
ブース番号順

ﾌﾞｰｽ番号 企業名 業種

Ａ１ 株式会社長谷川萬治商店館林事業所 木材建築

Ａ２ 株式会社江東微生物研究所 臨床検査業、環境衛生検査業

Ａ３ 株式会社Ｍｉｚｋａｎ館林工場 加工食品・チルド食品製造業

Ａ４ 株式会社シー・エス・ケイ 金属祖形材製品製造業

Ａ５ リプラン株式会社 フィットネスサービス業

Ａ６ マルハニチロ株式会社群馬工場 冷凍食品製造業

Ａ７ 株式会社アルファ群馬工場 自動車用部品製造業

Ａ８ 東都フォルダー工業所株式会社 リネンサプライ向けフォルダー機製造業

A９ アイザワ証券株式会社館林支店 金融商品取引業

Ａ１０ 株式会社小林機械 新品・中古工作機械の買取及び修理

Ａ１１ 株式会社テクノフローワン館林工場 粘着加工業

Ａ１２ モーリン化学工業株式会社 化学薬品製造業

Ａ１３
医療法人上野会
介護老人保健施設ナーシングホーム館林

医療福祉

Ａ１４ 株式会社とりせん 食料品・住居関連品等小売業

Ｂ１ 田島縫製株式会社 自動車部品製造業

Ｂ２ 株式会社エコマテリアル プラスチック再生製品製造業

Ｂ３ 株式会社トーカイコーポレーション 製本・印刷業

Ｂ４
有限会社一陽
居宅介護施設マセンタ

福祉介護業

Ｂ５ 株式会社奈良原産業 プラスチック製品製造業

Ｂ６ 三羽工業株式会社 産業車輛、建設車輛用部品製造業

Ｂ７ 有限会社小林工業 製缶、油圧ユニット等部品製造業

Ｂ８ 正田醤油株式会社 醤油・加工調味料類製造業

Ｂ９ 株式会社フコク群馬工場 ゴム製品製造業

Ｂ１０ 株式会社神寛 設備工事業

Ｂ１１ 株式会社大成 通信機械器具製造業

Ｂ１２ 社会福祉法人まつ葉の会 福祉介護業

Ｂ１３ 日本パイプシステム株式会社 ステンレスパイプ製造業

Ｃ１ 医療法人社団田口会 新橋病院 医療
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Ｃ２ 株式会社トーモク館林工場 段ボール製造業

Ｃ３ 館林ガス株式会社 ガス事業

Ｃ４ 株式会社内山製作所 建設用機械部品製造業

C5 アサヒロジ株式会社群馬支店 道路運送業、倉庫業

Ｃ６ ダノンジャパン株式会社 乳製品製造業

Ｃ７ 長谷川工業株式会社群馬工場 金属製品製造業

Ｃ８ 株式会社當和 生コンクリート・コンクリート製品製造業

Ｃ９
つゝじ観光バス株式会社
館林タクシーセンター

観光バス・路線バス・タクシー業

Ｃ１０ ブラス金属工業株式会社 ステンレスパイプ製造業

Ｃ１１ 株式会社タイガーカワシマ 農業用機械製造業

Ｃ１２ 岩瀬産業株式会社 機械工具・住宅設備等卸売業

Ｃ１３ 日興リカ株式会社 化学製品製造業

Ｃ１４ 株式会社日本キャンパック 清涼飲料製造業

Ｄ１ スピンプライド株式会社 遺物選別業

Ｄ２ 有限会社福島重車輌館林営業所 車輛・クレーン・建設機械修理業

Ｄ３
鴻池運輸株式会社
北関東流通センター営業所

運輸・倉庫業

Ｄ４
つつじメンタルホスピタル
介護老人保健施設虹の郷すわ

病院、介護老人保健施設

Ｄ５ 有限会社内藤精密管 製造業

Ｄ６ 株式会社日装 信号装置等工事業

Ｄ７ 邑楽館林農業協同組合 総合農協

Ｄ８ 株式会社ファルテック館林工場 自動車外装部品製造業

Ｄ９ 東都成型株式会社 プラスチック製品製造業

Ｄ１０ 株式会社花山うどん めん類製造業

Ｄ１１ 長谷川ビジネスサービス株式会社ＦＣ事業部 果肉加工製造業

Ｄ１２ 有限会社えむ 美容業

Ｄ１３ ワールド開発工業株式会社群馬営業所 舗装・土木工事業

Ｅ１ 株式会社シーエスラボ 化粧品受託製造業

Ｅ２ ＰＨＣ株式会社 電気機械製造業

Ｅ３ 株式会社ワークジョイ 精密機器製造業

Ｅ４ 三笠産業株式会社館林工場 小型特殊建設機械製造業

Ｅ５ ニプロ医工株式会社 使い捨て医療機器の製造



Ｅ６ 富士食品工業株式会社 もやし、カット野菜製造業

Ｅ７
一般財団法人館林交通安全教育協議会
館林自動車教習所

自動車等教習業

Ｅ８ 株式会社アドバンテスト群馬工場 計測器製造業

Ｅ９ 東邦車輌株式会社 特装自動車製造業

Ｅ１０ 株式会社東基 医療機関向け寝具類リース・リネンサプライ

Ｅ１１ ＮＰＯ法人マイホーム四つ葉 福祉介護業

Ｅ１２ 岩谷マテリアル株式会社館林営業所 プラスチック製品製造業

Ｅ１３ 株式会社タカギセイコー関東工場 プラスチック製品製造業

Ｅ１４ 館林市役所 公務

Ｆ１ 株式会社玉造館林事業所 極厚鋼板・特殊鋼板加工業

Ｆ２ 株式会社小池鉄工 建築鉄骨製造業

Ｆ３
ヤタガワ物流サービス株式会社
ヤタガワオートサービス株式会社

運送業

Ｆ４ 株式会社スバル物流サービス 構内搬送・梱包業

Ｆ５ 湯沢AI株式会社 自動車部品製造業

Ｆ６ 臼杵運送株式会社北関東配送センター 一般貨物自動車運送業、倉庫業

Ｆ７ 株式会社関口建設 建設業

Ｆ８ ケーブテレビ株式会社館林センター 放送通信業

Ｆ９ 株式会社キューケン 建築材料製造・販売・施工

Ｆ１０ 株式会社旭光 金属機械加工業

F11 株式会社亜聖 総合企画広告代理店

Ｆ１２ 株式会社岡田製作所 堆肥化装置の設計・製造・販売等

Ｆ１３ 日東製器株式会社 製缶類製造業

Ｇ１ アサヒ飲料株式会社群馬工場 清涼飲料水等製造業

Ｇ２ 認定こども園えのき幼稚園 教育業

Ｇ３ 株式会社旭ダンケ板倉工場 コンクリート製品製造業

Ｇ４ 第一石鹸株式会社 化学製品製造業

Ｇ５ ユニバーサル製缶株式会社群馬工場 飲料用アルミ缶製造業

Ｇ６ 富田電機株式会社 電気機械器具製造業

Ｇ７ 共進工業株式会社 金属部品表面加工業

Ｇ８ 館林商工会議所 総合経済団体

Ｇ９ 日本運輸株式会社 運輸・倉庫業



Ｇ１０ 株式会社パルライン板倉食品加工センター 食品製造・加工事業

Ｇ１１ 株式会社タカサワオリックスレンタカー館林店 レンタカー業

Ｇ１２ 株式会社コスメ・ニスト 化粧品製造業

Ｇ１３ タツミ紙工業株式会社 段ボール紙製造業

Ｇ１４ 東武鉄道グループ 鉄道事業・開発事業等

Ｈ１ 原宿自動車株式会社 自動車販売・整備業、保険代理店業

Ｈ2 アイ・アカデミー株式会社 進学塾・生涯学習

Ｈ３ 株式会社イチネンジコーテック プラスチック製品製造業

Ｈ４ 木島通信電線株式会社板倉工場 ケーブル製造業

Ｈ５ 有限会社藤池塗装工業所 金属被覆・彫刻業

Ｈ６ パナソニックＡＰ空調・冷設機器株式会社 電気機械製造業

Ｈ７ 館林信用金庫 金融業

Ｈ８ 特定非営利活動法人お互いさまネットワーク 高齢者介護・市民活動

Ｈ９ 河本工業株式会社 総合建設業

Ｈ１０ 社会福祉法人もくせい会 福祉介護業

Ｈ１１ 株式会社グリーンパッケージ ダンボール紙製造業

Ｈ１２ やまう株式会社 漬物類製造業

Ｈ１３ 株式会社テクノ・ライフ 労働者派遣、生保代理店、不動産業


