
社名 業種 社名 業種

1 ㈱アイ・リンク 総合物流業 1 ㈱アイエー・フーズ 食品

2 ㈱アプリス 製造業 2 ㈱アイ工務店 住宅・不動産

3 ㈱雨宮製作所 輸送機器関連 3 ㈱アイビック 建設・土木

4 ㈱有賀園ゴルフ 小売業 4 あかぎ信用組合 金融

5 岩瀬産業㈱ 卸売業（専門商社） 5 ＡＬＳＯＫ群馬㈱ 警備

6 ㈱うすい 教育・学習支援業 6 イーケーエレベータ㈱ 製造

7 ㈱エムダブルエス日高 福祉・介護 7 石川建設㈱ 建設・土木

8 太田物産㈱ 総合商社 8 ㈱板通 商社 当日欠席

9 小倉クラッチ㈱ 輸送機器製造業 9 王子製鉄㈱ 機械・金属

10 関東運輸㈱ 総合物流業 10 ㈱おおぎやフーズ 外食

11 クシダ工業㈱ 建設業・製造業 11 カネコ種苗㈱ 農業

12 蔵前産業㈱ 製造業 12 関東いすゞ自動車㈱ 自動車販売

13 ㈱グルメデリカ群馬工場 食品製造業 13 清国産業㈱ 製造

14 ㈱グンエイ 建設業（設備工事業） 14 ㈱クライム 情報処理・ソフトウエア

15 群馬県国民健康保険団体連合会 社会保険関係 15 ㈱ぐんま安全教育センター サービス（その他）

16 群馬県商工連合会 経済団体 16 ㈱群馬イエローハット 自動車関連

17 群馬トヨタ自動車㈱ 小売業（自動車） 17 群馬県警察 官公庁

18 ㈱晃希 介護・福祉 18 ㈱群馬県食肉卸売市場 卸売

19 高信化学㈱ 卸売業 19 群馬セキスイハイム㈱ 住宅・不動産

20 コンピュートロン㈱ 情報通信業 20 群馬ダイハツ自動車㈱ 自動車販売

21 ㈱サカエ 製造業 21 群馬ヤクルト販売㈱ 食品

22 坂本工業㈱ 輸送用機械器具製造業 22 コムシス㈱ 情報処理・ソフトウエア

23 櫻金属工業㈱ 製造業 23 佐田建設㈱ 建設・土木

24 ㈱三興エンジニアリング 総合建設業/製造業 24 サンデンホールディングス㈱ 製造業 

25 三幸機械㈱ 製造業 25 ㈱ジーシーシー 情報処理・ソフトウエア

26 ㈱ｻﾝｺｰ・ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ・ｵｰﾄﾒｰｼｮﾝ 卸売業 26 社会福祉法人 苗場福祉会 福祉・介護関連

27 サンワ㈱ 輸送用機器製造業 27 上武印刷㈱ 印刷・出版

28 ㈱サンワ 卸売業、小売業 28 ㈱上毛新聞社 マスコミ

29 システム・アルファ㈱ 情報サービス業、小売業（携 29 新栄工業㈱ 製造 当日欠席

30 ㈱シムックス その他サービス業 30 社会福祉法人 新生会 福祉・介護関連

31 ㈱シュウワエンジニアリング 機械修理業 31 スターテング工業㈱ 製造

32 ㈱スリーアイ 情報サービス業 32 諏訪倉庫㈱ 運輸・倉庫

33 太陽誘電㈱ 製造業 33 セコム上信越㈱ 警備

34 ㈱高崎協同計算センター 情報サービス業 34 ㈱ツルヤ 専門店

35 高崎信用金庫 金融業 35 利根郡信用金庫 金融

36 高崎倉庫㈱ 倉庫業 36 西尾レントオール㈱ サービス

37 ㈱タカラコーポレーション 小売業 37 日本情報産業㈱ 情報処理・ソフトウェア

38 ㈱タナベ・コーポレーション 学習塾（個別指導明光義塾 38 ＮＥＸＵＳ㈱ サービス

39 ㈲田村旅館 旅館業 39 ネッツトヨタ高崎㈱ 自動車販売

40 ㈱鐵建 鉄骨製造業 40 富士スバル㈱ 自動車販売

41 東京パーツ工業㈱ 製造業 41 藤田エンジニアリング㈱ 建設・設備工事

42 東京冷機工業㈱ 設備工事業 42 冬木工業㈱ 建設・土木

43 ㈱東和銀行 銀行業 43 ㈱プランニング 情報処理・ソフトウェア

44 ㈱特電大泉製作所 電気機械器具設計製造 44 ㈱フレッセイ 量販店

45 ㈱中島 自動車用電装部品の製造 45 ㈱ベイシア　流通技術研究所 情報処理・ソフトウェア

46 ㈱ナカヨ 製造業 46 丸三証券㈱ 証券

47 ㈱日東電機製作所 電気機械器具製造業 47 ㈱ミツバ 自動車関連

48 ネッツトヨタ群馬㈱ 卸売・小売 48 ㈱メモリード 冠婚葬祭サービス

49 ひさご電材㈱群馬工場 製造業 49 ㈱ヤマト 建設・土木

50 ㈱藤井経営 サービス 50 ㈱やまひろ 食品

51 ㈱物流サービス 運輸業（物流・倉庫） 51 ㈱横尾材木店 住宅・建設

52 ㈱ミトヨ 輸送用機器製造業

53 宮下工業㈱ 総合建設業

54 明星電気㈱ 製造業

55 ㈱ヨコオデイリーフーズ 製造業

計55社 計49社 （最終）

群馬県主催「大学と企業の交流会」 上毛新聞社主催「就職情報交換会」
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13：00～14：20 14：40～16：00


