
あいぷろ会員団体一覧（令和２年４月１日現在）

企業・団体名 住所 会社概要

三洋電機(株)東京製作所 大泉町坂田1-1-1 製造業
群馬県農業協同組合中央会 前橋市亀里町1310 農林水産業
日本赤十字社群馬県支部 前橋市光が丘町32-10 医療・福祉
佐田建設(株) 前橋市元総社町1-1-7 建設業
群馬県国民健康保険団体連合会 前橋市元総社町335-8 その他
高崎信用金庫 高崎市飯塚町1200-1 金融・保険業
群馬県職員互助会 前橋市大手町1-1-1 公務
群馬県職員労働組合 前橋市大手町1-1-1 公務
日本シイエムケイ(株)ＫＩＢＡＮセンター 伊勢崎市戸谷塚町48-1 製造業
特別養護老人ホーム愛老園 伊勢崎市太田町686 医療・福祉
社会福祉法人 群馬県社会福祉事業団 前橋市新前橋町13-12 医療・福祉
（株）ヤマト 前橋市古市町118 建設業
群馬県教職員互助会 前橋市大手町1-1-1 公務
社会福祉法人平和福祉会 パンジー保育園 渋川市金井1512-1 教育・学習支援業
社会福祉法人富徳会 富岡ひばり保育園 富岡市富岡1402 教育・学習支援業
休泊保育園 太田市龍舞町1925-3 教育・学習支援業
樟の木保育園 太田市薮塚町2917-2 教育・学習支援業
伊勢崎佐波医師会病院 伊勢崎市下植木町481 医療・福祉
(有)根本製作所 桐生市相生町3-532-12 製造業
馬山保育園 下仁田町大字馬山2668 教育・学習支援業
特別養護老人ホーム　船尾苑 吉岡町上野田2135 医療・福祉
杜こども園たかせ 富岡市中高瀬412-1 教育・学習支援業
(株)若草印刷 富岡市黒川710-1 サービス業
社会福祉法人かすかわ会 前橋市粕川町月田400 医療・福祉
村岡食品工業（株） 前橋市高井町1-1-10 製造業
井上ビニール（株） 前橋市三俣町3-11-9 製造業
（株）髙取製作所 前橋市鳥羽町304番地 製造業
森産業(株) 桐生市西久方町1-2-23 農林水産業
(株)石島運輸倉庫 太田市大原町2456 運輸業
上越クリスタル硝子(株) みなかみ町後閑737-1 卸売・小売業
(株)両毛システムズ 桐生市広沢町3-4025 サービス業
社会福祉法人清栄会 幼保連携型認定こども園あおぞら総社 前橋市総社町植野511-1 教育・学習支援業
国立大学法人群馬大学医学部附属病院 前橋市昭和町3-39-15 医療・福祉
(株)トキワ 群馬営業所 高崎市菅谷町693-1 建設業
杉原エス・イー・アイ(株) 伊勢崎市今井町313 その他
一般財団法人群馬県警察厚生会 前橋市大手町1-1-1 公務
鐘の鳴る丘愛誠園 前橋市東金丸町95 医療・福祉
日清紡ブレーキ株式会社　館林事業所 邑楽町赤堀1503 製造業
富士エンヂニアリング(株) 太田市寄合町19-143 製造業
明星電気(株) 伊勢崎市長沼町2223 製造業
社会福祉法人淳尚会 幼保連携型認定こども園三郷こども園 伊勢崎市波志江町2381-7 教育・学習支援業
(株)萩原歯研 高崎市片岡町2-3-40 その他
(株)ナカヨ 前橋市総社町1-3-2 製造業
独立行政法人地域医療機能推進機構群馬中央病院 前橋市紅雲町1-7-13 医療・福祉
富士機械(株) 前橋市岩神町2-24-3 製造業
公立富岡総合病院 富岡市富岡2073－1 医療・福祉
高崎市役所職員労働組合 高崎市高松町35-1 公務
（株）今井建設 高崎市新町2270-11 建設業
公益財団法人　群馬県健康づくり財団 前橋市堀之下16-1 医療・福祉
特別養護老人ホーム　八瀬川の里 太田市高林北町1185 医療・福祉
医療法人山崎会サンピエール病院 高崎市上佐野町786-7 医療・福祉
医療法人鶴谷会鶴谷病院 伊勢崎市境百々421 医療・福祉
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株式会社藤井経営 伊勢崎市宮子町3220 サービス業
高崎市農業協同組合 高崎市新保町1482 公務
有限会社藤井木材 高崎市下室田町947-1 製造業
社会福祉法人植竹会　幼保連携型認定こども園 ゆたか保育園 伊勢崎市馬見塚町1196-1 教育・学習支援業
特別養護老人ホーム　ゆたか 伊勢崎市馬見塚町1196-1 医療・福祉
日新電機労働組合　前橋支部 前橋市総社町総社2121 製造業
あづま保育園 高崎市浜川町2046 教育・学習支援業
社会福祉法人長楽福祉会　幼保連携型認定こども園 世良田の杜 太田市世良田町3119-7 教育・学習支援業
社会福祉法人榛栄会　榛東中央こども園・榛東南部保育園 榛東村大字広馬場1763番地1 教育・学習支援業
株式会社高特 渋川市八木原224-14 建設業
社会福祉法人立正会　安中こども園 安中市安中3-3-3 教育・学習支援業
株式会社ＩＨＩエアロスペース 富岡市藤木900 製造業
ルネサスエレクトロニクス(株) 高崎事業所 高崎市西横手町111 製造業
ホシデン株式会社　東京事業所 伊勢崎市戸谷塚町329-1 製造業
館林市職員共済会 館林市城町1-1 公務
医療法人パテラ会　月夜野病院 みなかみ町真庭316 医療・福祉
一般財団法人榛名荘 高崎市中室田町5989 医療・福祉
医療法人和光会　光病院 藤岡市本郷1045 医療・福祉
澤藤電機株式会社 太田市新田早川町3 製造業
公益財団法人前橋まちづくり公社 前橋市千代田町2-5-1 その他
医療法人菊栄会　渋川中央病院 渋川市石原508-1 医療・福祉
公益財団法人群馬慈恵会　松井田病院 安中市松井田町新堀1300-1 医療・福祉
桐生厚生総合病院 桐生市織姫町6-3 医療・福祉
公益社団法人群馬県医師会群馬リハビリテーション病院 中之条町大字上沢渡2136 医療・福祉
利根保健生活協同組合　利根中央病院 沼田市沼須町910-1 医療・福祉
尾瀬開発株式会社 片品村大字土出758 サービス業
株式会社セレスポ群馬物流センター 前橋市亀里町1073-36 サービス業
 株式会社 ジンズ 前橋市川原町777-2 卸売・小売業
医療法人上毛会　伊勢崎福島病院 伊勢崎市鹿島町556-2 医療・福祉
玉村町職員共済会 玉村町大字下新田201 公務
片品村職員組合 片品村大字鎌田3967-3 公務
ＩＨＩエアロスペース・エンジニアリング 富岡市藤木900 製造業
サントリープロダクツ(株)榛名工場 渋川市半田200 製造業
はるな生活協同組合　高崎中央病院 高崎市高関町498-1 医療・福祉
医療法人群栄会　田中病院 吉岡町大字陣場98 医療・福祉
伊勢崎市職員労働組合 伊勢崎市今泉町2-410 公務
関東スチレン株式会社　尾島工場 太田市下世良田町3010 製造業
前橋市役所職員労働組合 前橋市大手町2-12-1 公務
社会医療法人輝城会沼田脳神経外科循環器病院 沼田市栄町８ 医療・福祉
株式会社ペリテック 高崎市片岡町1-17-2 製造業
東邦亜鉛労働組合藤岡支部 藤岡市中387 製造業
社会福祉法人　若草福祉会 埼玉県本庄市仁手669-4 教育・学習支援業
特定非営利活動法人　沙羅林 安中市松井田町下増田966-5 医療・福祉
群馬日野自動車株式会社 前橋市上増田町258-10 卸売・小売業
株式会社日本アクチュエータ工業 伊勢崎市上田町134 製造業
医療法人岩下会　岩下病院 桐生市本町4-320 医療・福祉
株式会社ナカダイ 前橋市駒形町1326 サービス業
株式会社秋葉ダイカスト工業所 高崎市大八木町580 製造業
医療法人中沢会上毛病院 前橋市下大島町596-1 医療・福祉
四季の住まい株式会社 高崎市中豊岡町824-1 建設業
サントリー酒類株式会社 〈天然水のビール工場〉 群馬・利根川ブルワリー 千代田町大字赤岩字くらかけ2712 製造業
株式会社メモリード ロイヤルチェスター前橋 前橋市大友町1-2-11 サービス業



あいぷろ会員団体一覧（令和２年４月１日現在）

企業・団体名 住所 会社概要

（公表を希望された団体のみ・登録順・敬称略）

北群馬信用金庫 渋川市石原203-3 金融・保険業
株式会社　モテキ 高崎市問屋町3-3-1 製造業
株式会社ジーシーシー 前橋市天川大島町1125 サービス業
沖電気工業株式会社 富岡工場 富岡市富岡1256-1 製造業
草津グリーンパークパレス 草津町草津白根464-523 サービス業
群馬日産自動車株式会社 前橋市城東町1-6-8 卸売・小売業
有限会社ハーティバルーン 前橋市箱田町117-1 卸売・小売業
(株)中広　北関東支社 高崎市新保町139-1 その他
理研鍛造株式会社 前橋市元総社町395-3 製造業
ケイエス機器有限会社 渋川市中郷1467-2 卸売・小売業
NEOMAXエンジニアリング株式会社 高崎市吉井町多比良2977 製造業
齋藤金庫合名会社 前橋市本町1-9-4 卸売・製造業
大泉町職員労働組合 大泉町日の出55-1 公務
群馬スノーアライアンス株式会社 みなかみ町寺間479-139 サービス業
群馬和裁専門学院 桐生市仲町1-10-4 教育・学習支援業
群馬県住宅供給公社 前橋市紅雲町1-7-12 その他
日本ミシュランタイヤ株式会社 太田サイト 太田市植木町880 製造業
桐生市職員共済会 桐生市織姫町1-1 公務
桐生市役所職員労働組合連合会 桐生市織姫町1-1 公務
沖データユニオン 高崎市双葉町3-1 その他
医療法人社団美心会（黒沢病院） 高崎市矢中町187 医療・福祉
株式会社　OPENER 伊勢崎市三和町2742-3 サービス業
群馬県麺類生活衛生同業組合 前橋市紅雲町1-22-2 前麺会館内 サービス業
伊勢崎プリオパレス 伊勢崎市昭和町3827 サービス業
桐生プリオパレス 桐生市堤町3-5-23 サービス業
株式会社レストランスワン 前橋市大渡町1-20-12 サービス業
清水印刷紙工株式会社 邑楽町大字赤堀字鞍掛4127-1 製造業
キャノン電子株式会社　赤城事業所 昭和村森下2167 製造業
有限会社クレオ 伊勢崎市連取町3021-2 サービス業
モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン労働組合 太田市西新町133 製造業
樹徳高等学校・中学校職員会 桐生市錦町1-1-20 公務
太陽誘電株式会社 高崎市栄町8-1 製造業
株式会社群銀カード 前橋市元総社町194 金融業
富士重工業労働組合 太田市庄屋町1-1 製造業
群馬県済生会前橋病院 前橋市上新田町564-1 医療・福祉
公益財団法人群馬県環境検査事業団 前橋市元総社町1120-1 その他
フジコー株式会社 前橋市江田町111-2 卸売・小売業
鴻池運輸株式会社　東日本支店　利根川営業所 千代田町大字赤岩2712 製造業
キリウ労働組合 栃木県足利市小俣南町2 製造業
有限会社さくらネット 桐生市川内町3-60 医療・福祉
SUBARU健康保険組合太田記念病院 太田市大島町455-1 医療・福祉
株式会社アクアリゾートアソシエイツ 太田市飯田町1267 サービス業
関東スターワークス株式会社　群馬テクニカルセンター 高崎市八島町274 高崎高徳ビル5-D サービス業
北関東輸送株式会社 前橋市宮地町43 運輸業
邑楽館林医療事務組合　館林厚生病院 館林市成島町262-1 医療・福祉
中国化薬株式会社吉井工場 高崎市吉井町岩崎2530 製造業
群馬中央バス株式会社 前橋市小屋原町384-1 運輸業
株式会社ロジカルフォース 高崎市栄町4-11原地所第2ビル4階 製造業
鳥山畜産食品株式会社 渋川市渋川1137-12 卸売・小売業
株式会社童夢 高崎市片岡町3-5-1 サービス業
東毛酪農業協同組合 太田市新田市野井町741-1 農林水産業
有限会社市川会計事務所 富岡市富岡1542 サービス業
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前橋協立病院 前橋市朝倉町828-1 医療・福祉
有限会社ブライダルファッションつるや 桐生市新宿1-8-1 サービス業
医療法人山育会 桐生市川内町2-289-1 医療・福祉
ひまわり保育園 伊勢崎市柴町666-1 教育・学習支援業
日立ハイテクファインシステムズ労働組合 埼玉県児玉郡上里町嘉美1600 製造業
高崎物産株式会社 高崎市南大類町1370-11 建設業
斎木歯科医院 吾妻郡中之条町伊勢町699-14 医療・福祉
東邦亜鉛労働組合安中支部 安中市中宿1443 製造業
社会福祉法人渋川社会福祉協議会 渋川市渋川1760-1 医療・福祉
フットステージ新前橋 前橋市江田町100 サービス業
株式会社ホテル勝保 渋川市伊香保町伊香保361-9 サービス業
沖電気工業株式会社 高崎市双葉町3-1 製造業
医療法人愛弘会　横田マタニティーホスピタル 前橋市下小出町1-5-22 医療・福祉
株式会社ニューズ・ライン群馬支店 前橋市紅雲町1-3-8ピアビル１階 卸売・小売業
株式会社丸越 前橋市若宮町3-10-13 サービス業
邑楽館林農業協同組合青年部 館林市赤生田町847 農林水産業
株式会社OKIアイディエス 高崎市双葉町3-1 製造業
日野自動車労働組合新田支部 太田市新田早川町１０－１ 製造業
嬬恋村商工会青年部 吾妻郡嬬恋村大字三原679-3 その他
株式会社　三進 前橋市泉沢町1250-7 製造業
岩田教育・経営研究所 高崎市吉井町南陽台2-3-8 サービス業
たちばな保育園 桐生市西久方町2-3-8 教育・学習支援業
群馬県農協青年部協議会 前橋市亀里町1310 農林水産業
さるきクリニック 前橋市青梨子町178 医療・福祉
邑楽町農業青年会議 邑楽群邑楽町大字中野2570-1 その他
草津町職員組合 草津町大字草津２８ 公務
片品村社会福祉協議会 片品村鎌田4051-4 医療・福祉
角屋工業株式会社 沼田市栄町59-4 建設業
ポケット幼稚園 前橋市富士見町米野1305-1 教育・学習支援業
デイサービスかしま 伊勢崎市鹿島町783 医療・福祉
社会福祉法人プライエム 桐生市新里町新川1312 医療・福祉
株式会社小池ケアサービス 前橋市本町3-1-23 医療・福祉
社会福祉法人　恒星会 高崎市倉渕町三ノ倉533-1 医療・福祉
青空保育園 伊勢崎市東小保方町3813-1 教育・学習支援業
小倉クラッチ株式会社 桐生市相生町2-678 製造業
株式会社山田製作所 伊勢崎市香林町2-1296 製造業
関東いすず自動車株式会社 高崎市宮原町1-21 卸売・小売業
株式会社東栄産業 沼田市下久屋町278 製造業
株式会社群馬クボタ 高崎市小八木町1518 卸売・小売業
有限会社ハンドツーハンド 前橋市朝倉町947-1 医療・福祉
社会福祉法人かんら会　特別養護老人ホーム・シルク 甘楽町白倉1384-1 医療・福祉
カースチール株式会社 前橋市総社町総社2913 卸売・小売業
社会福祉法人　ぐんぐん 高崎市足門町1398-8 医療・福祉
群馬電工株式会社 前橋市総社町1-4-6 建設業
ホワイトライフ 藤岡市篠塚358-3 医療・福祉
社会福祉法人　富士見会 前橋市富士見町小沢207-1 医療・福祉
医療福祉法人　富士たちばなクリニック 前橋市日輪寺町342-2 医療・福祉
富岡市特別養護老人ホーム妙義 富岡市妙義町下高田1888-1 医療・福祉
社会福祉法人　嬬恋村社会福祉協議会 吾妻郡嬬恋村大字大前1110－1 医療・福祉
ケービックス株式会社 前橋市問屋町1-10-3 サービス業
社会福祉法人三山黎明会 前橋市青柳町983-1 医療・福祉
株式会社ナカノ 安中市磯部3-3-19 医療・福祉
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鹿島エレクトロ産業株式会社 北群馬郡吉岡町陣場203 製造業
国家公務員共済組合連合会　水上保養所　水明荘 利根郡みなかみ町大穴８５９ サービス業
ドラゴントーンアジア 伊勢崎市稲荷町599-1-201 サービス業
沼田市消防団ラッパ隊 沼田市西倉内町780 その他
桐生市社会福祉協議会 桐生市新宿3-3-19 医療・福祉
JA利根沼田青年部 沼田市東原新町1940-1 農林水産業
あがつま農業協同組合 吾妻郡東吾妻町原町607 農林水産業
富岡市職員共済会 富岡市富岡1460-1 公務
株式会社ニューケミカル 富岡市市原121-1 製造業
JA前橋市青年部協議会 前橋市江木町770-1 農林水産業
岡田技能士会 桐生市仲町1-10-4 教育・学習支援業
高崎市等広域消防局 高崎市八千代町1-13-10 公務（消防）
三髙電機株式会社 伊勢崎市宮子町3498-10 製造業
株式会社レオパレス21　レオパレスセンター伊勢崎 伊勢崎市宮子町3138 WILL 1F サービス業
株式会社ライフシステム（マリエール高崎、太田） 高崎市問屋町西1-10-6 サービス業
和みダイニング 稲荷茶屋 伊勢崎市稲荷町135-3 サービス業
Cafe Bronx Moment Wag 高崎市問屋町西1-7-1　 アーバンKF103サービス業
洋食厨房 ボン・ヴィヴール 前橋市荒牧町845-2 サービス業
自然治癒力 健康院 高崎市東貝沢町3-20-8 サービス業
グラマラッシュ 伊勢崎市本町2-17 サービス業
炭火焼肉 LAMP 伊勢崎市宮子町3427-7 サービス業
一門 太田市下小林町105-1 サービス業
中華ダイニング居酒屋 好（HAO） 高崎市緑町1-20-24 サービス業
パン工房ＳＹＡＴＯＡ～シャトア～ 前橋市千代田町2-7-14 サービス業
ネームランド　まんぼう 伊勢崎市国定町2-2019-25 サービス業
軽井沢スノーパーク 吾妻郡長野原町北軽井沢2032-16 サービス業
ラーメン長嶋 太田市飯塚町1432 サービス業
旭屋米穀店 沼田市清水町4225 卸売・小売業
そば処 角弥 利根郡みなかみ町幸知189-1 サービス業
サクセス不動産 邑楽郡大泉町城之内3-2-16 サービス業
ローソン　大泉南小前店　 邑楽郡大泉町吉田1684-1 卸売・小売業
旬の膳 白嘉賀 富岡市中高瀬343 サービス業
藤岡ボウル 藤岡市上大塚1730-6 サービス業
旅人宿 松葉屋 利根郡みなかみ町小日向669 サービス業
桐生スターレーン 桐生市巴町2-1821-36 サービス業
釜めし 炭火焼肉 銀花 桐生市川内町3-269-1 サービス業
カレーハウスCoCo壱番屋 伊勢崎茂呂町店 伊勢崎市茂呂町2-666 サービス業
株式会社サンコウホーム 藤岡店 藤岡市中栗須242-4 サービス業
bona.伊勢崎店 伊勢崎市連取本町24-19 サービス業
リラクゼーション かのん 館林市花山町2481-1　 コーポ白百合101サービス業
豚さんち 前橋店 前橋市上小出町1-31-3 サービス業
美容室 ドリームキャッチャー 安中市松井田町国衙157-1 サービス業
パークレーン高崎 高崎市歌川町8 サービス業
allure salon 前橋市山王町2-40-27 サービス業
The Gluten Free Balcony ROOM 太田市
大原町1226-37
 サービス業
株式会社キャニオンズ みなかみ町湯桧曽45 サービス業
島岡酒造 太田市由良町375-2 卸売・製造業
伊香保時代屋 渋川市祖母島字中野2293-1 卸売・小売業
有限会社あっぷ 伊勢崎市宮子町3417-8 サービス業
beauty salon LAXUM 高崎市東貝沢町3-8-7　セイラBOX-V 103サービス業
リラクゼーションサロンCantik 栃木県足利市葉鹿町1-8-15 サービス業
だるまだるま 高崎市鞘町80 タイムズビル1F サービス業
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株式会社H-PLAN 前橋市紅雲町2-25-2 サービス業
slow dining furali 前橋市青柳町145-1 サービス業
（株）テイクアンドギブ・ニーズ　アーセンティア迎賓館　高崎高崎市上大類町天神38-1 サービス業
よしだ電器 高崎市筑縄町66-19 卸売・小売業
あやこまごころ診療所 安中市磯部 4丁目13-1 医療・福祉
株式会社西建 前橋市上長磯町310-1 製造業
居酒屋ダイニング粋源 前橋市表町1-1-10 サービス業
株式会社京王歯研 高崎市江木町1587 製造業
㈱Aizawa Corporation 伊勢崎市羽黒町28-10 サービス業

計　352　団体（非公表希望団体含む）


