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1 ㈱コイデ 伊藤　　敦 群馬県前橋市六供町776-1 027-212-7100 前橋市 県内 建設

2 ㈱コイデ 伊藤　　敦 群馬県前橋市六供町776-1 027-212-7100 前橋市 県内 ｺﾝｻﾙ

3 ㈱コイデ 伊藤　　敦 群馬県前橋市六供町776-1 027-212-7100 前橋市 県内 物品

4 ㈱環境施設コンサルタント 南雲　克彦 東京都千代田区神田神保町1-44-2 03-5577-3120 東京都 県外 ｺﾝｻﾙ

5 ㈱群馬機械 大友　誠司 群馬県前橋市端気町417-1 027-269-1253 前橋市 県内 建設

6 ㈱群馬機械 大友　誠司 群馬県前橋市端気町417-1 027-269-1253 前橋市 県内 物品

7 東京テクニカル・サービス㈱ 吉池　　航 千葉県浦安市今川4-12-38-1 047-354-5337 千葉県 県外 物品

8 ㈱冨永調査事務所 冨永　伸樹 群馬県高崎市石原町3207-1 027-323-9933 高崎市 県内 物品

9 ㈱冨永調査事務所 冨永　伸樹 群馬県高崎市石原町3207-1 027-323-9933 高崎市 県内 ｺﾝｻﾙ

10 ㈱マテリアルコーポレーション 河村　芳明 群馬県安中市鷺宮3777-1 027-382-8383 安中市 県内 物品

11 南波建設㈱ 南波　将彦 群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町452 0279-68-2511 東吾妻町 管内 建設

12 井上ビニール㈱ 井上　一彦 群馬県前橋市三河町1-1-1-108 027-231-6999 前橋市 県内 物品

13 ㈱環境技術コンサルタント 中川　昌人 千葉県千葉市中央区都町3-14-4 043-226-4501 千葉県 県外 ｺﾝｻﾙ

14 ㈱環境技術コンサルタント 中川　昌人 千葉県千葉市中央区都町3-14-4 043-226-4501 千葉県 県外 物品

15 コマツカスタマーサポート㈱ 粟井　　淳 寺沢　　大 群馬県前橋市上増田町904-14 050-34867066 東京都 県内 物品

16 小林工業㈱ 小林　祐介 群馬県前橋市表町2-11-8 02-224-1751 前橋市 県内 建設

17 環境未来㈱ 佐倉　正晃 宮澤　稔弥 長野県佐久市跡部106-2 0267-63-5531 長野県 県外 物品

18 ㈱朝日工業社 高須　康有 山沖　文雄 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-9 048-643-2911 東京都 県外 建設

19 ㈱環境保全センター 中澤　和也 群馬県高崎市下大島町626 027-343-1267 高崎市 県内 建設

20 ㈱環境保全センター 中澤　和也 群馬県高崎市下大島町626 027-343-1267 高崎市 県内 物品

21 ㈱唐沢工務店 唐澤　敏明 群馬県吾妻郡中之条町大字西中之条390 0279-75-2498 中之条町 管内 建設

22 角田電気工事㈱ 角田　治男 群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町1259-3 0279-68-2642 東吾妻町 管内 建設

23 角田電気工事㈱ 角田　治男 群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町1259-3 0279-68-2642 東吾妻町 管内 物品

24 ㈱千島工務店 今泉　弘行 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町31-4 0279-75-2088 中之条町 管内 建設

25 神保塗装工業㈱ 神保　久明 群馬県高崎市下小鳥町59-5 027-363-3022 高崎市 県内 建設

26 ㈱フソウ 角　　尚宣 柴原　　晃 東京都中央区日本橋室町2-3-1 03-6880-2124 香川県 県外 建設

27 ㈱阿波設計事務所 湯浅　武夫 大久保敬嗣 東京都江東区亀戸1-8-7 03-5609-4788 大阪府 県外 ｺﾝｻﾙ

28 ㈱エコ計画 井上　綱隆 埼玉県さいたま市浦和区仲町4-2-20 048-862-5011 埼玉県 県外 物品

29 環境計測㈱ 品川　武志 八谷　憲和 群馬県前橋市南町3-23-10 027-260-9127 京都府 県内 物品

30 ㈱東和テクノロジー 友田啓二郎 藁田　　純 東京都中央区日本橋1-2-10 03-3242-7021 広島県 県外 ｺﾝｻﾙ

31 青木薬品㈱ 青木恵之介 群馬県前橋市昭和町1-7-5 027-231-7824 前橋市 県内 物品

32 ㈱群馬分析センター 青山　　守 群馬県高崎市下大島町625 027-395-0606 高崎市 県内 ｺﾝｻﾙ

33 ㈱群馬分析センター 青山　　守 群馬県高崎市下大島町625 027-395-0606 高崎市 県内 物品

34 ㈲大昭物産 大庭　靖生 茨城県つくば市桜が丘27-7 029-876-1579 茨城県 県外 建設

35 極東開発工業㈱ 布原　達也 兵庫県西宮市甲子園口6-1-45 0798-66-1010 兵庫県 県外 建設

36 極東開発工業㈱ 布原　達也 兵庫県西宮市甲子園口6-1-45 0798-66-1010 兵庫県 県外 物品

37 栫築炉工業㈱ 栫　　勝次 千葉県佐倉市上志津1117-2 043-489-3211 千葉県 県外 建設

38 熊井戸工業㈱ 熊井戸浩一 群馬県高崎市江木町710-1 027-322-4187 高崎市 県内 物品

39 熊井戸工業㈱ 熊井戸浩一 群馬県高崎市江木町710-1 027-322-4187 高崎市 県内 建設

40 キタイ設計㈱ 梶　　雅弘 村里　　勲 神奈川県小田原市栄町3-10-20 0465-43-9971 滋賀県 県外 ｺﾝｻﾙ

41 ㈱日環メンテナンス 塚田　　功 群馬県高崎市並榎町637-2 027-327-7497 高崎市 県内 物品

42 日本電設工業㈱ 安田　一成 増田　　敏 群馬県高崎市東町172-3 027-328-6451 東京都 県内 建設

43 環境システム㈱ 吉澤　　力 群馬県前橋市荻窪町785-6 027-269-1834 前橋市 県内 建設

44 環境システム㈱ 吉澤　　力 群馬県前橋市荻窪町785-6 027-269-1834 前橋市 県内 物品

45 山幸興業㈱ 山口　嘉一 群馬県吾妻郡中之条町大字下沢渡798 0279-76-5021 中之条町 管内 建設

46 山幸興業㈱ 山口　嘉一 群馬県吾妻郡中之条町大字下沢渡798 0279-76-5021 中之条町 管内 物品

47 ㈱エスイイシイ 佐藤　和美 東京都江東区佐賀1-1-16 03-3641-3466 東京都 県外 ｺﾝｻﾙ

48 戸田建設㈱ 大谷　清介 朽木　秀一 群馬県高崎市宮元町212 027-325-4660 東京都 県内 建設

49 ㈱パスコ 島村　秀樹 松浦　哉史 群馬県高崎市栄町14-5 027-320-1520 東京都 県内 物品

50 ㈱パスコ 島村　秀樹 松浦　哉史 群馬県高崎市栄町14-5 027-320-1520 東京都 県内 ｺﾝｻﾙ

51 ㈱クワバラ 桑原　　浩 群馬県渋川市半田2493-2 0279-26-3035 渋川市 県内 建設

52 ㈱クワバラ 桑原　　浩 群馬県渋川市半田2493-2 0279-26-3035 渋川市 県内 物品

53 大成建設㈱ 相川　善郎 浅田　佳之 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-16 048-641-3211 東京都 県外 建設

54 ㈱日産技術コンサルタント 宮脇　佳史 五十嵐　洋樹 東京都港区芝公園2-3-6 03-3436-5444 大阪府 県外 ｺﾝｻﾙ

55 ㈱ニシヤマ工機 西山　広幸 群馬県北群馬郡吉岡町大字小倉827 0279-54-5300 吉岡町 県内 建設

56 ㈱ニシヤマ工機 西山　広幸 群馬県北群馬郡吉岡町大字小倉827 0279-54-5300 吉岡町 県内 物品

57 セコム上信越㈱ 福満　純幸 新潟県新潟市中央区新光町1-10 025-281-5000 新潟県 県外 建設

58 セコム上信越㈱ 福満　純幸 新潟県新潟市中央区新光町1-10 025-281-5000 新潟県 県外 物品

59 ㈱開邦工業 玉寄　　将 島袋　光可 東京都港区芝2-6-3 03-5730-3921 沖縄県 県外 建設

60 ㈱矢野 鑓田　　実 群馬県桐生市本町2-8-26 0277-77-7321 桐生市 県内 物品

61 極東サービス㈱ 島田　直弥 千葉県八千代市上高野1823-1 047-482-1411 千葉県 県外 建設

62 国際航業㈱ 土方　　聡 河原　敦志 群馬県高崎市栄町14-1 027-328-6400 東京都 県内 ｺﾝｻﾙ

63 国際航業㈱ 土方　　聡 河原　敦志 群馬県高崎市栄町14-1 027-328-6400 東京都 県内 物品

64 オリックス資源循環㈱ 有元健太朗 埼玉県大里郡寄居町大字三ケ山313 048-582-0871 埼玉県 県外 物品

65 藤田エンジニアリング㈱ 藤田　　実 群馬県高崎市飯塚町1174-5 027-361-1111 高崎市 県内 建設

吾妻東部衛生施設組合
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66 藤田エンジニアリング㈱ 藤田　　実 群馬県高崎市飯塚町1174-5 027-361-1111 高崎市 県内 物品

67 ㈱ウィズウェイストジャパン 山田　　耕 埼玉県さいたま市大宮区大成町2-224-1 048-668-1414 埼玉県 県外 物品

68 クシダ工業㈱ 串田　洋介 群馬県高崎市貝沢町甲965 027-362-1234 高崎市 県内 建設

69 クシダ工業㈱ 串田　洋介 群馬県高崎市貝沢町甲965 027-362-1234 高崎市 県内 物品

70 ㈱環境技研 小林　　聖 群馬県高崎市金古町1709-1 027-372-5111 高崎市 県内 ｺﾝｻﾙ

71 ㈱環境技研 小林　　聖 群馬県高崎市金古町1709-1 027-372-5111 高崎市 県内 物品

72 三ツ星ベルト㈱ 池田　　浩 下村　　徹 兵庫県神戸市長田区浜添通4-1-21 078-671-5071 兵庫県 県外 物品

73 ㈲技研オカザキ 岡﨑　政彦 群馬県高崎市倉賀野1974-10 027-347-7576 高崎市 県内 建設

74 ㈲技研オカザキ 岡﨑　政彦 群馬県高崎市倉賀野1974-10 027-347-7576 高崎市 県内 物品

75 佐田建設㈱ 土屋　三幸 群馬県前橋市元総社町1-1-7 027-251-1551 前橋市 県内 建設

76 ㈱山富士産業 清水　泰輔 群馬県高崎市我峰町166-1 027-343-2411 高崎市 県内 建設

77 ㈱ＮＪＳ 村上　雅亮 平賀　　健 群馬県高崎市赤坂町49-9 027-310-1412 東京都 県内 ｺﾝｻﾙ

78 ㈱ヤマト 町田　　豊 群馬県前橋市古市町118 027-290-1800 前橋市 県内 建設

79 ㈱ヤマト 町田　　豊 群馬県前橋市古市町118 027-290-1800 前橋市 県内 物品

80 池原工業㈱ 池原　　純 群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町160 0279-68-7111 東吾妻町 管内 建設

81 ㈱エイト日本技術開発 小谷　裕司 木山　伸児 群馬県高崎市八島町274 027-388-9102 岡山県 県内 ｺﾝｻﾙ

82 荏原実業㈱ 吉田　俊範 山口　清二 群馬県前橋市文京町4-18-22 027-223-7690 東京都 県内 物品

83 荏原実業㈱ 吉田　俊範 山口　清二 群馬県前橋市文京町4-18-22 027-223-7690 東京都 県内 建設

84 ㈱日水コン 間山　一典 中松　俊哉 群馬県前橋市南町3-38-3 027-260-9351 東京都 県内 ｺﾝｻﾙ

85 ㈱日水コン 間山　一典 中松　俊哉 群馬県前橋市南町3-38-3 027-260-9351 東京都 県内 物品

86 京浜築炉工業㈱ 的場　昌之 神奈川県川崎市川崎区南町20-3 044-233-9106 神奈川県 県外 建設

87 京浜築炉工業㈱ 的場　昌之 神奈川県川崎市川崎区南町20-3 044-233-9106 神奈川県 県外 物品

88 五菱産業㈱ 須田　　誠 群馬県前橋市二之宮町572-2 027-268-1700 前橋市 県内 建設

89 エスエヌ環境テクノロジー㈱ 辻　　勝久 新保　和彦 東京都品川区南大井6-26-3 03-6404-0190 大阪府 県外 建設

90 エスエヌ環境テクノロジー㈱ 辻　　勝久 新保　和彦 東京都品川区南大井6-26-3 03-6404-0190 大阪府 県外 物品

91 前田建設工業㈱ 前田　操治 岩瀬　和弘 群馬県高崎市東町9 027-321-3400 東京都 県内 建設

92 佐藤築炉工業㈱ 坂井　勝弘 岩手県花巻市上根子字米倉100-1 0198-24-0561 岩手県 県外 建設

93 佐藤築炉工業㈱ 坂井　勝弘 岩手県花巻市上根子字米倉100-1 0198-24-0561 岩手県 県外 物品

94 新明和工業㈱ 五十川　龍之 飯島　二郎 東京都台東区上野7-12-14 03-3842-6332 兵庫県 県外 建設

95 瑞穂建設㈱ 篠原　玄洋 群馬県渋川市渋川4413-1 0279-23-0886 渋川市 県内 建設

96 瑞穂建設㈱ 篠原　玄洋 群馬県渋川市渋川4413-1 0279-23-0886 渋川市 県内 物品

97 東洋測量設計㈱ 蜂須賀　和子 群馬県前橋市総社町総社868-13 027-280-4133 前橋市 県内 ｺﾝｻﾙ

98 アズビル㈱ 山本　清博 五十嵐　貴志 東京都品川区北品川5-5-15 03-6432-5140 東京都 県外 建設

99 アジア航測㈱ 畠山　　仁 柿崎　　豊 群馬県前橋市元総社町142-1 027-253-3353 東京都 県内 ｺﾝｻﾙ

100 アジア航測㈱ 畠山　　仁 柿崎　　豊 群馬県前橋市元総社町142-1 027-253-3353 東京都 県内 物品

101 日本工営㈱ 新屋　浩明 馬場　貴志 群馬県高崎市栄町16-11 027-320-1251 東京都 県内 ｺﾝｻﾙ

102 川本技研工業㈱ 岸本　彰太郎 埼玉県深谷市荒川86 048-584-2488 埼玉県 県外 建設

103 川本技研工業㈱ 岸本　彰太郎 埼玉県深谷市荒川86 048-584-2488 埼玉県 県外 物品

104 ㈱建設技術研究所 中村　哲己 近藤　　仁 群馬県前橋市昭和町3-23-16 027-230-8071 東京都 県内 ｺﾝｻﾙ

105 ㈱建設技術研究所 中村　哲己 近藤　　仁 群馬県前橋市昭和町3-23-16 027-230-8071 東京都 県内 物品

106 ㈱亦野建築設計事務所 亦野　高裕 群馬県前橋市下小出町2-9-17 027-231-9759 前橋市 県内 ｺﾝｻﾙ

107 渡辺建設㈱ 渡辺　栄志 群馬県吾妻郡嬬恋村大字三原875 0279-97-2511 嬬恋村 郡内 建設

108 平和衡機㈱ 横田　裕正 群馬県高崎市問屋町3-5-5 027-362-3351 高崎市 県内 建設

109 平和衡機㈱ 横田　裕正 群馬県高崎市問屋町3-5-5 027-362-3351 高崎市 県内 物品

110 吾妻東部環境保全事業協同組合 小池　孝之 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町17-5 0279-75-9700 中之条町 管内 物品

111 ㈱吾妻水質管理センター 小池　孝之 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町17-5 0279-75-0446 中之条町 管内 建設

112 ㈱吾妻水質管理センター 小池　孝之 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町17-5 0279-75-0446 中之条町 管内 物品

113 利根電気工事㈱ 熊木　亮介 増田　育男 群馬県沼田市上原町1688 0278-22-2168 前橋市 県内 建設

114 ㈱エコセンター 鈴木　　敦 群馬県吾妻郡東吾妻町大字岩井471-17 0279-68-5013 東吾妻町 管内 建設

115 ㈱エコセンター 鈴木　　敦 群馬県吾妻郡東吾妻町大字岩井471-17 0279-68-5013 東吾妻町 管内 ｺﾝｻﾙ

116 ㈱エコセンター 鈴木　　敦 群馬県吾妻郡東吾妻町大字岩井471-17 0279-68-5013 東吾妻町 管内 物品

117 ㈱スガテック 上野　浩光 東京都港区海岸3-20-20 03-6275-1200 東京都 県外 建設

118 ㈱スガテック 上野　浩光 東京都港区海岸3-20-20 03-6275-1200 東京都 県外 物品

119 ㈱コモンテックス 鈴木　洋康 新潟県新潟市中央区女池神明2-3-12 025-283-9301 新潟県 県外 建設

120 ㈱勝山公務所 小林　幹昌 群馬県前橋市上小出町2-39-12 027-231-3590 前橋市 県内 ｺﾝｻﾙ

121 ㈱高橋建築設計事務所 髙橋　　潤 群馬県前橋市粕川町新屋244-6 027-285-2156 前橋市 県内 ｺﾝｻﾙ

122 ㈱日建技術コンサルタント 平井　成典 岸江　洋充 群馬県伊勢崎市羽黒町21-16 0270-31-2090 大阪府 県内 ｺﾝｻﾙ

123 ㈱サンテック 石関　弥里 群馬県前橋市西片町4-9-12 027-225-0711 前橋市 県内 建設

124 ㈱鴻池組 渡津　弘己 鎌田　克明 東京都中央区日本橋本町1-9-1 03-5201-7600 大阪府 県外 建設

125 城北電気工事㈱ 松脇　　聖 群馬県高崎市上小鳥町337 027-361-5333 高崎市 県内 建設

126 ㈱環境技術研究所 篠田　公平 植尾　有一朗 東京都千代田区東神田2-10-16 03-5821-6912 大阪府 県外 ｺﾝｻﾙ

127 ㈱環境技術研究所 篠田　公平 植尾　有一朗 東京都千代田区東神田2-10-16 03-5821-6912 大阪府 県外 物品

128 ㈱和田設備工業 和田　　弘 群馬県前橋市上細井町243-2 027-231-2790 前橋市 県内 建設

129 日立造船㈱ 三野　禎男 石川　英司 東京都品川区南大井6-26-3 03-6404-0831 大阪府 県外 建設

130 ㈱大信工業 熊木　朋史 群馬県前橋市上新田町626-1 027-280-6100 前橋市 県内 建設
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131 日振工発㈱ 中田　昌宏 和田　幸一 埼玉県三郷市新和5-135 048-954-9095 東京都 県外 物品

132 ㈱群成舎 芝崎　勝治 群馬県高崎市上並榎町129-1 027-362-5533 高崎市 県内 物品

133 クボタ環境エンジニアリング㈱ 中河　浩一 東京都中央区京橋2-1-3 03-6281-9918 東京都 県外 建設

134 富沢設備㈱ 富澤　通之 群馬県吾妻郡東吾妻町大字岩下639 0279-67-2221 東吾妻町 管内 建設

135 富沢設備㈱ 富澤　通之 群馬県吾妻郡東吾妻町大字岩下639 0279-67-2221 東吾妻町 管内 物品

136 ㈱カンエイメンテナンス 山田　正巳 白鳥　史記 群馬県前橋市三河町1-1-103 027-257-8621 埼玉県 県内 物品

137 カワナベ工業㈱ 川鍋　太志 群馬県高崎市矢中町319-6 027-352-9190 高崎市 県内 建設

138 カワナベ工業㈱ 川鍋　太志 群馬県高崎市矢中町319-6 027-352-9190 高崎市 県内 物品

139 ㈱ＴＫＣ 飯塚　真規 栃木県宇都宮市鶴田町1758 028-648-2111 栃木県 県外 物品

140 ㈱関電工 仲摩　俊男 古賀　賢一郎 群馬県前橋市古市町215-6 050-3133-0520 東京都 県内 建設

141 ㈱須田鉄工所 須田　洋介 群馬県渋川市渋川3990 0279-22-0417 渋川市 県内 建設

142 吾妻環境㈱ 橋爪　淳平 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町343-1 0279-75-5444 中之条町 管内 物品

143 ㈱群馬ナブコ 浅見　知一 群馬県高崎市上並榎町58-1 027-361-8222 高崎市 県内 建設

144 ㈱群馬ナブコ 浅見　知一 群馬県高崎市上並榎町58-1 027-361-8222 高崎市 県内 物品

145 ㈱浜屋 小林　　茂 埼玉県東松山市大字下唐子1594 0493-24-5345 埼玉県 県外 物品

146 ㈱明電舎 三井田　健 戸田　顕志 群馬県太田市西新町127 0276-32-4670 東京都 県内 建設

147 ㈱淺沼組 浅沼　　誠 西井　基永 埼玉県さいたま市南区沼影1-10-1 048-764-8092 大阪府 県外 建設

148 川崎重工業㈱ 橋本　康彦 東京都港区海岸1-14-5 03-3435-6655 東京都 県外 建設

149 ㈱環境技術センター 齊藤　和彦 吉野　秀之 群馬県前橋市城東町3-6-2 027-288-0911 長野県 県内 ｺﾝｻﾙ

150 ㈱環境技術センター 齊藤　和彦 吉野　秀之 群馬県前橋市城東町3-6-2 027-288-0911 長野県 県内 物品

151 ㈱エックス都市研究所 大野　眞里 東京都豊島区高田2-17-22 03-5956-7500 東京都 県外 ｺﾝｻﾙ

152 群馬日野自動車㈱ 中村　丙午 山口　直人 群馬県北群馬郡吉岡町大久保2227-1 0279-20-5311 前橋市 県内 物品

153 ㈱千吉良電気工事 千吉良　徳人 群馬県沼田市鍛冶町3966-2 0278-22-3656 沼田市 県内 建設

154 ㈱千吉良電気工事 千吉良　徳人 群馬県沼田市鍛冶町3966-2 0278-22-3656 沼田市 県内 物品

155 富岡測量設計㈱ 桐淵　　渉 群馬県富岡市七日市698 0274-62-3628 富岡市 県内 ｺﾝｻﾙ

156 富岡測量設計㈱ 桐淵　　渉 群馬県富岡市七日市698 0274-62-3628 富岡市 県内 物品

157 藤田テクノ㈱ 藤田　　実 群馬県高崎市飯塚町1174-5 027-361-8111 高崎市 県内 建設

158 藤田テクノ㈱ 藤田　　実 群馬県高崎市飯塚町1174-5 027-361-8111 高崎市 県内 物品

159 ㈲進和 坪田　　泉 埼玉県所沢市下富1288-1 04-2990-5055 埼玉県 県外 建設

160 共和化工㈱ 吉村　俊治 高田　真人 東京都品川区西五反田7-25-19 03-3494-1312 東京都 県外 建設

161 テスコ㈱ 髙橋　久治 東京都千代田区西神田1-4-5 03-5244-5311 東京都 県外 建設

162 テスコ㈱ 髙橋　久治 東京都千代田区西神田1-4-5 03-5244-5311 東京都 県外 物品

163 ㈱西原環境 西原　幸志 稲垣　和博 群馬県高崎市あら町206 027-322-2134 東京都 県内 建設

164 ㈱西原環境 西原　幸志 稲垣　和博 群馬県高崎市あら町206 027-322-2134 東京都 県内 物品

165 ㈱吾妻浄化槽管理センター 滝沢　信也 群馬県吾妻郡長野原町大字羽根尾399-2 0279-82-2730 長野原町 郡内 建設

166 ㈱吾妻浄化槽管理センター 滝沢　信也 群馬県吾妻郡長野原町大字羽根尾399-2 0279-82-2730 長野原町 郡内 物品

167 ㈱中太商店 中島　光弘 群馬県桐生市広沢町6-938-1 0277-53-6611 桐生市 県内 物品

168 中日本建設コンサルタント㈱ 庄村　昌明 千賀　博生 群馬県前橋市昭和町2-9-20 027-289-9523 愛知県 県内 ｺﾝｻﾙ

169 ㈱岸土木 岸　　義將 群馬県高崎市高関町字東沖445 027-325-6732 高崎市 県内 建設

170 ㈱岸土木 岸　　義將 群馬県高崎市高関町字東沖445 027-325-6732 高崎市 県内 物品

171 ㈱クリタス 鎌田　裕久 東京都豊島区南池袋1-11-22 03-3590-0301 東京都 県外 建設

172 ㈱クリタス 鎌田　裕久 東京都豊島区南池袋1-11-22 03-3590-0301 東京都 県外 物品

173 不二商会㈱ 澤村　　隆 秋田谷　一廣 埼玉県深谷市上柴町西3-4-4 048-580-6840 埼玉県 県外 物品

174 八千代エンジニヤリング㈱ 髙橋　　努 岡田　　巧 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-1-7 048-815-6070 東京都 県外 ｺﾝｻﾙ

175 日本工営都市空間㈱ 吉田　典明 佐藤　惠英 群馬県高崎市栄町15-9 027-324-0711 愛知県 県内 ｺﾝｻﾙ

176 日本工営都市空間㈱ 吉田　典明 佐藤　惠英 群馬県高崎市栄町15-9 027-324-0711 愛知県 県内 物品

177 河本工業㈱ 河本　尚樹 群馬県館林市北成島町2544 0276-72-3321 館林市 県内 建設

178 アイテック㈱ 前田　幸治 紫関　唯文 群馬県伊勢崎市宗高町22-1-109 0272-25-7195 大阪府 県内 物品

179 上毛天然瓦斯工業㈱ 平石　　誠 村井田　均 群馬県安中市松井田町八城1332-3 027-381-5855 安中市 県内 物品

180 日本キャタピラー合同会社 本田　博人 永田　敦之 群馬県前橋市総社町1-9-4 027-280-3211 東京都 県内 物品

181 関東建設工業㈱ 髙橋　　明 群馬県太田市飯田町1547 0276-30-0211 太田市 県内 建設

182 和光化学㈱ 中條　　正 群馬県高崎市問屋町3-2-3 027-361-6161 高崎市 県内 物品

183 ㈱大塚消防設備 大塚　洋史 群馬県前橋市下大島町746-1-102 027-267-0024 前橋市 県内 建設

184 ㈱大塚消防設備 大塚　洋史 群馬県前橋市下大島町746-1-102 027-267-0024 前橋市 県内 物品

185 アズレック㈲ 清水　好夫 群馬県沼田市岩本町37 0278-22-0009 沼田市 県内 物品

186 ウブカタ資源㈱ 金子　真澄 群馬県沼田市屋形原町2113 0278-22-1010 沼田市 県内 物品

187 ㈱開邦工業 玉寄　　将 島袋　光可 東京都港区芝2-6-3 03-5730-3921 沖縄県 県外 物品

188 東朋産業㈱ 村田　茂行 群馬県前橋市総社町桜が丘1225-2 027-253-8260 前橋市 県内 物品

189 技研コンサル㈱ 嶋田　大和 角田　健治 群馬県吾妻郡東吾妻町大字岩井1082-1 前橋市 管内 ｺﾝｻﾙ

190 技研コンサル㈱ 嶋田　大和 角田　健治 群馬県吾妻郡東吾妻町大字岩井1082-1 前橋市 管内 物品

191 エル・ライン㈱ 桑原　真貴彦 群馬県渋川市渋川1816-43 0279-24-0238 渋川市 県内 建設

192 北進重機㈱ 小野里　剛 群馬県渋川市川島1839-1 0279-25-0815 渋川市 県内 物品

193 ㈱小笠原 小笠原　健泰 群馬県渋川市中村786 0279-24-1111 渋川市 県内 物品

194 共和消防設備㈱ 井上　裕二 群馬県渋川市行幸田76-1 0279-22-1550 渋川市 県内 物品

195 共和消防設備㈱ 井上　裕二 群馬県渋川市行幸田76-1 0279-22-1550 渋川市 県内 建設
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196 ㈱沼田環境サービス 戸丸　則子 見辺　智幸 群馬県沼田市堀廻町374-4 0278-22-4158 沼田市 県内 物品

197 ㈱アセラ 三枝　徹也 塚田　岩樹 群馬県前橋市上増田町904 027-266-7604 山梨県 県内 物品

198 関東いすゞ自動車㈱ 田中　隆夫 遠藤　雅宏 群馬県渋川市中村738 0279-23-3355 高崎市 県内 物品

199 ㈱片桐商店 片桐　伸也 群馬県前橋市大渡町1-18-1 027-251-5719 前橋市 県内 物品

200 ㈱ちぎりいち町田儀平商店 町田　寿子 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町931 0279-75-2024 中之条町 管内 物品

201 ＡＬＳＯＫ群馬㈱ 樋田　浩二 群馬県前橋市大渡町2-1-5 027-252-5454 前橋市 県内 物品

202 日本水工設計㈱ 細洞　克己 朝日　伸夫 群馬県高崎市問屋町2-4-5 027-370-5672 東京都 県内 ｺﾝｻﾙ

・代表者は、本店の取締役等を示しています。

・住所・TELは、本店又は受任者のものを示しています。

・地域は、本店又は受任者の住所を組合管内・吾妻郡内・群馬県内・県外で区別しています。
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