１

３７０-８６０１ 大和証券 (株) 高崎支店,群馬県,高崎市,八島町,５８－１

３７０-８５３７ 独立行政法人 国立病院機構 高崎病院,群馬県,高崎市,高松町,３６

３７０-８５５０ 日本たばこ産業 (株) 高崎支店,群馬県,高崎市,東町,１２６－７

３７０-８６６６ 東日本電信電話 (株） 群馬支店,群馬県,高崎市,高松町,３
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３７０-８５４３ 東日本旅客鉄道 (株) 高崎支社,群馬県,高崎市,栄町,６-２６

３７０-８５３１ 前橋地方裁判所高崎支部,群馬県,高崎市,高松町,２－２６

３７０-８５３１ 前橋家庭裁判所高崎支部,群馬県,高崎市,高松町,２－２６

３７０-８５３１ 高崎簡易裁判所,群馬県,高崎市,高松町,２－２６

３７０-８５３１ 高崎検察審査会,群馬県,高崎市,高松町,２－２６

３７０-１２９２ (独） 日本原子力研究開発機構 高崎量子応用研究所,

３７０-１２９２ 群馬県,高崎市,綿貫町,１２３３

３７０-１２９３ 群馬県立 近代美術館,群馬県,高崎市,綿貫町,９９２-１

３７０-１３９６ 加ト吉水産 (株) フーズ部 群馬工場,群馬県,高崎市,新町,２３３０－２６

３７０-１３９５ カネボウフーズ (株) 新町工場,群馬県,高崎市,新町,２３３０

３７０-１３９３ 学校法人 学文館法人本部 上武大学,群馬県,高崎市,新町,２７０－１

３７０-１３９２ 高崎市 新町支所,群馬県,高崎市,新町,３１５２

３７０-１３９４ 陸上自衛隊 新町駐屯地,群馬県,高崎市,新町,１０８０

３７０-３１９２ 高崎市 箕郷支所,群馬県,高崎市,箕郷町西明屋,７０２－４

３７０-３３９３ 社会福祉法人 新生会,群馬県,高崎市,中室田町,５９８３

３７０-３３９２ 高崎市 榛名支所,群馬県,高崎市,下室田町,９００－１

３７０-３４９２ 高崎市 倉渕支所,群馬県,高崎市,倉渕町三ノ倉,３０３

３７０-３５９２ 高崎市 群馬支所,群馬県,高崎市,足門町,１６５８

３７６-８６６６ (株) カネトモ,群馬県,桐生市,相生町,５-１８０－８号）

３７６-８５２８ (株) 桐生タイムス社,群馬県,桐生市,東,４-５－２１

３７６-８５１０ (株) 長崎屋 桐生店,群馬県,桐生市,永楽町,５-１０

３７６-８５５５ (株) ミツバ,群馬県,桐生市,広沢町,１-２６８１

３７６-８５８５ (株) 山田製作所,群馬県,桐生市,広沢町,１-２７５７

３７６-８５０３ (株) 両毛インターネットデータセンター,

３７６-８５０３ 群馬県,桐生市,広沢町,３-４０２５-

３７６-８５０２ (株) 両毛システムズ,群馬県,桐生市,広沢町,３-４０２５

３７６-８６８６ 桐生 税務署,群馬県,桐生市,末広町,１１－１０

３７６-８５０１ 桐生市役所,群馬県,桐生市,織姫町,１－１

３７６-８６６８ 桐生信用金庫,群馬県,桐生市,錦町,２-１５－２１

３７６-８５１５ 群馬大学 工学部,群馬県,桐生市,天神町,１-５－１

３７６-８５１６ 群馬大学 総合情報メディアセンター図書館工学部分館,

３７６-８５１６ 群馬県,桐生市,天神町,１-５－１

３７６-８５２３ 生活協同組合 コープぐんま,群馬県,桐生市,相生町,１-１１１

３７６-８５３１ 前橋地裁 桐生支部,群馬県,桐生市,相生町,２-３７１－５

３７６-８５５８ 有限会社 ウオチ産業,群馬県,桐生市,広沢町,２-３０２８－１

３７６-０１９４ 桐生市役所 新里支所,群馬県,桐生市,新里町武井,６９３

３７０-０１９３ (株) 日本アクセス 群馬支店,群馬県,伊勢崎市,堺東新井,１０４８－２２

３７２-８６８６ 伊勢崎 税務署,群馬県,伊勢崎市,鹿島町,５６２－１

３７２-８５０１ 伊勢崎市役所,群馬県,伊勢崎市,今泉町,２-４１０

３７２-８５６７ (株) パイロットコーポレーション 伊勢崎工場,群馬県,伊勢崎市,長沼町,１７４４番２

３７２-８５８０ (株) ベイシア流通技術研究所,群馬県,伊勢崎市,富塚町,２１９－４

３７２-８５０２ サンデン (株),群馬県,伊勢崎市,寿町,２０

３７２-８５５８ サンデン (株) 八斗島事業所,群馬県,伊勢崎市,八斗島町,３５０

３７２-８５８８ 上武大学,群馬県,伊勢崎市,戸谷塚町,６３４－１

３７２-８５１０ トラスコ中山 (株) プラネット 北関東,群馬県,伊勢崎市,三和町,２７３９番１

３７２-８５０８ 富士重工 (株),群馬県,伊勢崎市,末広町,１００

３７２-８５８５ 明星電気 (株) 伊勢崎工場,群馬県,伊勢崎市,長沼町,２２２３

３７９-２２９８ 伊勢崎市 赤堀支所,群馬県,伊勢崎市,西久保町,１-６４－５

３７９-２２９２ 伊勢崎市 あずま支所,群馬県,伊勢崎市,東町,Jan-６８

３７０-０４９５ 太田市尾島総合支所,群馬県,太田市,粕川町,５２０

３７０-０４９２ 三菱電機 (株) 群馬製作所,群馬県,太田市,岩松町,８００

３７３-８５３０ 石橋建設工業 (株),群馬県,太田市,東本町,５３－５３

３７３-８６０１ 医療法人 三省会 堀江病院,群馬県,太田市,高林東町,１８００

３７３-８６６０ ＮＥＣパーソナルプロダクツ (株) 群馬事業場,群馬県,太田市,西矢島町,３２

３７３-８６８６ ＮＴＴ 太田支店,群馬県,太田市,東本町,３０－１３

３７３-８７１８ 太田市役所,群馬県,太田市,浜町,２番３５号

３７３-８５２１ 太田商工会議所,群馬県,太田市,浜町,３－６

３７３-８５１３ 太田福島総合病院,群馬県,太田市,大字東今泉,８７５－１

３７３-８６６６ (株) アイリス,群馬県,太田市,末広町,５５４－１

３７３-８５６１ (株) 太田双葉カントリークラブ,群馬県,太田市,西長岡町,１５２４-

３７３-８５５７ (株) 栗原医療器械店,群馬県,太田市,清原町,４－６

３７３-８５１２ (株） 栗原医療器械店 太田物流センター,群馬県,太田市,清原町,１０－３

３７３-８６１１ (株) 群馬銀行 太田支店,群馬県,太田市,飯田町,５８４

３７３-８５７８ (株) フジタコーポレーション,群馬県,太田市,大字吉沢,３１９－３

３７３-８５１５ 関東学園大学,群馬県,太田市,藤阿久町,２００

３７３-８５０９ 群馬県東部行政事務所,群馬県,太田市,西本町,６０－２７

３７３-８５０８ 群馬県東部県税事務所,群馬県,太田市,西本町,６０－２７

３７３-８５５０ 群馬県立 がんセンター,群馬県,太田市,高林西町,６１７－１

３７３-８５１１ 県立太田女子高等学校,群馬県,太田市,八幡町,７－１６

３７３-８５６７ コムベックス (株),群馬県,太田市,清原町,５-の１２

３７３-８５１０ 坂本工業 (株) 新島工場,群馬県,太田市,新島町,１１１－１

３７３-８６２２ 坂本工業 (株) 本社,群馬県,太田市,別所町,２９２

３７３-８５８８ しげる工業 (株),群馬県,太田市,大字由良,３３０

３７３-８６１０ 東京電力 (株) 太田営業所,群馬県,太田市,東本町,５６－３９

３７３-８６８８ 日本生命保険 相互会社 太田支社,群馬県,太田市,飯田町,１３２１

３７３-８６６８ 日本ミシュランタイヤ (株) 太田サイト,群馬県,太田市,植木野町,８８０-

３７３-８５５５ 富士重工 (株) 群馬製作所本工場,群馬県,太田市,スバル町,１番１号

３７３-８５８５ 富士重工業健康保険組合 太田記念病院,群馬県,太田市,大島町,４５５-１

３７３-８５０１ 富士部品工業 (株),群馬県,太田市,脇屋町,９９７－１４

３７３-８５６０ 双葉繊維工業 (株),群馬県,太田市,本町,４４－３５

３７３-８５３１ 前橋地方裁判所 太田支部,群馬県,太田市,浜町,５－１７

３７３-８５５１ 丸幸 (株),群馬県,太田市,清原町,５－１１

３７３-８５０５ モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン 合同会社 太田事業所,

３７３-８５０５ 群馬県,太田市,西新町,１３３-

３７８-８５０１ 沼田市役所,群馬県,沼田市,下之町,８８８-

３７４-８５１１ (株) アルティア橋本 館林工場,群馬県,館林市,近藤町,６６７-

３７４-８５７７ (株) アルファ 群馬工場,群馬県,館林市,近藤町,６４８

３７４-８５８８ (株) 館林うどん,群馬県,館林市,本町,３-８－１



３７４-８５１２ (株) とりせん,群馬県,館林市,下早川田町,７００

３７４-８５５５ 関東学園,群馬県,館林市,大谷町,６２５

３７４-８６０１ 群馬銀行 館林支店,群馬県,館林市,本町,２-１０－８

３７４-８５１０ 正田醤油 (株),群馬県,館林市,栄町,３－１

３７４-８５２０ 正田醤油(株) 館林工場,群馬県,館林市,栄町,１－１４

３７４-８６８６ 館林 税務署,群馬県,館林市,仲町,１１－１２

３７４-８５３３ 館林厚生病院,群馬県,館林市,成島町,２６２－１

３７４-８６１１ 館林市農業協同組合,群馬県,館林市,赤生田町,８４７

３７４-８５０１ 館林市役所,群馬県,館林市,城町,１－１

３７４-８６４０ 館林商工会議所,群馬県,館林市,大手町,１０－１

３７４-８６０８ 館林信用金庫,群馬県,館林市,本町,１-６－３２

３７４-８６２２ 第一紙工 (株),群馬県,館林市,大街道,３-７－１

３７４-８５１８ ニプロ医工 (株),群馬県,館林市,松原,２-１９－６４

３７７-８５０８ エクセルイン渋川,群馬県,渋川市,渋川,１６８９－４

３７７-８５０３ 太田物産 (株),群馬県,渋川市,渋川,１８２８－２３

３７７-８５１０ (株) 小笠原,群馬県,渋川市,中村,７８６

３７７-８５３３ (株) 津久井工務店,群馬県,渋川市,,関下１１１２－１

３７７-８５１３ 関東電化工業 (株) 渋川工場,群馬県,渋川市,渋川,１４９７

３７７-８６１６ 北群馬信用金庫,群馬県,渋川市,石原,２０３－３

３７７-８５７７ 群馬県立 小児医療センター,群馬県,渋川市,北橘町下箱田,７７９

３７７-８５５５ (財) 群馬県埋蔵文化財調査事業団,群馬県,渋川市,北橘町下箱田,７８４－２

３７７-８５０２ 渋川市 北橘総合支所,群馬県,渋川市,北橘町真壁,Jan-７２

３７７-８５０１ 渋川市役所,群馬県,渋川市,石原,８０

３７７-８５６７ 社会福祉法人 恵の園,群馬県,渋川市,渋川,４４１８

３７７-８５２０ 電気化学工業 (株) 渋川工場,群馬県,渋川市,中村,１１３５

３７７-８５１１ 独立行政法人 国立病院機構 西群馬病院,群馬県,渋川市,金井,２８５４

３７７-８５８８ 日本年金機構 渋川年金事務所,群馬県,渋川市,石原,１４３－７

３７７-８５８５ 南澤建設 (株),群馬県,渋川市,渋川,２０７０－２１

３７７-０１９５ (株) 天坊,群馬県,渋川市,伊香保町伊香保,３９６－２０

３７７-０１９３ (株) 福一,群馬県,渋川市,伊香保町伊香保,甲８

３７７-０１９２ 渋川市 伊香保総合支所,群馬県,渋川市,伊香保町伊香保,１１６－１

３７７-０２９２ 渋川市 子持総合支所,群馬県,渋川市,吹屋,３８４

３７７-０２９４ 社会福祉法人 渋川市社会福祉協議会 子持支所,群馬県,渋川市,吹屋,６５８－２０

３７７-０２８０ 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-

３７７-０２９３ 日本精密測器 (株),群馬県,渋川市,中郷,２５０８－１３

３７７-０３９２ 渋川市 小野上総合支所,群馬県,渋川市,村上,Mar-５６

３７９-１１９２ 赤城総合支所,群馬県,渋川市,赤城町敷島,５６８－１

３７５-８５０５ (株) チノー,群馬県,藤岡市,森,１

３７５-８６０４ 群馬銀行,群馬県,藤岡市,藤岡,３９１

３７５-８５０３ 公立 藤岡総合病院,群馬県,藤岡市,中栗須,８１３-１

３７５-８６０３ 多野信用金庫,群馬県,藤岡市,藤岡,３１４

３７５-８６０２ 藤岡 税務署,群馬県,藤岡市,藤岡,６６８－１

３７５-８５０４ 藤岡高校,群馬県,藤岡市,藤岡,１４８５

３７５-８６０１ 藤岡市役所,群馬県,藤岡市,中栗須,３２７

３７５-８５０６ 藤岡商工会議所,群馬県,藤岡市,藤岡,８５３－１

３７５-８５０１ 三菱鉛筆 (株) 群馬工場,群馬県,藤岡市,立石,１０９１

３７５-８５０２ ヨシモトポール (株),群馬県,藤岡市,中栗須,５０８

３７０-２３９８ (株) ＩＨＩエアロスペース 富岡事業所,群馬県,富岡市,藤木,９００-

３７０-２３９６ 甘楽富岡農業 協同組合,群馬県,富岡市,富岡,Jan-３８

３７０-２３９３ 公立富岡総合病院,群馬県,富岡市,富岡,Jan-７３

３７０-２３９５ しののめ信用金庫,群馬県,富岡市,富岡,１１２３-

３７０-２３９２ 富岡市役所,群馬県,富岡市,富岡,１４６０－１

３７０-２４９８ (株) マンナンライフ,群馬県,富岡市,上小林,１３９－１

３７０-２４９５ (株) ヨコオ,群馬県,富岡市,神農原,１１１２

３７０-２４９８ 鶴田食品工業 (株),群馬県,富岡市,上小林,１３７

３７９-０１９２ 安中市役所,群馬県,安中市,安中,１-２３－１３

３７９-０１９３ 群馬県信用組合,群馬県,安中市,原市,６６８－６

３７９-０１９５ 信越化学工業 (株) 群馬事業所,群馬県,安中市,磯部,２-１３－１

３７９-０１９６ 信越半導体 (株) 磯部工場,群馬県,安中市,磯部,２-１３－１

３７９-０１９７ 東邦亜鉛 (株) 安中製錬所,群馬県,安中市,中宿,１４４３-

３７９-０２９２ 安中市役所 松井田支所,群馬県,安中市,松井田町新堀,２４５

３７６-０１９３ 星野物産 (株),群馬県,みどり市,大間々町大間々,Feb-５８

３７６-０１９２ みどり市役所 大間々庁舎,群馬県,みどり市,大間々町大間々,１５１１

３７６-０３９２ サンレイク草木,群馬県,みどり市,東町草木,１６５４－１

３７６-０３９７ みどり市役所 東庁舎,群馬県,みどり市,東町花輪,２０５－２

３７９-２３９８ 関東開発 (株),群馬県,みどり市,笠懸町阿左美,２８８７

３７９-２３９２ 桐生短期大学,群馬県,みどり市,笠懸町阿左美,６０６

３７９-２３９５ みどり市役所 笠懸庁舎,群馬県,みどり市,笠懸町鹿,２９５２

３７０-３５９３ 榛東村役場,群馬県,北群馬郡榛東村,大字新井,７９０-１

３７０-３５９４ 陸上自衛隊 相馬原駐屯地,群馬県,北群馬郡榛東村,大字新井,１０１７－２

３７０-３６９２ 吉岡町役場,群馬県,北群馬郡吉岡町,大字下野田,５６０-

３７０-１５９２ 神流町役場,群馬県,多野郡神流町,大字万場,Jun-９０

３７０-２２９２ 甘楽町役場,群馬県,甘楽郡甘楽町,大字小幡,１６１－１

３７７-０４９２ 中之条税務署,群馬県,吾妻郡中之条町,大字伊勢町,１０２２－１

３７７-０４９４ 中之条町役場,群馬県,吾妻郡中之条町,大字中之条町,１０９１

３７７-１７９５ 中之条町 六合支所,群馬県,吾妻郡中之条町,大字小雨,５７７の１

３７７-１３９３ 群馬県立長野原高等学校,群馬県,吾妻郡長野原町,大字与喜屋,１－２１

３７７-１３９５ 国土交通省関東地方建設局 八ツ場ダム工事事務所,

３７７-１３９５ 群馬県,吾妻郡長野原町,大字与喜屋,１１

３７７-１３９２ 長野原町役場,群馬県,吾妻郡長野原町,大字長野原,Mar-６６

３７７-１５９３ 鬼押出し園,群馬県,吾妻郡嬬恋村,大字鎌原,１０５３

３７７-１５９４ 嬬恋プリンスホテル 嬬恋高原ゴルフ場,

３７７-１５９４ 群馬県,吾妻郡嬬恋村,大字三原,１４４９－７８

３７７-１５９５ 万座プリンスホテル,群馬県,吾妻郡嬬恋村,大字干俣,２４０１

３７７-１６９５ 休暇村鹿沢高原,群馬県,吾妻郡嬬恋村,大字田代,１３１２

３７７-１６９３ ＪＡ 嬬恋村,群馬県,吾妻郡嬬恋村,大字大前,７６７－２

３７７-１６９２ 嬬恋村役場,群馬県,吾妻郡嬬恋村,大字大前,１１０

３７７-１７９３ (株) 中沢ヴィレッジ,群馬県,吾妻郡草津町,大字草津,６１８



３７７-１７９６ (株) ホテル一井,群馬県,吾妻郡草津町,大字草津,４１１

３７７-１７９７ 草津温泉旅館協同組合,群馬県,吾妻郡草津町,大字草津,３９-

３７７-１７９４ 草津簡易保険保養センター,群馬県,吾妻郡草津町,大字草津,４６４－１０５１

３７７-１７９２ 草津町役場,群馬県,吾妻郡草津町,大字草津,２８

３７７-０７９２ 高山村役場,群馬県,吾妻郡高山村,大字中山,Jan-５６

３７７-０３９５ 東吾妻町役場 東支所,群馬県,吾妻郡東吾妻町,大字奥田,Jan-３９

３７７-０８９３ あがつま農業協同組合,群馬県,吾妻郡東吾妻町,大字原町,６０７

３７７-０８８３ 池原工業 (株),群馬県,吾妻郡東吾妻町,大字原町,１６０

３７７-０８９４ 群馬県立 吾妻高等学校,群馬県,吾妻郡東吾妻町,大字原町,１９２

３７７-０８９６ 南波建設 (株),群馬県,吾妻郡東吾妻町,大字原町,４５２

３７７-０８８２ 原町赤十字病院,群馬県,吾妻郡東吾妻町,大字原町,６９８

３７７-０８９８ パナソニックエコソリューションズ朝日 (株),

３７７-０８９８ 群馬県,吾妻郡東吾妻町,大字川戸,６６６の１

３７７-０８９２ 東吾妻町役場,群馬県,吾妻郡東吾妻町,大字原町,５９４－３

３７７-０８９７ リンテック (株) 吾妻工場,群馬県,吾妻郡東吾妻町,大字川戸,１５０

３７８-０４９８ 片品村役場,群馬県,利根郡片品村,大字鎌田,Mar-６７

３７９-１２９７ キャノン電子 (株) 赤城事業所,群馬県,利根郡昭和村,大字森下,２１６７-

３７９-１２９８ 昭和村役場,群馬県,利根郡昭和村,大字糸井,３８８

３７９-１３９３ みなかみ町役場,群馬県,利根郡みなかみ町,後閑,３１８

３７９-１４９８ みなかみ町役場 新治支所,群馬県,利根郡みなかみ町,布施,３６５

３７９-１６９２ みなかみ町役場 水上支所,群馬県,利根郡みなかみ町,湯原,６４

３７０-１１９５ 王子チヨダコンテナー (株) 高崎工場,群馬県,佐波郡玉村町,大字川井,２２

３７０-１１９３ 群馬県立女子大学,群馬県,佐波郡玉村町,大字上之手,１３９５－１

３７０-１１９６ 太陽誘電 (株） 玉村工場,群馬県,佐波郡玉村町,大字川井,１７９６－１

３７０-１１９２ 玉村町役場,群馬県,佐波郡玉村町,大字下新田,２０１

３７４-０１９２ 板倉町役場,群馬県,邑楽郡板倉町,大字板倉,２０６７

３７４-０１９３ 東洋大学 板倉キャンパス,群馬県,邑楽郡板倉町,泉野,１-１－１

３７０-０７９５ 明和町役場,群馬県,邑楽郡明和町,新里,２５０－１

３７０-０５９８ 千代田町役場,群馬県,邑楽郡千代田町,大字赤岩,１８９５－１

３７０-０５９５ 大泉町役場,群馬県,邑楽郡大泉町,日の出,Jan-５５

３７０-０５９６ 三洋電機 (株),群馬県,邑楽郡大泉町,坂田,１-１－１

３７０-０６９２ 邑楽町役場,群馬県,邑楽郡邑楽町,大字中野,Jan-７０




