
イベント企画

企業名 所在地 セールスポイント

(有)クサノ・メディア
〒370-0842

高崎市北双葉町7-22

お客様のニーズにパーフェクトに応える事、そしてそれ以上のポテ

ンシャルを発揮する事を目指しております。		

群馬県コンベンションパートナー　一覧

（2021年7月末登録事業者）

(株)シースリーブレーン

(株)ジェイ・エヌ・エス

Ａｒｋグループ　マジシャンＳｈｕＮ

朝日印刷工業(株)

朝日企画(株)

NPO法人 ITさぽーとぐんま
〒370-0011

高崎市京目町463-10

〒371-0846

前橋市元総社町67

〒371-0846

前橋市元総社町67

〒373-0821

太田市下浜田474-64

〒371-8533

前橋市若宮町1-4-8

〒373-0804

太田市沖之郷町3284-1

〒370-0861

高崎市八千代町4-15-22　201

〒371-0855

前橋市問屋町2-13-18

(株)アーチーズ
〒370-1125

佐波郡玉村町八幡原1834-2

〒370-0875

高崎市藤塚町278-4

(有)オフィスジョナ
〒370-0071

高崎市小八木町1202　松岡ビル３階

ＣＳデジタルアートワークス
〒377-0702

吾妻郡高山村中山6464-62-1

群馬テレビ(株)

（担当部署：事業部）

(有)広告社

(株)アディスミューズ　北関東営業所

(株)ジェイアール東日本企画　高崎支店

(株)アフェクション
〒370-0073

高崎市緑町2-14-4　エムズビル101

(株)コーエィ・エージェンシー

(株)オリエンタルジャパン

(有)おんがくやＳＲ企画

オフィス灯家（あかりや）

(株)求人ジャーナル

(株)近畿日本ツーリスト関東　ぐんま支店

(株)グラスロード社

勝見会
〒370-0836

高崎市常盤町133-1　高崎セントラルハイツ207号

(株)エフエム群馬

（担当部署：アナウンス事業室）

ento(株)

(一社)サイドアットラボ
〒376-0011

桐生市相生町2-767-12

〒371-0843

前橋市新前橋町12-3

〒370－0031

高崎市上大類町1033

〒370-0831

高崎市あら町167　高崎第一生命ビル2Ｆ

〒370-0851

高崎市上中居町684

〒371-8548

前橋市上小出町3-38-2

〒371-0831

前橋市小相木町601-7

〒371-0032

前橋市五代町1103-4

〒370-0845

高崎市新後閑町4-2

〒379-2122

前橋市駒形町1481-1

〒370-0021

高崎市西横手町391-60

〒370-0841

高崎市栄町14-1　高崎イーストセンタービル8F

コーエィ(株)

（担当部署：E･C事業部）

創業50年以上、地元企業としての経験を活かし、グループ企業との

連携により幅広い対応が可能です。

プランニング、広告、プロモーションなどの立案から、幅広いコン

テンツ制作を提案・実施します。

地域創生事業から地域観光開発事業まで、JR東日本グループが一体

となって支援します。

WEBマーケティングを通じ、今まで不透明だった広告媒体の費用対

効果の「見える化」を実現いたします。

創業以来印刷を主体に地域の多様なコミュニケーションニーズに卓

越した技術と企画力でお応えしています。

地元密着で催事の企画提案から実施運営まで、ぐんラボ！、映像、

デザイン、印刷などをご相談いただけます。

「繁盛請負業」として、総合ディスプレイのプロフェッショナルと

して、皆様のニーズにお答え致します。

群馬県唯一のラジオ局として、県民の日常生活に一番溶け込んでい

るメディアです！結果にコミットします！

各種印刷物やホームページなどの原稿作成、デザイン、撮影などを

ワンストップで対応が可能です。

身近なニュース・スポーツ他各番組制作・放送を始め、イベントの

企画・運営、映像制作等もお手伝いします。

広告に関するクライアントのニーズを今の時代にマッチした、企

画・デザインのご提案させて頂きます。

展示会や各種イベントなど、当社１社で必要備品の提供から、会場

施工、運営などが可能です。

広告制作・印刷、企画立案、マーケティング等で様々なビジネス

シーンをサポートする総合広告代理店です。

マジシャンＳｈｕＮを中心に最高に幸せな思い出作りができるス

テージショーや演出をお届けします。

「イベント人材」の「困った！」はオリエンタルジャパンへご相談

ください。

フットワークよく、リーズナブルに撮影・録音・編集を行います。

イベント告知をするならぜひご相談下さい。人（主催者様）と人

（ご来場者様）との懸け橋をつくります。

主催者様の立場に立ち業務を行っています。

あらゆる業種とのネットワークを生かした迅速できめ細やかな対応

でイベントを成功に導きます。

海外や国立劇場などの一流舞台にも出演する代表者は、斬新な発想

と舞台企画・演出に定評があります。

当社リリースのARアプリ『Effectron』は国内のみならず海外からも

注目、称賛されています。		

美しく華やかな和服での舞踊も添えて料亭・ホテルでの会合や接

待、各種イベントサービスへ伺います。

あなたのビジネスをクリエイティブにサポートいたします！是非、

お気軽にご連絡ください。		

医療・介護・福祉・動物医療の広報専門！WEB制作からポスターチ

ラシなど学会開催の告知広報おまかせ！

赤城屋
〒370-3511

高崎市金古町363-7

業種区分 イベント企画・広告代理
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フラワーデザインスタジオ　M's palette

（エムズパレット）

モノづくり分野を中心にさまざまな企業・団体と築き上げたパイ

プ・ネットワークが強みです。

テーマに応じ個性豊かなこだわりのあるアイテムを、体験しながら

お過ごし頂けるイベントをご提案致します。

個性的な作品をつくるハンドメイド作家さんたちを集めたイベント

が開催できます。

夏和流前結び【早楽美人】着付け教室
〒370-0816

高崎市常盤町133-1高崎セントラルハイツ

華やかで上品な着物姿の女性が、賓客のお出迎えやイベント会場に

華を添えさせて頂きます。

プリオホールディングス(株)

（担当部門:事業開発部）

(株)macolab（マコラボ）

日本ピアノホールディング（株）

（ピアノプラザ群馬）

〒370-0007

高崎市問屋町西一丁目3-10

お客様の音楽や楽器に関する疑問やご相談には何でも解決策をお出

しすることをモットーにしております。

(有)V-Upトータルプランニング

（Menkoiｶﾞｰﾙｽﾞ事務局）

(株)studio-DA
〒371-0816

前橋市上佐鳥町254-1

〒371-0805

前橋市南町4-29-1

上州真田武将隊
〒378 -0048

沼田市中町1126

(株)高崎イベントサービス

ジャーナル印刷(株)

上信電鉄(株)

(株)上毛新聞TR

（担当部署：営業部営業開発課）

(株)SMICE

(株)セレスポ群馬支店

上武印刷(株)

高崎前橋経済新聞（(株)フェイス）

上毛新聞社
〒371-8666

前橋市古市町1-50-21

〒370-0015

高崎市島野町890-25

〒379-0116

安中市安中3784-1

美ら海
〒370-0851

高崎市上中居町297-1

(株)創美社
〒371-0844

前橋市古市町1-4-3

(株)総合PR

(株)まえばしCITYエフエム

(株)中広　群馬支社

(有)トチギヤ
〒379-2203

伊勢崎市曲沢町361-8

〒379-2115

前橋市笂井町456-1

〒370-0018

高崎市新保町139－1

世界とコラボする伝統楽器演奏家松本梅頌のコンサートは、人ばか

りでなく森羅万象が揺れ動きます。

県内最大の発行部数による情報発信力とネットワークを生かし、各

種イベントの大規模集客に強みがあります。		

只今、綺麗で大きく出来る花綿菓子機と当社オリジナル綿菓子用カ

ラーザラメ6色が人気沸騰中です。

パブリックとPRの相乗効果に期待！インターネット・紙媒体とも

シームレスな企画を実現いたします。		

ドローンで集合写真撮りませんか？イベントに合わせた撮影体制で

主催者様の運用をお手伝いいたします。

熱い思いで繋がる私たちは機敏なフットワークで、盛り上げるため

の様々な企画を提案します。

(株)適塾

(株)日刊工業新聞社　群馬支局

(株)ニューズ・ライン群馬支店

ハンプトンジャパン(株)

梅頌会
〒370-0864

高崎市石原町1753-21

〒371-0024

前橋市表町1-24－1

〒371-0025

前橋市紅雲町1-3-8　ピアビル１F

〒370-0831

高崎市あら町206　あら町センタービル7F

〒376-0045

桐生市末広町1-12　末広ビル

Web・印刷物・映像・PC修理等、無限のアイデアを武器にデザイン

から制作までトータルでご提案！

〒373-0015

太田市東新町354-3

〒370-0852

高崎市中居町4-12-2 aoi story 201

〒371-0023

前橋市本町2-12-1 元気21 1階

コミュニケーションを大切にして、信頼をいただくことに力を注ぎ

無形を有形にする業務を日々行っています。		

製本会社並みの加工設備も備え、印刷から加工・製本、配送まで一

貫生産でよりスピーディーに対応できます。

弊社の電車やバスの車内外、駅を活用した広告はお任せください。

ポスター等広告媒体の製作も承ります。

新聞社のDNAをもつ、情熱型クリエイティブエージェンシーならで

はの斬新なアイデアで群馬を表現します。

〒374-0011

館林市羽附町1463-1

〒370-0848

高崎市鶴見町51

〒371-0843

前橋市新前橋町17-17

〒370-0046

高崎市江木町337-6　ｻﾞ･ｼﾞｮｰｼﾞｱﾝﾊｳｽ隣接ｻﾛﾝUK 2F

〒379-2147

前橋市亀里町1073-36

〒371-0846

前橋市元総社町936-4

〒370-0848

高崎市鶴見町1-1　丸三高崎ビル2FｰA

沖縄の海を再現。熱帯魚水槽を通じて喜びと癒しの空間、そして素

晴らしい感動を皆様にご提供いたします。

イベント企画や広報・告知、コンベンション開催に至るまでの幅広

いフローを丁寧にサポートいたします。

県内在住のスタッフを中心に、きめ細やかなサービス（催事の企

画・運営等）を提供いたします。

年齢関係なく楽しめるワークショップイベント、会場の花装飾、ア

ロマ演出等対応しています。

農商工業、観光を県外や海外に向けて「応援アイドル」として、地

域の発展に尽くしたいと活動しております。

情報誌の発行で培った企画、デザイン、編集、ネットワーク力を生

かし、貴社のイベントのサポートをします。

大小にかかわらず、イベント・コンサートのことならお気軽にご相

談ください。

地域密着型で主催者に代わって様々な手配を代行します。SMICEは

㈱レストランスワンの子会社です。

イベントの企画から設営・運営に至るまでトータルプロデュースし

ます。ぜひ弊社にお任せください。

県内最大級の広告メディアと1,400人以上の講師陣でイベント、講演

会運営をトータルでサポート致します

(株)スタジオアイプ
〒370-1101

佐波郡玉村町藤川153-6

ダスキンレントオール高崎イベントセン

ター（(株)ダスキンカナイ）

〒370-3103

高崎市箕郷町下芝199

実はダスキンはイベントのプロでもあります。お掃除だけでなく、

イベントもダスキンに何でもお任せ下さい。

(株)ドリームエンターテイメント
〒370-3531

高崎市足門町687-1

(株)マエダスタジオ
〒371-0847

前橋市大友町1-13-3

イベントの企画から運営管理・施工・実施まで、一貫した流れでプ

ロデュースし、ご提案させて頂きます。
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PCO

企業名 所在地 セールスポイント

会場・ユニーク

企業名 所在地 セールスポイント

(株)安中サービス　雀のお宿　磯部館

冠稲荷神社・ティアラグリーンパレス

グローリーハイグレイス(有)

（担当部署：Spectrum事業部）

敷島パークマネジメントＪＶ

（代表企業：(株)オリエンタル群馬）

舌切雀のお宿　ホテル磯部ガーデン

〒371-0847

前橋市大友町1-3-14

(株)セレスポ群馬支店
〒379-2147

前橋市亀里町1073-36

イベントの企画から設営・運営に至るまでトータルプロデュースし

ます。ぜひ弊社にお任せください。

イオンエンターテイメント(株)イオンシネ

マ高崎

〒370-3521

高崎市棟高町1400　イオンモール高崎3Ｆ

映画館を貸し切り、多種多様なイベント開催が可能です。まずはお

気軽にお問い合わせください。

イベント・式典・展示会のプランニングから会場の設営・運営ま

で、トータルにプロデュースいたします

イベント全体の飲食提供や機材などの手配が可能。柔軟な対応が得

意の為、専門分野以外もお任せ。

ブランディングからロゴ・会場設計・WEB・グラフィックまで、デ

ザインをトータルでお任せください。

ＥＶへシフトする車社会で、利用者目線のインフラ整備やサービス

提供を行う国内初のＥＶ総合専門店です。

(株)メモリード

(株)リッキー／NPO法人 みらいサポート

(特非)ユニバーサルスポーツ協会
〒379-1617

利根郡みなかみ町湯原697-1

新型コロナウィルスによる外出自粛で運動不足の方々が沢山いま

す。歩くことから健康づくりをお手伝いします。

マルキンアド(株)

〒371-0805

前橋市南町2-65-1　林ビル２F

〒370-0851

高崎市上中居町684

〒370-0845

高崎市新後閑町4-2

〒370-0046

高崎市江木町337-6　ｻﾞ･ｼﾞｮｰｼﾞｱﾝﾊｳｽ隣接ｻﾛﾝUK 2F

〒370-0031

高崎市上大類町1358-8

(株)近畿日本ツーリスト関東　ぐんま支店

(株)klar

(株)グラスロード社

(株)コーエィ・エージェンシー

(株)SMICE

Mikke（ミッケ）

主催者様の立場に立ち業務を行っています。

群馬県内での学術大会・会議等の運営業務や大会ホームページ作成

はお任せください。

あらゆる業種とのネットワークを生かした迅速できめ細やかな対応

でイベントを成功に導きます。

創業50年以上、地元企業としての経験を活かし、グループ企業との

連携により幅広い対応が可能です。

地域密着型で主催者に代わって様々な手配を代行します。SMICEは

㈱レストランスワンの子会社です。

大学講師でもあるアナウンサーは県内では唯一。人脈の多さが信頼

と実績を証明します。私の声にお任せを！

(株)ティーネットエンタープライズ
〒371-0023

前橋市本町2-2-12　前橋本町スクエアビル5階

〒370-0831

高崎市あら町167　高崎第一生命ビル2Ｆ

ミュージックシティプロモーション(株)

読売新聞社との連携と群馬県内読売グループによるグループ力及び

取材、販売のインフラ網が当社の強みです！

建立770年以上の高崎神社に隣接する高崎の象徴的存在。NOとは言

いません！まずはお問い合わせ下さい！

〒371-0843

高崎市柳川町40-4

〒370-2341

富岡市下黒岩289

1万坪の敷地に四季折々の自然の癒しの中でＭＩＣＥを実施すること

でより高い成果が達成されます！

群馬県在住の高度外国人材を活用し、市町村や観光協会、企業様と

ともにインバウンド観光振興を行ってます。

競技場撮影の実績は十分、円滑な撮影実施を全力でサポートしま

す！

舌切雀のお宿。別名「美肌の湯」とも呼ばれる名湯磯部温泉を男女

計4つの大浴場で湯巡りも楽しめます。

〒376-0011

桐生市相生町2-767-12

〒371-0036

前橋市敷島町66

〒379-0127

安中市磯部1-5-5

〒373-0842

太田市細谷町1

〒370-0841

高崎市栄町14－1　高崎イーストセンタービル302

コミュニケーションを大切にして信頼をいただくことに力を注ぎ無

形を有形にする業務を日々行っています

〒370-0841

高崎市栄町22-30

エテルナ高崎はGメッセより徒歩5分にございます。また自社大駐車

場を完備しておりますので大変便利です

医療・介護・福祉・動物医療の広報専門！WEB制作からポスターチ

ラシなど学会開催の告知広報おまかせ！

〒379-0127

安中市磯部1-12-5

(株)優輝

〒371-0843

高崎市柳川町40-4

〒370-0015

高崎市島野町983-1

〒370-0824

高崎市田町74-3

ミュージックシティプロモーション(株)

エテルナ高崎（(株)ライムメンバーズ）

(一社)サイドアットラボ

〒 370-0073

群馬県高崎市緑町4-5-31

〒370-1125

佐波郡玉村町八幡原1834-2
(株)アーチーズ

(株)読売群馬広告社
〒371-0016

前橋市下新田町63

(株)ワイディアオペレーションズ

ホワイトイン高崎

〒370-0818

高崎市赤坂町94

(株)レンタルランド

業種区分 会場・ユニークベニュー

ＰＣＯ（会議等事務局代行）業種区分
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宿泊

企業名 所在地 セールスポイント

セントラルホテル高崎		

ロックハート城
（(株)サンポウ　担当部署：婚礼観光事業本部　観光部）

(株)ワイディアオペレーションズ

ホワイトイン高崎

〒370-0818

高崎市赤坂町94

〒377-0702

吾妻郡高山村5583-1

〒370-0849

高崎市八島町263

・地震に強い免震構造なので、安心・安全！快適なホテルライフを

お過ごしください。		

(株)寿々屋
〒370-0053

高崎市通町49-3

〒371-0855

前橋市問屋町2－2（前橋問屋センター会館内）

高崎卸商社街協同組合

（ビエント高崎）

(有)ティープロダクト

Trattoria e bar IL Girasole

（ﾄﾗｯﾄﾘｱ ｴ ﾊﾞﾙ ｲﾙｼﾞﾗｿｰﾚ）

(株)福一

（担当部署：営業部）

(株)ホテルメトロポリタン高崎

(株)レストランスワン

（スワンパーティサービス）

全室に、料理可能なキッチンといつでも洗濯ができる洗濯機を完

備。中長期宿泊でもご自宅のように寛げます。		

ホテル1-2-3　前橋マーキュリー

〒370-2316

富岡市富岡1757-1

〒370-0046

高崎市江木町298-1

草津温泉　ホテルヴィレッジ

(株)グランビュー ・ ホテルグランビュー高崎

賛光商事(株)　ホテルサンコー７２

舌切雀のお宿　ホテル磯部ガーデン

妙義グリーンホテル＆テラス
〒379-0208

富岡市妙義町菅原2678

宿泊だけでなく、+ゴルフ、+会議、+学会、+イベント等様々な

シーンに敷地内で対応可能です。

充実した館内施設でお客様の様々なニーズに対応致します。伊香保

石段街の上位に位置する立地も魅力です。

MICEの拠点として、JR高崎駅直結という抜群のアクセスと、上質な

おもてなしを提供するシティーホテル

元ホテルオークラ総料理長を迎え入れ、お料理も益々美味しくなり

ました。

「食」と食を取り巻く全てをご提案します。創業57年の地場ネット

ワークを生かし、MICEに貢献します。

〒370-0006

高崎市問屋町2-7

高崎モノリス
〒370-0042

高崎市貝沢町732

JR新前橋駅から徒歩3分の好立地。最大立席で300席の宴会が開催可

能で、49室の宿泊施設があります。

新幹線のターミナルJR高崎駅東口より徒歩3分の好アクセス。ビジ

ネス・観光の拠点として便利な立地です。

草津温泉のブランドに森林浴・三源泉・アミューズメント施設とい

う独自価値をもった森と生きるホテルです。

Ｇメッセより車で15分　高崎市の中心に位置しており、ビジネスか

らレジャーまで便利な立地です。

大規模展示ホール、多目的ホール、大小会議室で様々な用途に対

応！1,000人規模の会食にもご活用を！

〒371-0847

前橋市大友町3-24-1

〒370-0849

高崎市八島町222

〒377-0193

渋川市伊香保町伊香保甲8

日本で唯一、ヨーロッパ古城の移築復元から25年、どこを撮っても

フォトジェニック

老舗ならでは、伊香保温泉名物の「黄金の湯」が、源泉かけ流しで

楽しめます。		

高崎駅より12分、大型バス無料駐車場有り。200名様のご宿泊・

パーティー可能。

舌切雀のお宿。別名「美肌の湯」とも呼ばれる名湯磯部温泉を男女

計4つの大浴場で湯巡りも楽しめます。

〒371-0816

前橋市上佐鳥町460-1

技術研究相談や共同研究等のお問い合わせは、大学ＨＰ内「地域連

携推進センター」をご覧ください。

〒371-0247

前橋市三夜沢町425-1

〒370-0045

高崎市東町3-5

〒377-1793

吾妻郡草津町大字草津618

〒379-0127

安中市磯部1-12-5

JR新前橋駅から徒歩3分の好立地。最大立席で300席の宴会が開催可

能で、49室の宿泊施設があります。

建立770年以上の高崎神社に隣接する高崎の象徴的存在。NOとは言

いません！まずはお問い合わせ下さい！

Ｇメッセ群馬正面から徒歩５分圏内で、着席60名位のパーティ承れ

ます。ご予算伺いの弁当配達も承れます。

自社古民家レストランのパーティから他会場コーディネート・ケー

タリング・仕出し弁当手配お任せください。

高崎駅より徒歩1分、バラエティに富んだ客室は、ビジネス～レ

ジャーまで幅広いニーズにお応えできます。

〒379-0127

安中市磯部1-5-5

赤城山オートキャンプ場

(株)安中サービス

せせらぎの湯　櫻や作右衛門

公立大学法人　前橋工科大学

木本製菓(株)　ホテル ココ・グラン高崎

高崎アーバンホテル

〒370-0815

高崎市柳川町70

古久家

(株)ウイングユー
〒370-0045

高崎市東町241-6

〒377-0102

渋川市伊香保町52

(株)ツドイエ　ホテルラシーネ新前橋

(株)ツドイエ　ホテルラシーネ新前橋
〒371-0844

前橋市古市町1-35-1

〒379-0127

安中市磯部1-5-21

〒370-0849

高崎市八島町58-1

〒370-2131

高崎市吉井町岩崎2179

〒371-0844

前橋市古市町1-35-1

(株)安中サービス

雀のお宿　磯部館

泊まれる学校 　さる小

（一般社団法人猿ヶ京小学校スポーツアカデミー）

〒379-1404

利根郡みなかみ町相俣1744-15

廃校となった小学校をリノベーションした1日1組限定の宿泊施設で

す。貸切なので使い方は無限大。		

(有)柏屋
〒377-0601

吾妻郡中之条町四万4237-1
インセンティブ旅行

業種区分 宿泊
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設営・看板・装飾

企業名 所在地 セールスポイント

(有)オフィスジョナ
〒370-0071

高崎市小八木町1202　松岡ビル３階

(有)クサノ・メディア

妙義グリーンホテル＆テラス
〒379-0208

富岡市妙義町菅原2678

宿泊だけでなく、+ゴルフ、+会議、+学会、+イベント等様々な

シーンに敷地内で対応可能です。

〒371-0043

高崎市下大類町1258

〒371-0831

前橋市小相木町601-7

お花をふんだんに飾ったイベントにしたいなど、お花に関する事な

ら何でもご相談ください。

〒370-0864

高崎市石原町1611-11

(株)オリエンタルジャパン

(株)EGG
〒370-0864

高崎市石原町1978-10

今日的な映像、グラフィックデザイン、写真など一線で活躍中の専

門スペシャリストチームが制作いたします。

〒370-0842

高崎市北双葉町7-22

お客様のニーズにパーフェクトに応える事、そしてそれ以上のポテ

ンシャルを発揮する事を目指しております。		

(株)山木館

マッサージチェア、フィットネスマシン、男性専用大浴場がすべて

無料。コンビニまで至近（４０ｍ）。

(有)ホテルアミューズ富岡
〒370-2316

富岡市富岡245-1

(株)福一

（担当部署：営業部）

(株)石井デザイン事務所

〒370-3517

高崎市引間町123-1

(株)アルファー企画
〒371-0031

前橋市下小出町3-24-4

(有)広告社

コーエィ(株)

（担当部署：E･C事業部）

(株)コーエィ・エージェンシー

(株)五光宇都宮店 前橋支店

群馬県中央園芸(株)

（担当部署：企画開発部）

(株)パークインホテルズ

パークイン高崎

〒371-0022

前橋市千代田町4-20-6

37年の実績と信頼。お客様の本来の価値をデザインし、伝えるを伝

わるに。

〒370-3103

高崎市箕郷町下芝656-2

自社での制作、施工を行っております。お客様のご希望に添えるよ

う誠心誠意対応させて頂きます。

〒371-0846

前橋市元総社町67

〒373-0821

太田市下浜田474-64

〒371-0855

前橋市問屋町2-13-18

〒371-0032

前橋市五代町1103-4

〒370-0845

高崎市新後閑町4-2

朝日企画(株)

(株)アディスミューズ　北関東営業所

社内に各種出力機及び加工機を設備しているので、リクエストに応

じてリアルタイムで販促品を用意出来ます

オーブバルーンアートプラン

充実した館内施設でお客様の様々なニーズに対応致します。伊香保

石段街の上位に位置する立地も魅力です。

大自然の癒しと「美味しい食事療法」を体験できるヘルスツーリズ

ム。自然医学に基づく食養生を提供します。

MICEの拠点として、JR高崎駅直結という抜群のアクセスと、上質な

おもてなしを提供するシティーホテル

地元密着で催事の企画提案から実施運営まで、ぐんラボ！、映像、

デザイン、印刷などをご相談いただけます。

「繁盛請負業」として、総合ディスプレイのプロフェッショナルと

して、皆様のニーズにお答え致します。

〒377-0193

渋川市伊香保町伊香保甲8

元ホテルオークラ総料理長を迎え入れ、お料理も益々美味しくなり

ました。

宿泊・輸送・企画・運営まで主催者様業務に専念できますよう、丁

寧にお手伝いさせていただきます。

〒373-0004

太田市強戸町975-7

〒377-1613

吾妻郡嬬恋村大笹3454-103

「イベント人材」の「困った！」はオリエンタルジャパンへご相談

ください。

浅葱工芸

〒370-0058

高崎市九蔵町31-1

(株)森秋旅館

(有)アド・バルーン

〒373-0821

吾妻郡長野原町川原湯454-91

ペンションすこやか

食養生すこやかの会

(株)ホテルメトロポリタン高崎

ホテル1-2-3　高崎

ホテル1-2-3　前橋マーキュリー

名鉄観光サービス(株)　北関東営業所

〒370-0849

高崎市八島町222

〒370-0841

高崎市栄町2-23

〒371-0847

前橋市大友町3-24-1

広告に関するクライアントのニーズを今の時代にマッチした、企

画・デザインのご提案させて頂きます。

展示会や各種イベントなど、当社１社で必要備品の提供から、会場

施工、運営などが可能です。

創業50年以上、地元企業としての経験を活かし、グループ企業との

連携により幅広い対応が可能です。

ディスプレイやイベント、サインなどの企画・制作・運営までを一

貫してご提供いたします。

華やかさが欲しい場所では バルーンの装飾はとても綺麗に引き立ち

ます。何でもご相談ください。

高崎駅東口から徒歩1分、Ｇメッセ群馬まで徒歩12分。ビジネス・

観光の拠点として是非ご活用ください。

会議・懇親会・温泉・観光と、ビジネスからレジャーまでワンス

トップでご利用頂けます。

源頼朝開湯八〇〇年超の川原湯温泉有する、八ッ場の地で営む八室

の贅沢な御宿です。

〒370-0841

高崎市栄町17-12　プラス5ビル

〒377-0102

渋川市伊香保町伊香保60

泊まれる学校 　さる小

（一般社団法人猿ヶ京小学校スポーツアカデミー）

〒379-1404

利根郡みなかみ町相俣1744-15

廃校となった小学校をリノベーションした1日1組限定の宿泊施設で

す。貸切なので使い方は無限大。		

ひと・コミュニケーションズ(株)
〒371-0015

前橋市三河町１－１－１

業種区分 設営・看板・装飾
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音響・照明・映像

企業名 所在地 セールスポイント

光工芸 (有)
〒378-0001

沼田市戸神町200

イベントの企画から設営・運営に至るまでトータルプロデュースし

ます。ぜひ弊社にお任せください。

〒370-0035

高崎市柴崎町1563

〒370-0831

高崎市あら町129-1　小池ビル201

スウェーデン生まれの紙の新素材「リボード」を使用した展示什

器・用品は、高強度で軽量なエコ商品です。

バンドイベントや講演会、大型スクリーンを使ったイベントも音

響・照明・映像を学んだ学生がお手伝います。

〒379-2304

太田市大原町112-3

(株)studio-DA

(株)高崎イベントサービス
県内在住のスタッフを中心に、きめ細やかなサービス（催事の企

画・運営等）を提供いたします。

(株)モダンアート
〒370 -3531

高崎市足門町837

〒377-0311

渋川市村上3752-7

(株)埼玉シミズ　群馬支店

(株)しみづ農園

社内に各種出力機及び加工機を設備しているので、リクエストに応

じてリアルタイムで販促品を用意出来ます

メイリークリスタル(有)

〒370-0844

高崎市和田多中町11-37

〒370-0841

高崎市栄町14-1　高崎イーストセンタービル8F

〒379-2122

前橋市駒形町1481-1

〒371-0816

前橋市上佐鳥町254-1

(有)ハーティーバルーン

〒370-0015

高崎市島野町890-25

(株)スター商会

(株)セレスポ群馬支店

(有)花のハットリ

ＦＲＰ（強化プラスチックス）1級成形技能士を8名有し、スペシャ

ル集団として様々なニーズに対応します。

(株)若草印刷

（担当部署：営業企画課）

(有)ミックス

(株)有花園

(株)レンタルランド

上武印刷(株)

総合印刷、広告デザインを主とし、様々な手段でお客様の「伝えた

い、届けたい」をサポートします。

インクジェット出力の事でしたら、当社にお問い合わせください。

(株)ひかり工房

フラワーデザインスタジオ　M's palette

（エムズパレット）

(株)プレスタイル

(株)シースリーブレーン

国際的に評価をうけているバルーンアーティストが、いつもとは

違ったイベントを華やかにデザインします。

火打金を再現復刻。大型竹灯篭イルミネーションの立案・制作・設

置。スタッフTシャツ・ジャケット作成

群馬県産の花を使った装飾、イベント、ワークショップ、お土産な

ど、リクエストに応じた提案をいたします。

イベント・式典・展示会のプランニングから会場の設営・運営ま

で、トータルにプロデュースいたします

造園工事のみならず緑に関わる様々な企画施工を行うことができま

す。		

年齢関係なく楽しめるワークショップイベント、会場の花装飾、ア

ロマ演出等対応しています。

企画～製作～施工迄社内一貫作業。だから早い！だから安い！

プランニング、広告、プロモーションなどの立案から、幅広いコン

テンツ制作を提案・実施します。

地域創生事業から地域観光開発事業まで、JR東日本グループが一体

となって支援します。

オリジナルグッズを自社で企画～販売まで一貫して行えます。Ｇ

メッセより大変近く、早急な対応が可能です。

〒370-3501

北群馬郡榛東村大字長岡2068-16

(有)アド・バルーン

アーツ サウンド ビジュアル専門学校
〒371-0006

前橋市石関町136-1

シャルム(株)

(株)ジェイアール東日本企画　高崎支店

〒370-0848

高崎市鶴見町1-1　丸三高崎ビル2FｰA

〒379-2147

前橋市亀里町1073-36

〒371-0835

前橋市前箱田町117-1

〒376-0045

桐生市末広町1-12　末広ビル

〒370-0852

高崎市中居町3-23-22

〒371-0857

前橋市高井町1-26-6　セピアビル３F

(株)北関スクリーン

〒 370-0073

高崎市緑町4-5-31

〒370-3517

高崎市引間町123-1

(株)ニューケミカル
〒370-2467

富岡市原121-1

〒371-0847

前橋市大友町1-13-3

舞台美術や警備業務など、イベントに携わるプロフェッショナルが

揃ったスペシャリスト集団です。

〒370-0821

高崎市新紺屋町6

県内随一の花の入荷量を誇り、様々なニーズにお答えできる、花を

用いた空間装飾のプロ集団です。

〒370-2344

富岡市黒川710-1

基本的にスタジオで体験、実演可能です。映像でみるのと本物は違

いますので気楽に遊びに来てください。

小さな催事サインから大型ステージサイン制作設置。オリジナリ

ティを重視したご提案。記憶に残るモノ創り。

〒370-3104

高崎市箕郷町上芝648-1

〒370-0806

高崎市上和田町8

(株)ティーネットエンタープライズ
〒371-0023

前橋市本町2-2-12　前橋本町スクエアビル5階

コミュニケーションを大切にして信頼をいただくことに力を注ぎ無

形を有形にする業務を日々行っています

イベントの企画から運営管理・施工・実施まで、一貫した流れでプ

ロデュースし、ご提案させて頂きます。

(株)文化店舗
"お客様のご要望にお応えし、店舗改装も手掛けるデザイナーがプロ

の職人と共に会場設営をお手伝い致します。"		

〒370-0069

高崎市飯塚町347-2

(株)マエダスタジオ

業種区分 音響・照明・映像
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印刷・出版

〒379-2154

前橋市天川大島町１０８６-２

映像、グラフィック、ドローン空撮など様々なツールを駆使しクラ

イアントファーストで活動しています。

(株)群電

大渡事業所テクニカルセンター

〒371-0854

前橋市大渡町1-19-6

運用やメンテナンスの相談から、お客様のニーズに沿った幅広いス

ペシャリティーでご希望のシステムを提供。

8hammer（株）（エイトハンマー）
〒370－0073

高崎市緑町4-5-20 糸井HD 緑町第一ビル 5F	

私達が選ばれる理由は「人柄」です。複雑な仕事だからこそ、お客

様を含めたチーム作りを大切にしています。

（合同）NowNever.

ミュージックシティプロモーション(株)
〒371-0843

高崎市柳川町40-4

(有)V-Upトータルプランニング

（Menkoiｶﾞｰﾙｽﾞ事務局）

(株)石井デザイン事務所

群馬テレビ(株)

（担当部署：事業部）

(有)群馬メモリーレコーディング

ケービックス(株)

（担当部署：営業本部　営業企画部）

コーエィ(株)

（担当部署：E･C事業部）

身近なニュース・スポーツ他各番組制作・放送を始め、イベントの

企画・運営、映像制作等もお手伝いします。

仮設舞台資材・音響・照明等機材を全て自社で保有しております。

突発的な状況にも即時に対応できます！

各種イベントの企画・立案から準備・会場設営～当日の運営・お食

事まで幅広くサポート致します！

展示会や各種イベントなど、当社１社で必要備品の提供から、会場

施工、運営などが可能です。

〒379-2151

前橋市下長磯町135-1

今日的な映像、グラフィックデザイン、写真など一線で活躍中の専

門スペシャリストチームが制作いたします。

映像・音響・写真をトータルサポート。ネット配信、セミナー撮

影、ライブ音響、写真撮影、チラシ制作など		

音響・照明・舞台のことならお気軽にご相談ください。

大小にかかわらず、イベント・コンサートのことならお気軽にご相

談ください。

農商工業、観光を県外や海外に向けて「応援アイドル」として、地

域の発展に尽くしたいと活動しております。

〒 370-0073

高崎市緑町4-5-31

(株)ラストイズム

Web・印刷物・映像・PC修理等、無限のアイデアを武器にデザイン

から制作までトータルでご提案！

広告制作・印刷、企画立案、マーケティング等で様々なビジネス

シーンをサポートする総合広告代理店です。

基本的にスタジオで体験、実演可能です。映像でみるのと本物は違

いますので気楽に遊びに来てください。

販促品や演出など、とにかく”お客様第一”を念頭に全ての業務を対

応させて頂きます。

マルチカメラ撮影・収録、映像中継、大型プロジェクター設営など

経験豊富なスタッフがサポート致します。

リコーの画像技術と会議等の運用実績により、企画から設置、運

用、撤収までワンストップで全国対応します。

イベント・式典・展示会のプランニングから会場の設営・運営ま

で、トータルにプロデュースいたします

プランニング、広告、プロモーションなどの立案から、幅広いコン

テンツ制作を提案・実施します。

リコージャパン(株)　群馬支社

(株)レンタルランド

企画～製作～施工迄社内一貫作業。だから早い！だから安い！(株)北関スクリーン

(株)macolab（マコラボ）
〒370-0852

高崎市中居町4-12-2 aoi story 201

(有)おんがくやＳＲ企画
〒371-0843

前橋市新前橋町12-3
フットワークよく、リーズナブルに撮影・録音・編集を行います。

メイリークリスタル(有)

(有)メディアグロース

(株)シースリーブレーン

(株)ジェイ・エヌ・エス

(有)ＺＯＢＩエンタープライズ

(株)トーマス

ハンプトンジャパン(株)

(株)EGG
〒370-0864

高崎市石原町1978-10

〒370-0864

高崎市石原町1611-11

〒379-2314

みどり市笠懸町西鹿田326-4

〒371-0841

前橋市石倉町5－12－12インセンス1Ａ

〒371-0846

前橋市元総社町527-3

(有)ライブフォー

〒371-8548

前橋市上小出町3-38-2

〒377-0008

渋川市渋川1697-8

〒370-0021

高崎市西横手町391-60

〒379-2206

伊勢崎市香林町2-949-2

〒370-0831

高崎市あら町206　あら町センタービル7F

〒374-0011

館林市羽附町1463-1

〒370-0831

高崎市あら町206　あら町センタービル7F

〒371-0855

前橋市問屋町1-10-3

〒371-0032

前橋市五代町1103-4

〒379-2122

前橋市駒形町1481-1

〒371-0857

前橋市高井町1-26-6　セピアビル３F

(株)マエダスタジオ
〒371-0847

前橋市大友町1-13-3

イベントの企画から運営管理・施工・実施まで、一貫した流れでプ

ロデュースし、ご提案させて頂きます。

(株)スタジオアイプ
〒370-1101

佐波郡玉村町藤川153-6

映像演出や光の演出などエンターテイメント演出をご検討される場

合はぜひお声がけください。

〒377-0311

渋川市村上3752-7

音楽関連の展示会やイベント、eスポーツイベント等の音に関わるイ

ベントの際は、弊社製品を使った視聴体験ブースの設置などの対応

が可能なため、ご相談ください。

ダスキンレントオール高崎イベントセンター

（(株)ダスキンカナイ）

〒370-3103

高崎市箕郷町下芝199

実はダスキンはイベントのプロでもあります。お掃除だけでなく、

イベントもダスキンに何でもお任せ下さい。

(株)ドリームエンターテイメント
〒370-3531

高崎市足門町687-1

(株)トクミ
〒370-0044

高崎市岩押町20-1

業種区分 印刷・出版

7of25



企業名 所在地 セールスポイント

(有)オフィスジョナ
〒370-0071

高崎市小八木町1202　松岡ビル３階

(有)クサノ・メディア
〒370-0842

高崎市北双葉町7-22

お客様のニーズにパーフェクトに応える事、そしてそれ以上のポテ

ンシャルを発揮する事を目指しております。		

(株)上毛新聞TR

（担当部署：営業部営業開発課）

(株)studio-DA

〒370-0006

高崎市問屋町2-4-4

ジャーナル印刷(株)

〒370-0864

高崎市石原町1611-11

(有)アド・バルーン
〒370-3517

高崎市引間町123-1

社内に各種出力機及び加工機を設備しているので、リクエストに応

じてリアルタイムで販促品を用意出来ます

(株)石井デザイン事務所

(株)アルファー企画
〒371-0031

前橋市下小出町3-24-4

37年の実績と信頼。お客様の本来の価値をデザインし、伝えるを伝

わるに。

(株)アフェクション
〒370-0073

高崎市緑町2-14-4　エムズビル101

当社リリースのARアプリ『Effectron』は国内のみならず海外からも

注目、称賛されています。		

〒379-2115

前橋市笂井町456-1

富士ゼロックス群馬(株)

〒370-0018

高崎市新保町139－1

(株)ニューズ・ライン群馬支店

〒371-0816

前橋市上佐鳥町254-1

モノづくり分野を中心にさまざまな企業・団体と築き上げたパイ

プ・ネットワークが強みです。

映像・音響・写真をトータルサポート。ネット配信、セミナー撮

影、ライブ音響、写真撮影、チラシ制作など		

(株)スター商会

(有)ＺＯＢＩエンタープライズ

(株)日刊工業新聞社　群馬支局

上武印刷(株)
〒370-0015

高崎市島野町890-25

〒371-0846

前橋市元総社町67

〒373-0804

太田市沖之郷町3284-1

〒370-0044

高崎市岩押町1-7

〒370－0031

高崎市上大類町1033

朝日印刷工業(株)

朝日企画(株)

ento(株)

(株)OGURI

(株)求人ジャーナル

(有)広告社

(株)ジェイアール東日本企画　高崎支店

Funny LAB（ファ二ーラボ）
〒370-0801

高崎市上並榎町595-12-3F

 WEBマーケティングを通じ、今まで不透明だった広告媒体の費用対

効果の「見える化」を実現いたします。

 創業以来印刷を主体に地域の多様なコミュニケーションニーズに卓

越した技術と企画力でお応えしています。

地元密着で催事の企画提案から実施運営まで、ぐんラボ！、映像、

デザイン、印刷などをご相談いただけます。

各種印刷物やホームページなどの原稿作成、デザイン、撮影などを

ワンストップで対応が可能です。

小さい事業所だからできる、きめの細かい対応でお客様のご要望に

お答えしていきたいと思います。

地域創生事業から地域観光開発事業まで、JR東日本グループが一体

となって支援します。

イベント告知をするならぜひご相談下さい。人（主催者様）と人

（ご来場者様）との懸け橋をつくります。

広告に関するクライアントのニーズを今の時代にマッチした、企

画・デザインのご提案させて頂きます。

上毎印刷工業(株)
〒379-2154

前橋市天川大島町 305-1

お客様の販売促進のお手伝いをさせていただける、色々な視野から

の提案をさせていただいております。

〒370-0011

高崎市京目町463-10

県内最大級の広告メディアと1,400人以上の講師陣でイベント、講演

会運営をトータルでサポート致します

主催者や出展者向け、出席者や参加者向け、両方のサービスについ

てご相談を承ります。

(株)中広　群馬支社

NPO法人 ITさぽーとぐんま

様々な人脈や知識を活かした、ワンストップサービス・集客サポー

トまで一生懸命頑張ります！！

新聞社のDNAをもつ、情熱型クリエイティブエージェンシーならで

はの斬新なアイデアで群馬を表現します。

製本会社並みの加工設備も備え、印刷から加工・製本、配送まで一

貫生産でよりスピーディーに対応できます。

〒371-0024

前橋市表町1-24－1

〒379-2151

前橋市下長磯町135-1

〒370-0844

高崎市和田多中町11-37

〒371-0843

前橋市新前橋町17-17

〒371-0846

前橋市元総社町67

〒370-1125

佐波郡玉村町八幡原1834-2

医療・介護・福祉・動物医療の広報専門！WEB制作からポスターチ

ラシなど学会開催の告知広報おまかせ！

〒371-0025

前橋市紅雲町1-3-8　ピアビル１F

情報誌の発行で培った企画、デザイン、編集、ネットワーク力を生

かし、貴社のイベントのサポートをします。

〒371-0831

前橋市小相木町601-7

〒370-0841

高崎市栄町14-1　高崎イーストセンタービル8F

ヒロパックス(株)
〒370-0881

高崎市町屋町835

オリジナル製品に、5種類の「ぐんまちゃんボックス」があります。

群馬県産品を詰めての贈り物に最適です。		

荒瀬印刷(株)
〒370-0077

高崎市上小塙町733-2

(株)アーチーズ

オリジナルグッズを自社で企画～販売まで一貫して行えます。Ｇ

メッセより大変近く、早急な対応が可能です。

(株)トリニティ
〒370-0848

高崎市鶴見町4-5　TRビル

コンベンションの内容やターゲット層に応じたノベルティグッズの

選定・企画提案から製造・アッセンブリまで迅速なワンストップ

サービスを提供いたします。

印刷・出版
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警備・人材派遣

企業名 所在地 セールスポイント

旅行業・旅行代理店

企業名 所在地 セールスポイント

ケービックス(株)

（担当部署：営業本部　営業企画部）

各種イベントの企画・立案から準備・会場設営～当日の運営・お食

事まで幅広くサポート致します！

舞台美術や警備業務など、イベントに携わるプロフェッショナルが

揃ったスペシャリスト集団です。

〒379-0129

安中市下磯部987-1

夏和流前結び【早楽美人】着付け教室
〒370-0816

高崎市常盤町133-1高崎セントラルハイツ

華やかで上品な着物姿の女性が、賓客のお出迎えやイベント会場に

華を添えさせて頂きます。

趣の異なる18の温泉地と世界的なアウトドアスポーツが体験できま

す。		

県内ＭＩＣＥの実績は旅行会社ＮＯ1。宿泊交通から来場者管理や企

画運営までワンストップで対応します。

(株)macolab（マコラボ）
〒370-0852

高崎市中居町4-12-2 aoi story 201

Web・印刷物・映像・PC修理等、無限のアイデアを武器にデザイン

から制作までトータルでご提案！

(株)オリエンタルジャパン
〒371-0855

前橋市問屋町2-13-18

「イベント人材」の「困った！」はオリエンタルジャパンへご相談

ください。

マルキンアド(株)

(株)プレスタイル
〒370-3501

北群馬郡榛東村大字長岡2068-16

〒370-2341

富岡市下黒岩289

〒371-0023

前橋市本町2-2-12　前橋本町スクエアビル5階

ジャパン警備(株)
〒370-0886

高崎市下大島町385-1

〒370-0831

高崎市あら町167　高崎第一生命ビル2Ｆ

〒371-0026

前橋市大手町2-1-1　群馬会館3F

〒370-0073

高崎市緑町3-2-3

〒370-0045

高崎市東町9

〒370-0828

高崎市宮元町212　高崎宮元町ビル3Ｆ

県内在住のスタッフを中心に、きめ細やかなサービス（催事の企

画・運営等）を提供いたします。

(一社)みなかみ町観光協会
〒379-1313

利根郡みなかみ町月夜野1744-1

県内在住のスタッフを中心に、きめ細やかなサービス（催事の企

画・運営等）を提供いたします。

(株)埼玉シミズ　群馬支店

サンヴァーテックス(株)

(株)ゼロワン
〒370-0848

高崎市鶴見町1-1　丸三高崎ビル2FｰA

〒371-0855

前橋市問屋町1-10-3

〒370-0831

高崎市あら町129-1　小池ビル201

〒370-0044

高崎市岩押町1-15

〒370-0848

高崎市鶴見町1-1　丸三高崎ビル2FｰA

ALSOK群馬(株)
群馬県内15カ所に事業所を設け、県全域をカバーしています。群馬

県内での警備は当社にお任せください。

インクジェット出力の事でしたら、当社にお問い合わせください。

(株)ティーネットエンタープライズ

リコージャパン(株)　群馬支社
〒371-0846

前橋市元総社町527-3

リコーの画像技術と会議等の運用実績により、企画から設置、運

用、撤収までワンストップで全国対応します。

(株)若草印刷

（担当部署：営業企画課）

〒370-2344

富岡市黒川710-1

総合印刷、広告デザインを主とし、様々な手段でお客様の「伝えた

い、届けたい」をサポートします。

ブランディングからロゴ・会場設計・WEB・グラフィックまで、デ

ザインをトータルでお任せください。

東朋産業(株) 〒371-0858　前橋市総社町桜ケ丘1225-2 安心と信頼の専門技術でお客様のニーズにお応えします。

〒376-0021

桐生市巴町2-1890-18

(株)近畿日本ツーリスト関東 ぐんま支店

(公財)群馬県観光物産国際協会

(株)群馬バス

（担当部署：経営企画室）

(株)ＪＴＢ 群馬支店

東武トップツアーズ(株) 高崎支店

(株)日本旅行 高崎支店

(株)ボルテックスアーク

本社MICE事業部を中心に全国各地で学会・大会など多数コンサルタ

ント業務の実績がございます。

ネットワークと実績を活かした交通・宿泊の手配はもちろん、会場

手配から企画・演出・運営まで対応します。

〒370-0831

高崎市あら町3-6

貸切バス、トラック、宿泊ホテルやお弁当等の手配などトータルで

請負、企画提案致します！

主催者様の立場に立ち業務を行っています。

〒371-0854

前橋市大渡町2-1-5

イベント時のスタッフ派遣、清掃や警備の業務請負のほか、貴社の

即戦力となる経験豊富な人材を紹介します。

群馬のことなら連絡一本で、物産も観光（旅行斡旋）も承ります。

安全性評価最高の三ツ星認定。プロが選ぶ優良観光バス30選6年連

続入選。東京都内発着の運行も可能です。

(株)高崎イベントサービス

(株)ミツバアビリティ

コミュニケーションを大切にして信頼をいただくことに力を注ぎ無

形を有形にする業務を日々行っています

(株)オフィス・アドバン

（担当部署：第1事業部）

〒376-0013

桐生市広沢町一丁目2789番地

人材を「人財」に・・・オフィス・アドバンは企業の成長をお手伝

いいたします！

(株)グンソー
〒371-0831

前橋市小相木町386-1
幅広いジャンルにスタッフを手配できます。

1997年創業。太陽誘電株式会社（東証1部上場）100%出資の”総合

人材サービス企業”です。

業種区分

業種区分 警備・人材派遣

旅行業・旅行代理店
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建設工事・電気・ガス

企業名 所在地 セールスポイント

情報通信・サービス

企業名 所在地 セールスポイント

(株)群電

大渡事業所テクニカルセンター

〒371-0854

前橋市大渡町1-19-6

運用やメンテナンスの相談から、お客様のニーズに沿った幅広いス

ペシャリティーでご希望のシステムを提供。

(株)群電

大渡事業所テクニカルセンター

〒371-0854

前橋市大渡町1-19-6

運用やメンテナンスの相談から、お客様のニーズに沿った幅広いス

ペシャリティーでご希望のシステムを提供。		

〒370-0841

高崎市栄町1-1　ヤマダ電気本社内１２F

高崎前橋経済新聞（(株)フェイス）
〒371-0805

前橋市南町4-29-1

パブリックとPRの相乗効果に期待！インターネット・紙媒体とも

シームレスな企画を実現いたします。		

(株)倉屋（担当部署：日用品、雑貨卸売部

門・インテリア工事部）

〒370-0007

高崎市問屋町西1丁目4-6

家庭用・業務用の日用雑貨消耗品と室内装飾品は当社にお任せ下さ

い。ニーズに合った商品提案提供が出来ます

上毛新聞社

伊香保温泉と貸切バスの手配はお任せ下さい。小回りの利く手配・

提案致します。国内外の旅行全般取扱可能。

サンセイ電設(株)

(株)breath house

宿泊・輸送・企画・運営まで主催者様業務に専念できますよう、丁

寧にお手伝いさせていただきます。

〒371-0855

前橋市問屋町1-8-4

〒370-0844

高崎市和田多中町11-44

〒370-3521

高崎市棟高町2585-3

県内隅々まで組合員がおり、電気に関する新設、改修、増設にも親

切・丁寧に対応します。

イベント時の電源供給は弊社にお任せください！仮設の照明から、

空調まであらゆる電気工事に対応致します。

(株)ワイ・ジャスト

群馬県電気工事工業組合

ローランド観光(株)

イベントでの家具,ノベルティなどの雑貨や電気工事は当社にお任せ

ください。

勅使河原鉄建(株)
〒370-2461

富岡市上丹生1296-2

(株)サンワ
〒371-0846

前橋市元総社町521-7

プロパンガスは県内最大級の供給ネットワーク。食品は「作り手の

顔が見える」確かなものだけをお届けします

〒377-0005

渋川市有馬1680-1

名鉄観光サービス(株)　北関東営業所

「鉄骨」のことならお任せ下さい。誠心誠意対応させていただきま

す。

(株)アイテク
〒370-0006

高崎市問屋町二丁目４番地の５

各種、イベントや展示会に必要な電気設備工事をニーズに合わせて

対応致します。		

(株)アルファー企画
〒371-0031

前橋市下小出町3-24-4

地域情報サイト運営のノウハウを活かし、ＷＥＢサイト制作から地

元レストランの仕出し手配まで対応します。

お客様のご意見やご要望を集約し、プロ目から企画書を作成し、公

開後の運用まで想定したご提案を行います。

映像・音響・写真をトータルサポート。ネット配信、セミナー撮

影、ライブ音響、写真撮影、チラシ制作など		

ブランディングからロゴ・会場設計・WEB・グラフィックまで、デ

ザインをトータルでお任せください。

〒370-0011

高崎市京目町463-10

〒370－0031

高崎市上大類町1033

〒370-0854

高崎市下之城町177-11　プラス7下之城ビル2F

〒371-0812

前橋市広瀬町3-3-11-B202

〒379-2151

前橋市下長磯町135-1

〒370-2341

富岡市下黒岩289

NPO法人 ITさぽーとぐんま

ヤマダ電機の本社は群馬県。弊社の本社も群馬県。グループの総合

力で各種イベントに対応いたします。		

(株)群馬イートレンド

(株)求人ジャーナル

(株)群馬webコミュニケーション
〒370-0803

高崎市大橋町96-3

(株)シーラスト

(有)ＺＯＢＩエンタープライズ

マルキンアド(株)

〒371-8666

前橋市古市町1-50-21

県内最大の発行部数による情報発信力とネットワークを生かし、各

種イベントの大規模集客に強みがあります。		

〒370-0841

高崎市栄町17-12　プラス5ビル

リコージャパン(株)　群馬支社
〒371-0846

前橋市元総社町527-3

リコーの画像技術と会議等の運用実績により、企画から設置、運

用、撤収までワンストップで全国対応します。

Funny LAB（ファ二ーラボ）

(株)文化店舗
〒370-0069

高崎市飯塚町347-2

"お客様のご要望にお応えし、店舗改装も手掛けるデザイナーがプロ

の職人と共に会場設営をお手伝い致します。"	

イベント告知をするならぜひご相談下さい。人（主催者様）と人

（ご来場者様）との懸け橋をつくります。

様々な人脈や知識を活かした、ワンストップサービス・集客サポー

トまで一生懸命頑張ります！！

〒370-0801

高崎市上並榎町595-12-3F

(有)イマイシステム
〒379-2131

前橋市西善町661-1
県外への出店や、ケータリング依頼等も承ります。

37年の実績と信頼。お客様の本来の価値をデザインし、伝えるを伝

わるに。

WEBマーケティングを通じ、今まで不透明だった広告媒体の費用対

効果の「見える化」を実現いたします。

日高情報システム（株）
〒370-0002

高崎市日高町394-7

業種区分

業種区分 建設工事・電気・ガス

情報通信・サービス
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交通・運輸

企業名 所在地 セールスポイント

飲食店

企業名 所在地 セールスポイント

クリタ食品(株)
〒374-0042

館林市近藤町631-3

県内の観光地・温泉地へ最適な事業者・バスで対応します。バスを

利用する際は是非ご連絡ください。

安全性評価最高の三ツ星認定。プロが選ぶ優良観光バス30選6年連

続入選。東京都内発着の運行も可能です。

木の力、人の力、考える力、自然の力を生かし、人にも環境にも優

しい仕事を目指して歩んでいく会社です。		

各種イベントに関する輸送は豊富な車輌ラインナップと専門知識を

備えた確かな実績の当社にお任せください

〒370-3334

高崎市本郷町121

電動リフト付き大型観光バスもございます。会場までの輸送、観光

等、バスのお仕事はお任せください！

大規模なイベントで多くのタクシーが必要な場合は、約1,500台が所

属する当協会にお声がけください。

矢内運輸(株)
〒370-0024

高崎市八幡原町1998

(株)若草印刷

（担当部署：営業企画課）

〒370-2344

富岡市黒川710-1

(株)上信観光バス
〒370-0064

高崎市芝塚町2033-1

安全、安心、快適をモットーにお客様にご満足いただける会社を目

指しております。

日本中央交通(株)
〒370-0015

高崎市島野町1332

前橋、高崎、富岡、渋川に営業所があり、お客様のニーズに合わせ

様々な車種をご用意してお待ちしております

〒370-0843

高崎市双葉町11-6

〒370-0046

高崎市江木町118-2

〒370-0014

高崎市元島名町691-7

関越交通(株)

(一社)群馬県タクシー協会

〒371-0815

前橋市下佐鳥町455

〒370-0015

高崎市島野町68-113　2F

上信ハイヤー(株)

高崎民間救急サービス

芝浦梱包運輸(株)

エテルナ高崎（(株)ライムメンバーズ）
〒370-0841

高崎市栄町22-30

赤城山オートキャンプ場

(株)荻野屋

(株)オルビス

〒371-0247

前橋市三夜沢町425-1

ローランド観光バス(株)

〒377-0002

渋川市中村字中島608-1

〒379-2166

前橋市野中町588

〒371-0854

前橋市大渡町1-10-7 群馬県公社総合ビル5F

〒370-0073

高崎市緑町3-2-3

〒379-1726

利根郡みなかみ町幸知189-1

創業250余年の歴史を守りつつ革新を続けています。素材や無添加

へのこだわりを大切にしています。

〒370-0015

高崎市島野町983-1

ＥＶへシフトする車社会で、利用者目線のインフラ整備やサービス

提供を行う国内初のＥＶ総合専門店です。

「峠の釜めし」をはじめとした、地域色豊かなお弁当の大量生産に

対応できます。

食材の提案・食品加工の提案・イベントの出店・食品衛生における

情報などを手掛ける企業

安心・安全・スピード配車をモットーに、年間延べ100万人のお客

様が利用しているタクシー会社です。

ライブやスポーツイベント、ドラマ・映画のロケなどで救護サービ

スが必要な時は、高崎民間救急サービスへ！		

日本中央バス(株)

(株)FRENDIX JAPAN

名鉄観光サービス(株)　北関東営業所

群馬県発着の高速バスのパイオニアです！また、貸切バスもぜひお

任せ下さい。

世界で唯一車に荷物と一緒に積載可能なフォーク型のイノリフト。

現場での様々な搬入出業務に役立ちます。

宿泊・輸送・企画・運営まで主催者様業務に専念できますよう、丁

寧にお手伝いさせていただきます。

総合印刷、広告デザインを主とし、様々な手段でお客様の「伝えた

い、届けたい」をサポートします。

〒379-0301

安中市松井田町横川399

貸切バス、トラック、宿泊ホテルやお弁当等の手配などトータルで

請負、企画提案致します！

展示会やイベント、コンベンションの運営をよりスムーズな物流で

トータルサポートしてまいります。

エテルナ高崎はGメッセより徒歩5分にございます。また自社大駐車

場を完備しておりますので大変便利です

名湯伊香保・四万・草津の玄関口のバス会社。少数から60名乗の多

様なバスを保有で、小回りの利くバス会社

〒370-0841

高崎市栄町17-12　プラス5ビル

〒371-0815

前橋市下佐鳥町478

〒377-0005

渋川市有馬1680-1

(株)優輝

(株)ワイ・ジャスト
〒370-0841

高崎市栄町1-1　ヤマダ電気本社内１２F

ヤマダ電機の本社は群馬県。弊社の本社も群馬県。グループの総合

力で各種イベントに対応いたします。		

(株)ボルテックスアーク

ヤマト運輸(株)　群馬主管支店

群馬県バス事業協同組合／

(一社)群馬県バス協会

(株)群馬バス

（担当部署：経営企画室）

(株)角弥

〒379-0129

安中市下磯部987-1

いちごの家
〒 379-1417

利根郡みなかみ町東峯396

谷川岳の雪解け水で育ったいちごです。スムージーやいちごのス

イーツづくりの体験もできます。

(有)柏屋
〒377-0601

吾妻郡中之条町四万4237-1
インセンティブ旅行

業種区分

業種区分 交通・運輸

飲食店
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神田ポンチ軒　　高崎店（（株）ジェメ

ロ）

〒370-0841

高崎市栄町12-3

ミシュランに認められた極上『とんかつ』をご堪能ください。ロー

ストポークのように柔らかでジューシーです

なんもく村のちょっとしたcafé
〒370-2806

甘楽郡南牧村大日向　甲151

農家の古民家を改装。南牧村を知り、好きになっていただけるよう

なメニュー、空間づくりをしています。

Big Mom（ビッグ マム）
〒378-0002

甘楽郡南牧村大日向1102-1

自然豊かな南牧村で、多国籍料理と自家製コッペパンを使ったホッ

トドッグ、コッペサンドをご賞味ください。

〒370-0071

高崎市小八木町1202

自慢の焼肉を使用した配達弁当で、元気・スタミナをお届け致しま

す。		

(株)smiseed（スマイシード）
〒370-0827

高崎市鞘町70-2 702ビル2階

(株)ザイオン

〒370-0053

高崎市通町20-1

一杯麺150g。肉もボリュームがあるお腹いっぱい満足して頂ける

ラーメンです。
上州山賊麺　大大坊

プリオホールディングス(株)

（担当部門:事業開発部）

〒370-2463

富岡市神成131-3

〒370-1201

高崎市倉賀野町2465-4

〒371-0855

前橋市問屋町2-13-2　前橋グリーンマンション1F

〒370-0841

高崎市栄町17-14

(株)原田農園

Trattoria e bar IL Girasole

（ﾄﾗｯﾄﾘｱ ｴ ﾊﾞﾙ ｲﾙｼﾞﾗｿｰﾚ）

根岸物産(株)

crepe Totto（クレープトット）

高崎モノリス

達乃珈琲堂

陶豆屋

日本一（run run ice)

〒370-0073

高崎市緑町1-28-2

高崎ターミナルビル(株)

大甘堂菓子舗

(株)美喜仁 /

 海鮮ダイニング美喜仁館　高崎店

〒370-0849

高崎市八島町222

〒371-0035

前橋市岩神町3-19-13

〒370-2316

富岡市富岡1757-1

〒375-0024

藤岡市藤岡879

〒370-0864

高崎市石原町3235

〒370-0813

高崎市本町73

(株)環境システムズ

(有)グローバルファクトリー

(株)サンフラワー

〒371-0855

前橋市問屋町1-1-1　ＮＦ2ビル3階

〒370-3533

高崎市保渡田町2000

(有)HAPPY　ISLAND

〒370-0042

高崎市貝沢町732

ファームドゥ(株)

〒373-0015

太田市東新町354-3

(株)登利平
〒379-2146

前橋市公田町667-2

「上州御用鳥めし」は群馬県優良物産品の推奨を受けております。

上州群馬の名物をぜひご賞味ください。

ブラジルグリル
〒370-0827

高崎市鞘町63-1

(株)ツドイエ　ホテルラシーネ新前橋
〒371-0844

前橋市古市町1-35-1

JR新前橋駅から徒歩3分の好立地。最大立席で300席の宴会が開催可

能で、49室の宿泊施設があります。

イーサイト高崎の「群馬いろは」では、群馬の逸品や名品を数多く

揃えておりますので、ぜひお越し下さい。

当店は季節に応じた素材を活かし尚且つ地場の素材を使った創作和

菓子を作っております。

当社はISO27001、ISO14001を取得済みで、群馬環境GS事業者にも

認定されています。		

(株)ＴＩＮ’ｚ
〒370-0813

高崎市本町117

県初のグルメバーガーショップとして話題沸騰。大人気のインスタ

映えフルーツサンドウィッチのご賞味を！

(有)虎屋本店
〒375-0024

藤岡市藤岡138
伝統を重んじつつも、和菓子の「進化」に取り組む和菓子店です。

テーマに応じ個性豊かなこだわりのあるアイテムを、体験しながら

お過ごし頂けるイベントをご提案致します。

自社古民家レストランのパーティから他会場コーディネート・ケー

タリング・仕出し弁当手配お任せください。

美味しい麺類は当社にお任せください！

1975年創業。上州牛と上州麦豚を使ったステーキとハンバーグ専門

店を高崎市と前橋市で4店経営。

「おいしい、ヘルシー、たのしい」産地直送の新鮮野菜をはじめ生

産者の顔が見える安心な食をお届けします！

県内の果物狩り、食事、体験、弁当ならお任せください。

県内で最初に食の安心安全5つ星を獲得。本質素材を用いて、全て職

人の手作りによる本格料理を提供します。

〒378-0002

沼田市横塚町1294

〒376-0031　桐生市本町4-78

（高崎店）〒370-0042　高崎市貝沢町1273-1

一笑懸命な接客で、お客様が笑顔になる料理・場所を提供いたしま

す。

豊富なメニューが揃う高崎市で唯一のブラジル料理店。本格的なブ

ラジル料理が手軽な料金で味わえる。

豊富なメニューが自慢です。「グンマクオリティ」地粉の、風味豊

かな香りのクレープが楽しめます。

イベントのお弁当など多くの実績あり。価格などご要望に応じたお

弁当、心を込めてお作りしております。

創業は昭和4年。スイーツから軽食まで幅広く季節に応じたメニュー

に対応いたします。

小さなパスタ屋　マカロニ
〒370-3534

高崎市井出町628-3

Dome Pizza
〒371-0821

前橋市上新田町918-1
県外への出店や、ケータリング依頼等も承ります。

(株)寿々屋
〒370-0053

高崎市通町49-3

The　Test Kitchen M

（ザ テストキッチン エンメ）

〒371-0022

前橋市千代田町4-15-8

イベントの趣旨に合わせて、県産物を使っての商品開発が可能です

ので、ご要望をお聞かせいただければ対応いたします。
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弁当配達・ケータリング

企業名 所在地 セールスポイント

（株）Ｎｅｅｄｓ　（肉の王騎、麺の王

騎）

〒379-2222

伊勢崎市田部井町2－1176－12

肉料理、ラーメンを始め多数のキッチンカー運営を計画していま

す。

(株)smiseed（スマイシード）
〒370-0827

高崎市鞘町70-2 702ビル2階

(株)ザイオン
〒370-0071

高崎市小八木町1202

自慢の焼肉を使用した配達弁当で、元気・スタミナをお届け致しま

す。		

(有)ホテルアミューズ富岡
〒370-2316

富岡市富岡245-1

ホテル1-2-3　前橋マーキュリー

イオンリテール(株)

イオンスタイル高崎駅前

〒370-0849

高崎市八島町46-1

お弁当や飲料・お菓子等、食に関する注文はお任せください　様々

なご要望に対応いたします。

〒370-0002

高崎市日高町437-1

DELIENTZ(株)

(ヤナガワ　ビストロ　ノックス)

(株)寿々屋
〒370-0053

高崎市通町49-3

(有)松邑 「とうふ料理　松邑」

(株)レストランスワン

（スワンパーティサービス）

〒371-0855

前橋市問屋町2－2（前橋問屋センター会館内）

(株)アイエフコーポレーション

（四季膳みやび）

(株)OGURI

(株)おっ鳥弁当本舗

(有)割烹さわ

冠稲荷神社・ティアラグリーンパレス

ケービックス(株)

（担当部署：営業本部　営業企画部）

群馬 SAKE TSUGU
〒379-2133

前橋市中内町255-1

(株)荻野屋
〒379-0301

安中市松井田町横川399

(株)かつみ工房

〒370-0044

高崎市岩押町1-7

麺のまち「うどんの里館林」振興会

(株)みのたけ

〒371-0847

前橋市大友町3-24-1

〒370-0036

高崎市南大類町570

旬の食材を活かした仕出し弁当で、会議やセミナーから慶事・催事

まで幅広く対応します。

〒374-8501

館林市城町1-1

当店は高崎駅から近く、赤城牛、榛名地鶏など厳選された地元食材

にこだわり、お薦めの地酒も揃えております

1万坪の敷地に四季折々の自然の癒しの中でＭＩＣＥを実施すること

でより高い成果が達成されます！

各種イベントの企画・立案から準備・会場設営～当日の運営・お食

事まで幅広くサポート致します！

イベントのお弁当など多くの実績あり。価格などご要望に応じたお

弁当、心を込めてお作りしております。

「峠の釜めし」をはじめとした、地域色豊かなお弁当の大量生産に

対応できます。

〒370-0073

高崎市緑町1-7-8
お客様の声に出来るだけお応えしています。

〒370-0841

高崎市栄町17-14

〒370-0844

高崎市八島町5　井上ビルBF1

〒373-0842

太田市細谷町1

〒371-0855

前橋市問屋町1-10-3

逸品の鶏めし弁当。全国1,000店以上の中でグランプリを受賞したお

弁当をぜひご賞味ください。

〒370-0841

高崎市栄町17-14

小さい事業所だからできる、きめの細かい対応でお客様のご要望に

お答えしていきたいと思います。

群馬の旨い地酒情報ならお任せください。皆さまと地酒、蔵元をお

つなぎします。

(株)サンフラワー

〒372-0025

伊勢崎市東本町107-7

元ホテルオークラ総料理長を迎え入れ、お料理も益々美味しくなり

ました。

手作りとうふと生湯葉を中心に、お客様のご要望に沿った料理をご

用意いたします。

「四季を感じるフレンチ」で世界の美味しさと共にあなたの五感に

響く味わいをお届けいたします。

〒370-0816

高崎市常盤町58-1　ウイング高崎105号

「食」と食を取り巻く全てをご提案します。創業57年の地場ネット

ワークを生かし、MICEに貢献します。

浅間酒造観光センター（浅間酒造(株)）

〒377-1304

（本社）吾妻郡長野原町長野原30-8

（観光センター）吾妻郡長野原町長野原1392-10

～関わる全ての人を幸せにする～ 全ての商品・サービスに真心をそ

えて。

赤城屋
〒370-3511

高崎市金古町363-7

本格炭焼　酉kuku
〒370-0823

高崎市中紺屋町36　コマイビル１F
イベントがあれば飲食ブースで出店したいです。

「里の味」（上州麦豚甘辛炙り焼き弁当）がおすすめです。是非、

一度お試しください。		

〒377-0415

吾妻郡中之条町大字横尾字七日市1368-1

麺屋　福龍
〒370-0053

高崎市通町33

「出張らーめん」はイベントだけでなく、会社、パーティーなどに

もお伺いいたします。ご相談ください。夏はカキ氷メニューも用意

します。

地域外で流通していない邑楽館林産100％小麦粉「百年小麦」で

打ったうどんで来県者をもてなします。

(有)吾妻弁当

The　Test Kitchen M

（ザ テストキッチン エンメ）

〒371-0022

前橋市千代田町4-15-8

イベントの趣旨に合わせて、県産物を使っての商品開発が可能です

ので、ご要望をお聞かせいただければ対応いたします。

業種区分 弁当配達・ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ
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キッチンカー

企業名 所在地 セールスポイント

エムジーフーズ(前橋やきそば横丁みやび)
〒371-0844

前橋市古市町479-3

焼きそばは、他店では余りない7種類を用意しています。お客様との

コミュニケーションを大事にしています。

キッチンカー蔵っCars（キッチンカーく

らっかーず）

〒373-0833

太田市牛沢町183-1

酵素玄米をベースにした各種のオリジナル弁当を販売している県内

唯一のキッチンカーです。

プリオホールディングス(株)

（担当部門:事業開発部）

キッチンカーの事ならお任せください。しっかりとした食事がだせ

るキッチンカーを最大50台ご用意します。

(株)ワイディアオペレーションズ

ホワイトイン高崎

〒370-0818

高崎市赤坂町94

建立770年以上の高崎神社に隣接する高崎の象徴的存在。NOとは言

いません！まずはお問い合わせ下さい！

(株)美喜仁 /

海鮮ダイニング美喜仁館　高崎店

Ｂ級グルメ館

〒370-1201

高崎市倉賀野町41

〒376-0006

桐生市新宿3-13-10

〒370-0046

高崎市江木町298-1

〒370-2316

富岡市富岡1757-1

(株)たつきち

(有)ティープロダクト

Trattoria e bar IL Girasole

（ﾄﾗｯﾄﾘｱ ｴ ﾊﾞﾙ ｲﾙｼﾞﾗｿｰﾚ）

(株)ＴＩＮ’ｚ

〒370-0074

高崎市下小鳥町89-15

「上州御用鳥めし」は群馬県優良物産品の推奨を受けております。

上州群馬の名物をぜひご賞味ください。

(株)Cocolo /

ばくだん焼本舗FC群馬玉村店

〒370-1125

佐波郡玉村町八幡原1755

キッチンカーは予め営業許可証を取得しており、保健所の「臨時営

業許可申請」をする必要はありません。

〒370-0849

高崎市八島町222

「四季を感じるフレンチ」で世界の美味しさと共にあなたの五感に

響く味わいをお届けいたします。

DELIENTZ(株)

(ヤナガワ　ビストロ　ノックス)

〒370-2316

富岡市富岡245-1

〒370-0036

高崎市南大類町570

(株)ホテルメトロポリタン高崎

〒376-0031　桐生市本町4-78

（高崎店）〒370-0042　高崎市貝沢町1273-1

〒376-0034

桐生市東4-5-27

〒373-0015

太田市東新町354-3

〒370-0816

高崎市常盤町58-1　ウイング高崎105号

〒370-0046

高崎市江木町337-6　ｻﾞ･ｼﾞｮｰｼﾞｱﾝﾊｳｽ隣接ｻﾛﾝUK 2F

(株)Solution

〒379-2146

前橋市公田町667-2

〒370-0813

高崎市本町117

県初のグルメバーガーショップとして話題沸騰。大人気のインスタ

映えフルーツサンドウィッチのご賞味を！

地域密着型で主催者に代わって様々な手配を代行します。SMICEは

㈱レストランスワンの子会社です。

イベント、会議でのお弁当は「たかべん」にお申し付けください。

ご要望、ご予算に応じて、用意します。

80余年の伝統を持つ、地元うなぎ専門店が生んだ上品な味わい「と

り重弁当」を是非ご賞味ください。

Ｇメッセ群馬正面から徒歩５分圏内で、着席60名位のパーティ承れ

ます。ご予算伺いの弁当配達も承れます。

自社古民家レストランのパーティから他会場コーディネート・ケー

タリング・仕出し弁当手配お任せください。

(株)登利平

「食」と食を取り巻く全てをご提案します。創業57年の地場ネット

ワークを生かし、MICEに貢献します。

県内で最初に食の安心安全5つ星を獲得。本質素材を用いて、全て職

人の手作りによる本格料理を提供します。

全国のＢ級グルメ（ブランド商品）及び県産オリジナル（自社製

品）の販売

テーマに応じ個性豊かなこだわりのあるアイテムを、体験しながら

お過ごし頂けるイベントをご提案致します。

MICEの拠点として、JR高崎駅直結という抜群のアクセスと、上質な

おもてなしを提供するシティーホテル

手作りとうふと生湯葉を中心に、お客様のご要望に沿った料理をご

用意いたします。
(有)松邑 「とうふ料理　松邑」

(株)レストランスワン

（スワンパーティサービス）

(株)みのたけ
〒370-0002

高崎市日高町437-1

(有)ホテルアミューズ富岡

〒371-0855

前橋市問屋町2－2（前橋問屋センター会館内）

(有)HAPPY　ISLAND

高崎弁当(株)

1975年創業。上州牛と上州麦豚を使ったステーキとハンバーグ専門

店を高崎市と前橋市で4店経営。

〒370-0073

高崎市緑町1-28-2

(株)SMICE

赤城屋
〒370-3511

高崎市金古町363-7

(株)みや里企画工房
〒370-0864

高崎市石原町3267-1

本格炭焼　酉kuku
〒370-0823

高崎市中紺屋町36　コマイビル１F
イベントがあれば飲食ブースで出店したいです。

Dome Pizza
〒371-0821

前橋市上新田町918-1
県外への出店や、ケータリング依頼等も承ります。

谷川岳の雪解け水で育ったいちごです。スムージーやいちごのス

イーツづくりの体験もできます。

上州山賊麺　大大坊
〒370-0053

高崎市通町20-1

一杯麺150g。肉もボリュームがあるお腹いっぱい満足して頂ける

ラーメンです。

The　Test Kitchen M

（ザ テストキッチン エンメ）

〒371-0022

前橋市千代田町4-15-8

イベントの趣旨に合わせて、県産物を使っての商品開発が可能です

ので、ご要望をお聞かせいただければ対応いたします。

いちごの家
〒 379-1417

利根郡みなかみ町東峯396

業種区分 キッチンカー
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飲料製造・販売

企業名 所在地 セールスポイント

小売・卸売

企業名 所在地 セールスポイント

麦カフェ
〒373-0038

太田市城西町62-5

お客様の目を引くフレンチバス仕様。もちもちな生地に甘さ控えめ

のホイップを巻いた美味しいクレープです。

（株）ONE MAKE（エルムンド）
〒370-3114

高崎市箕郷町金敷平４０１

高崎パスタや多国籍料理など、店舗と変わらぬクオリティのテイク

アウト移動販売です。

日本一（run run ice)

(株)Solution
〒370-0074

高崎市下小鳥町89-15

キッチンカーの事ならお任せください。しっかりとした食事がだせ

るキッチンカーを最大50台ご用意します。		

(株)リッキー／NPO法人 みらいサポート

根岸物産(株)

(株)伊藤園　群馬中央支店

〒370 -0824

高崎市田町57-1　太陽生命高崎ビル5階

〒371-0855

前橋市問屋町2-13-2　前橋グリーンマンション1F

〒375-0024

藤岡市藤岡879

〒370-1201

高崎市倉賀野町3045-1

各種イベントにおける飲料について、ご利用者の方が満足いただけ

るご提案を実施いたします。

〒370-0824

高崎市田町74-3

イベント全体の飲食提供や機材などの手配が可能。柔軟な対応が得

意の為、専門分野以外もお任せ。

(株)山都園
〒371-0022

前橋市千代田町2-3-16

茶に関連した地場産業とのコラボレーションから群馬名産の新企画

商品の開発に貢献します。

(株)ティーライフ
〒370-0855

高崎市下佐野町596

Gメッセから弊社まで2.5キロと近いのであらゆる面で利便性があり

ます｡		

陶豆屋

(株)アートこうげつ
〒370－1213

高崎市山名町1512

(株)みのたけ
〒370-0002

高崎市日高町437-1

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ(株)

群馬工場

〒370-0101

伊勢崎市境東新井1301-1

コカ・コーラボトラーズジャパン(株)　群

馬西支店

〒370-0884

高崎市八幡町227

〒370-0864

高崎市石原町3235

(株)ティーライフ
〒370-0855

高崎市下佐野町596

〒370-0849

高崎市八島町46-1

〒370-0813

高崎市本町73

創業は昭和4年。スイーツから軽食まで幅広く季節に応じたメニュー

に対応いたします。

一笑懸命な接客で、お客様が笑顔になる料理・場所を提供いたしま

す。

美味しい麺類は当社にお任せください！

自然、健康、安全を重視した商品を製造。ドリンク、リーフ、自販

機等出来る限りご要望に対応致します。

お弁当や飲料・お菓子等、食に関する注文はお任せください　様々

なご要望に対応いたします。

キリンビール(株)群馬支社
〒370-0841

高崎市栄町4-1 7F

お酒を通して地域の活性化に貢献していきます。お酒や飲料に関す

ることはまずお気軽にご相談ください。

達乃珈琲堂
〒370-3533

高崎市保渡田町2000

Gメッセから弊社まで2.5キロと近いのであらゆる面で利便性があり

ます｡		

アサヒビール(株)群馬支社

蛸一（Bistro T46）
〒371-0857

前橋市高井町一丁目2-8

～いつもいいことアサヒから～お客様の最高の満足のために、お酒

ならではの価値と魅力を創造します。

(有)グローバルファクトリー

豊富なメニューを取り揃えておりますので、お客様の多様な要望に

お応えできます。

イオンリテール(株)

イオンスタイル高崎駅前

小さなパスタ屋　マカロニ
〒370-3534

高崎市井出町628-3

麺屋　福龍
〒370-0053

高崎市通町33

「出張らーめん」はイベントだけでなく、会社、パーティーなどに

もお伺いいたします。ご相談ください。夏はカキ氷メニューも用意

します。

Dome Pizza
〒371-0821

前橋市上新田町918-1
県外への出店や、ケータリング依頼等も承ります。

Ｂ級グルメ館
〒376-0034

桐生市東4-5-27

全国のＢ級グルメ（ブランド商品）及び県産オリジナル（自社製

品）の販売

(株)トピックフーズ（キッチンカー蜃気

楼）

〒379-2133

前橋市中内町325-4

まぜそば専門キッチンカー。全商品が持ち帰り可能。まぜそばは3種

類用意。うち一つは季節感のあるものを提供

業種区分

業種区分 飲料製造・販売

小売・卸売
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コカ・コーラボトラーズジャパン(株)　群

馬西支店

〒370-0884

高崎市八幡町227

〒370-0801

高崎市上並榎町120

〒370-0849

高崎市八島町46-1

〒374-0023

館林市大手町7-18　日栄ビル16-701

(有)グルメフレッシュ・フーズ
〒379 -2152

前橋市下大島町995

crepe Totto（クレープトット）

おクルマに関するトータルカーライフサポートは、イソベモーター

スへお任せください！！

(株)コマックス
〒371-0132

前橋市五代町790-1

群馬県中央園芸(株)

（企画開発部）

こうじや徳茂醸造舗

お花をふんだんに飾ったイベントにしたいなど、お花に関する事な

ら何でもご相談ください。

(株)イソベ

〒370-0035

高崎市柴崎町1563

〒379-2114

前橋市上増田町318-2

〒370-0016

高崎市矢島町757-6

〒371-0043

高崎市下大類町1258

〒371-0018

前橋市三俣町1-19-20

お弁当や飲料・お菓子等、食に関する注文はお任せください　様々

なご要望に対応いたします。

睡眠にフォーカスした製品、生活習慣の改善については当社にお任

せください！

1930年創業、伝統技術を継承し新しい文化へチャレンジします、日

本の縁起物高崎だるま

国産の原料を主に群馬の野菜を漬物にして昔ながらにじっくりと味

噌漬やたまり漬を作っております。

食材の提案・食品加工の提案・イベントの出店・食品衛生における

情報などを手掛ける企業

群馬らしさを強調し開発した「シルク　デ　スマイル」。お肌に優

しく蒟蒻の様な質感の洗顔石鹸

プロパンガスは県内最大級の供給ネットワーク。食品は「作り手の

顔が見える」確かなものだけをお届けします

四季の和菓子と豊 富な品揃えで贈答用から気軽なお土産など、用途

に合わせ選ぶことができます。

(株)サンワ
〒371-0846

前橋市元総社町521-7

江木食品工業(株)

キリブチ製麺
〒370-2452

富岡市一ノ宮336-6

榎田醸造(有)

(株)オルビス

豊富なメニューが自慢です。「グンマクオリティ」地粉の、風味豊

かな香りのクレープが楽しめます。

〒377-0423

吾妻郡中之条町伊勢町855

〒374-0042

館林市近藤町631-3

(株)今井だるま店NAYA

〒370-0046

高崎市江木町1231

近藤酒造(株)
〒376-0101

みどり市大間々町大間々1002

男の酒、赤城山は、端麗、辛口。飲み味がスッキリとして飽きがこ

ない。まさに、「男の酒」です。		

イオンリテール(株)

イオンスタイル高崎駅前

(株)idea

今では数少ない手仕事によるこだわりの「味噌・こうじ」を是非お

試し下さい。

群馬県地産地消協力企業並びに群馬県優良県産品「田舎梅、白加賀

梅、干し小梅」の認定を受けております。

(有)菓心 たつや
〒370-0075

高崎市筑縄町6-5

(有)岡村鞄製作所
〒370-0805

高崎市台町4-16

腸活で注目される発酵飲料・食品の品揃えが豊富です。社会活動と

して「健康教室」も活発に開催しています

群馬県産100％の地粉を使った「まぜまぜカップ」シリーズは、類

似品がなく、お土産に最適です。

スイーツに代わるお土産として、アウトドア・バーベキューに喜ば

れる味付けホルモンを是非ご利用ください。

各種イベントにおける飲料について、ご利用者の方が満足いただけ

るご提案を実施いたします。

老舗三俣せんべい(株)

(福)しののめ会 とも

〒370-0871

高崎市上豊岡町78

〒371-0035

前橋市岩神町2-1-1

〒370-3334

高崎市本郷町121

〒371-0022

前橋市千代田町4-1-5

(株)三美堂

オーブバルーンアートプラン

(株)しみづ農園

銃ケース製造販売が祖業。その技を生かし、鞄、革小物、和袋物等

を昔からの道具を使って製作しています。

(有)関東工業開発

こんにゃくパーク

（（株）ヨコオデイリーフーズ）

〒370-2202

甘楽郡甘楽町小幡204-1

来場されたお客様へ群馬らしい観光施設として工場見学＆バイキン

グが楽しめます。

うつわの事なら弊社にお任せください。伝統産業の和食器の良さを

活かし『～ならでは』の製品を提供します。

群馬ならではの「おせんべい」のお土産品を取り揃えてます。

チーズケーキは、事業開始以来3億円を超える売り上げがあり、地域

の皆様に好評です。

〒373-0004

太田市強戸町975-7

(株)群馬県食肉卸売市場
〒370-1104

佐波郡玉村町大字上福島1189

上州牛と上州麦豚の販売。料金に合わせてオーダーカットしたギフ

トも提供可能。揚げたての惣菜も人気。

〒370-2463

富岡市神成131-3

群馬ヤクルト販売(株)
〒371-0857

前橋市高井町1-7-1

クリタ食品(株)

(株)ＯＰＡ　高崎オーパ
〒370-0849

高崎市八島町46-1

北関東エリア最大級のファッションビル。高崎駅を訪れる皆さまに

心地よく過ごしてい ただける空間です。

〒379-1726

利根郡みなかみ町幸知189-1

創業250余年の歴史を守りつつ革新を続けています。素材や無添加

へのこだわりを大切にしています。

(株)倉屋（担当部署：日用品、雑貨卸売部

門・インテリア工事部）

〒370-0007

高崎市問屋町西1丁目4-6

家庭用・業務用の日用雑貨消耗品と室内装飾品は当社にお任せ下さ

い。ニーズに合った商品提案提供が出来ます

菓心処　信濃屋嘉助
〒370-2804

甘楽郡南牧村磐戸160

森林のお炭つき饅頭（97円）は、炭入りの皮の中に上品な甘さのあ

んとコクのあるチーズが入っています。

華やかさが欲しい場所では バルーンの装飾はとても綺麗に引き立ち

ます。何でもご相談ください。

(株)角弥
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下仁田ファーム・小金沢農園
〒371-2603

甘楽郡下仁田町馬山3672-1

下仁田町認定・下仁田葱の会会員の伝統栽培農家です。1年以上かけ

て作る本場の下仁田葱をご賞味ください。

(株)BMZ
〒379-1315

利根郡みなかみ町上津1093-4

BMZ 高機能インソールは日本国内外の多くのトップアスリートに愛

用され、その活躍に貢献しています。

〒370-0814

高崎市嘉多町15-5

(有)シーフッドケイ
〒370-2331

富岡市富岡1370-8

手作りで少量生産もOK。ゴルフコ ンペ商品も対応します。ドライ

アイス業務＆小売りも対応致します。		

(有)トチギヤ

(株)STONE CLOUD

(有)高崎包装

株)ビューサービス

（パティスリー　リアン）

軍鶏の血統を引いた純国産の上州地鶏を100％使用した唯一無二の

旨味の「そぼろ」と「ラーメン」です

〒379-2203

伊勢崎市曲沢町361-8

只今、綺麗で大きく出来る花綿菓子機と当社オリジナル綿菓子用カ

ラーザラメ6色が人気沸騰中です。

〒371-0854

前橋市大渡町1-9-8　日神パレステージ前橋404

(有)中村染工場

日本一（run run ice)

(株)高崎高島屋

日本ピアノホールディング（株）

（ピアノプラザ群馬）

〒370-0007

高崎市問屋町西一丁目3-10

国際的に評価をうけているバルーンアーティストが、いつもとは

違ったイベントを華やかにデザインします。

〒370-2316

富岡市富岡1-1

Gメッセから弊社まで2.5キロと近いのであらゆる面で利便性があり

ます｡		

〒376-0034

桐生市東4-5-27

〒371-0835

前橋市前箱田町117-1

〒371-0855

前橋市問屋町1-9-7

〒370-0861

高崎市八千代町1-3-3

〒370-0836

高崎市若松町92

全国のＢ級グルメ（ブランド商品）及び県産オリジナル（自社製

品）の販売

イベントでの家具,ノベルティなどの雑貨や電気工事は当社にお任せ

ください。

イベント・キャンペーン用のオリジナル菓子や観光土産の企画、開

発等様々なニーズにお応えします。

全国に販売拠点を持ち、取扱額の拡大と豊富な協力会社のもと多様

なニーズにお応えし、満足度を高めます。

イーサイト高崎の「群馬いろは」では、群馬の逸品や名品を数多く

揃えておりますので、ぜひお越し下さい。

富岡製糸場とともに歴史と伝統をつなぐ富岡シルクは、富岡産の繭

だけで作る唯一無二の純国産シルクです。

革靴・運動靴・安全靴など様々な種類の靴を取り扱っていますの

で、ご要望にそった商品をご提案します。

林業県群馬県産のスギ、ヒノキ、カラマツ材を利用した製品づくり

を促進しています。

〒370-0849

高崎市八島町222

〒370-0831

高崎市あら町233　ドルチェヴィータ高崎2F

〒370 -0006

高崎市問屋町2-3-7

焼菓子でありながらまるで生チョコのような半生新食感。可愛らし

い形のガトーショコラがギフトとして人気。

〒370-0816

高崎市常盤町40

伝統工芸士が昔ながらの技法でつくる情感豊かな手ぬぐいの風合い

をお楽しみください。

〒370－8565

高崎市旭町45

創業は昭和4年。スイーツから軽食まで幅広く季節に応じたメニュー

に対応いたします。

〒371-0813

前橋市後閑町352-2

〒370-0813

高崎市本町73

〒371-0857

前橋市高井町1-6

〒370-3521

高崎市棟高町2585-3

(有)西沢商店

(株)春木堂

(有)ハーティーバルーン

Ｂ級グルメ館

(株)breath house

(有)虎屋本店
〒375-0024

藤岡市藤岡138

農業生産法人(有)ヤバタファーム
会長矢端春雄は篤農家に授与される「船津賞」を受賞。お餅は前橋

市のブランド「赤城の恵」の認定を取得。

お客様の音楽や楽器に関する疑問やご相談には何でも解決策をお出

しすることをモットーにしております。

高崎の地に開業以来、地域に根ざした商品・サービスを提供し続け

る信用と信頼の髙島屋に、ご用命ください。

タオル、だるま等ご希望に沿って企画・製造致します。県内の隠れ

た逸品をご紹介できるよう心掛けています。

〒370-0046

高崎市江木町588-2

達乃珈琲堂
〒370-3533

高崎市保渡田町2000

ファームドゥ(株)
〒371-0855

前橋市問屋町1-1-1　ＮＦ2ビル3階

「おいしい、ヘルシー、たのしい」産地直送の新鮮野菜をはじめ生

産者の顔が見える安心な食をお届けします

(有)高橋与商店
〒371-0843

前橋市新前橋町26-5

群馬のお酒は当店へお任せください。限定流通の地酒も多数お取り

扱いしております。地方発送承ります

ごみ袋、容器・包装材に限らず、イベント・展示会用品を一堂に取

り揃えております。実店舗で確認できます。		

(株)ティーライフ

新進物産(株)

(株)ＪＴＢ商事　高崎営業所

高崎ターミナルビル(株)

〒370-0855

高崎市下佐野町596

(有)鳥甚（鳥専門店とりじん）

伝統を重んじつつも、和菓子の「進化」に取り組む和菓子店です。

富岡シルクブランド協議会

(株)トリオ

(株)シャープドキュメント富士
〒371-0023

前橋市本町2-12-2　富士オートビル6階

シャープ複合機レンタルを取扱っています。ご予算に応じたプラン

をご用意しておりますので、ご検討下さい。

(有)花のハットリ
〒370-0821

高崎市新紺屋町6

県内随一の花の入荷量を誇り、様々なニーズにお答えできる、花を

用いた空間装飾のプロ集団です。

小さなパスタ屋　マカロニ
〒370-3534

高崎市井出町628-3

田村果樹園
〒370-2202

甘楽郡甘楽町小幡1221

食の安全にまじめに取り組み、食べた方が幸せで笑顔になれるよう

なものを提供できるよう努めています。		
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文化・観光

企業名 所在地 セールスポイント

丸山製作所
〒378-0012

沼田市沼須町215

完成度の高さが自慢の大型鉄道模型メーカーです。子供も大人も

乗って楽しめる乗車会が好評です。

〒378-0005

沼田市久屋原町143-3

パスタの街たかさきを求めて高崎に来訪された方に対して、高崎市

産きぬの波100％でおもてなしできます。

赤城山オートキャンプ場
〒371-0247

前橋市三夜沢町425-1

〒370-0806

高崎市上和田町8

群馬県産の花を使った装飾、イベント、ワークショップ、お土産な

ど、リクエストに応じた提案をいたします。

浅間酒造観光センター（浅間酒造(株)）

(株)大和屋

～関わる全ての人を幸せにする～ 全ての商品・サービスに真心をそ

えて。

1万坪の敷地に四季折々の自然の癒しの中でＭＩＣＥを実施すること

でより高い成果が達成されます！

草津温泉のブランドに森林浴・三源泉・アミューズメント施設とい

う独自価値をもった森と生きるホテルです。

群馬県在住の高度外国人材を活用し、市町村や観光協会、企業様と

ともにインバウンド観光振興を行ってます。

召し上がるお客様に感動していただけるよう、日々美味しい商品

（餃子・焼売等）を製造しております。

〒370-0827

高崎市鞘町20-1　鞘町ビル1D

〒370-0841

高崎市栄町14-1　高崎イーストセンタービル302

〒371-0026

前橋市大手町2-1-1　群馬会館3F

〒370-8501

高崎市高松町35-1

〒370-1301

高崎市新町1207

〒377-1304

（本社）吾妻郡長野原町長野原30-8

（観光センター）吾妻郡長野原町長野原1392-10

〒370-0075

高崎市筑縄町66-22

群馬のことなら連絡一本で、物産も観光（旅行斡旋）も承ります。

地域に根ざした日本を代表するオーケストラとして、本物の音楽の

感動をお届けいたします！

群馬県を拠点とする洋菓子メーカーとして多種多彩な洋菓子で県外

からのお客様をおもてなし致します。

勝見会
〒370-0836

高崎市常盤町133-1　高崎セントラルハイツ207号

海外や国立劇場などの一流舞台にも出演する代表者は、斬新な発想

と舞台企画・演出に定評があります。

Mikke（ミッケ）
〒370-0031

高崎市上大類町1358-8

大学講師でもあるアナウンサーは県内では唯一。人脈の多さが信頼

と実績を証明します。私の声にお任せを！

冠稲荷神社・ティアラグリーンパレス

草津温泉　ホテルヴィレッジ

グローリーハイグレイス(有)

（担当部署：Spectrum事業部）

(公財)群馬県観光物産国際協会

(公財)群馬交響楽団

(株)原田・ガトーフェスタハラダ

〒373-0842

太田市細谷町1

〒377-1793

吾妻郡草津町大字草津618

(株)有花園

(株)山都園
〒371-0022

前橋市千代田町2-3-16

〒379-2153

前橋市上大島町2-1
(株)みまつ食品

オリジナル珈琲のブレンドから卸売、PB商品開発、カフェ開業のお

手伝い等、珈琲に関する全般を承ります。

(株)北毛久呂保
〒375-0017

藤岡市篠塚579-3

【うまい・楽しい・面白い】

 「これが、こんにゃく」こんにゃくで感動を与えます。

(有)丸エイ食品
〒371-0813

前橋市後閑町352-2
 大手メーカーにはない創作チョコレートが喜ばれています。

(有)ミックス
〒370-3104

高崎市箕郷町上芝648-1

火打金を再現復刻。大型竹灯篭イルミネーションの立案・制作・設

置。スタッフTシャツ・ジャケット作成

茶に関連した地場産業とのコラボレーションから群馬名産の新企画

商品の開発に貢献します。

〒370-2202

甘楽郡甘楽町小幡204-1

来場されたお客様へ群馬らしい観光施設として工場見学＆バイキン

グが楽しめます。

ＣＳデジタルアートワークス

吉田製麺

雪国アグリ(株)

大泉観光協会

〒370-0517

邑楽郡大泉町西小泉4-11-22

ブラジリアンプラザ1階 日本定住資料館内

様々な国の「人と交流」「食を味わう」「商品を買い物」など、異

文化体験を提供します！！

(株)サカエ　鬼石工場・東平井工場
（鬼石工場）〒370-1401　藤岡市鬼石239

（東平井工場）〒375-0043　藤岡市東平井1410-1

自社ブランドの糖尿病検査用分析装置、血液等を使った分析装置等

（ＯＥＭ）の現場見学できます。

勅使河原鉄建(株)
〒370-2461

富岡市上丹生1296-2

 「鉄骨」のことならお任せ下さい。誠心誠意対応させていただきま

す。

〒377-0702

吾妻郡高山村中山6464-62-1

(有)名月堂
〒379 -0127

安中市磯部1-13-3

創業より現在まで昔作りのレシピに基づき群馬県産の小麦粉や鹿児

島産の砂糖など材料にこだわり製造している

オリジナリティのある付加価値を付けた「こんにゃくゼリー」のプ

ライベートブランド商品製造を承ります。

こんにゃくパーク

（（株）ヨコオデイリーフーズ）

(株)ミトモ
〒370-0013

高崎市萩原町424-6

屋台出店の場合は焼きまんじゅうだけでなく焼きそばなどのメ

ニューも提供しています。焼きまんじゅうメーカーが提供する作り

たて焼きまんじゅうの味をお楽しみください。家で楽しめる「焼き

まんじゅうセット」も用意しています。

あなたのビジネスをクリエイティブにサポートいたします！是非、

お気軽にご連絡ください。		

業種区分 文化・観光
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土産・ノベルティ

企業名 所在地 セールスポイント

(株)アートこうげつ
〒370－1213

高崎市山名町1512

近藤酒造(株)
〒376-0101

みどり市大間々町大間々1002

男の酒、赤城山は、端麗、辛口。飲み味がスッキリとして飽きがこ

ない。まさに、「男の酒」です。		

〒377-0702

吾妻郡高山村5583-1

〒371-0035

前橋市岩神町2-1-1

群馬県地産地消協力企業並びに群馬県優良県産品「田舎梅、白加賀

梅、干し小梅」の認定を受けております。

メディアにも数多く取り上げられ、今、一番ノリに乗ってる前衛的

実力派こんにゃく屋です！

日本で唯一、ヨーロッパ古城の移築復元から25年、どこを撮っても

フォトジェニック

国産の原料を主に群馬の野菜を漬物にして昔ながらにじっくりと味

噌漬やたまり漬を作っております。

「峠の釜めし」をはじめとした、地域色豊かなお弁当の大量生産に

対応できます。

小さい事業所だからできる、きめの細かい対応でお客様のご要望に

お答えしていきたいと思います。

食材の提案・食品加工の提案・イベントの出店・食品衛生における

情報などを手掛ける企業

ロックハート城
（(株)サンポウ　担当部署：婚礼観光事業本部　観光部）

群馬らしさを強調し開発した「シルク　デ　スマイル」。お肌に優

しく蒟蒻の様な質感の洗顔石鹸

〒371-0132

前橋市五代町790-1

〒378-0072

沼田市中発知町1455

～関わる全ての人を幸せにする～ 全ての商品・サービスに真心をそ

えて。

(株)オルビス

(有)関東工業開発

浅間酒造観光センター（浅間酒造(株)）

榎田醸造(有)

(株)荻野屋

(株)OGURI

〒377-1304

（本社）吾妻郡長野原町長野原30-8

（観光センター）吾妻郡長野原町長野原1392-10

〒379-0301

安中市松井田町横川399

〒370-0044

高崎市岩押町1-7

〒379 -2152

前橋市下大島町995

スイーツに代わるお土産として、アウトドア・バーベキューに喜ば

れる味付けホルモンを是非ご利用ください。

群馬県産100％の地粉を使った「まぜまぜカップ」シリーズは、類

似品がなく、お土産に最適です。

(有)菓心 たつや
〒370-0075

高崎市筑縄町6-5

(株)ザスパ　ザスパクサツ群馬

上州牛と上州麦豚の販売。料金に合わせてオーダーカットしたギフ

トも提供可能。揚げたての惣菜も人気。

群馬 SAKE TSUGU
〒379-2133

前橋市中内町255-1

群馬の旨い地酒情報ならお任せください。皆さまと地酒、蔵元をお

つなぎします。

〒371-0026

前橋市大手町2-1-1　群馬会館3F

こんにゃくパーク

（（株）ヨコオデイリーフーズ）

〒370-2202

甘楽郡甘楽町小幡204-1

来場されたお客様へ群馬らしい観光施設として工場見学＆バイキン

グが楽しめます。

こんにゃく工房　迦しょう

(公財)群馬県観光物産国際協会

(株)コマックス

クリタ食品(株)
〒374-0042

館林市近藤町631-3

大泉観光協会

〒370-0517

邑楽郡大泉町西小泉4-11-22

ブラジリアンプラザ1階 日本定住資料館内

様々な国の「人と交流」「食を味わう」「商品を買い物」など、異

文化体験を提供します！！

(有)かわば
〒378-0102

利根郡川場村大字川場湯原2715-1

米・食味分析鑑定コンクール国際大会において10回金賞受賞の「雪

ほたか」と川場村産うるち米のみを使用

キリブチ製麺
〒370-2452

富岡市一ノ宮336-6

〒370-3334

高崎市本郷町121

〒371-0022

前橋市千代田町4-1-5

(株)角弥
〒379-1726

利根郡みなかみ町幸知189-1

創業250余年の歴史を守りつつ革新を続けています。素材や無添加

へのこだわりを大切にしています。

(株)群馬県食肉卸売市場
〒370-1104

佐波郡玉村町大字上福島1189

銃ケース製造販売が祖業。その技を生かし、鞄、革小物、和袋物等

を昔からの道具を使って製作しています。

〒371-0022

前橋市千代田町4-12-4

(有)グルメフレッシュ・フーズ

群馬のことなら連絡一本で、物産も観光（旅行斡旋）も承ります。

四季の和菓子と豊 富な品揃えで贈答用から気軽なお土産など、用途

に合わせ選ぶことができます。

(株)今井だるま店NAYA
〒370-0871

高崎市上豊岡町78

1930年創業、伝統技術を継承し新しい文化へチャレンジします、日

本の縁起物高崎だるま

(有)岡村鞄製作所
〒370-0805

高崎市台町4-16

〒370-0077

高崎市上小塙町733-2
荒瀬印刷(株)

菓心処　信濃屋嘉助
〒370-2804

甘楽郡南牧村磐戸160

森林のお炭つき饅頭（97円）は、炭入りの皮の中に上品な甘さのあ

んとコクのあるチーズが入っています。

いちごの家
〒 379-1417

利根郡みなかみ町東峯396

谷川岳の雪解け水で育ったいちごです。スムージーやいちごのス

イーツづくりの体験もできます。

業種区分 土産・ノベルティ
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プロパンガスは県内最大級の供給ネットワーク。食品は「作り手の

顔が見える」確かなものだけをお届けします

(有)トチギヤ
〒379-2203

伊勢崎市曲沢町361-8

只今、綺麗で大きく出来る花綿菓子機と当社オリジナル綿菓子用カ

ラーザラメ6色が人気沸騰中です。

(株)STONE CLOUD
〒370-0827

高崎市鞘町20-1　鞘町ビル1D

パスタの街たかさきを求めて高崎に来訪された方に対して、高崎市

産きぬの波100％でおもてなしできます。

(株)サンワ
〒371-0846

前橋市元総社町521-7

〒371-0018

前橋市三俣町1-19-20

〒371-0857

前橋市高井町1-6

〒370-0831

高崎市あら町233　ドルチェヴィータ高崎2F

〒370-0021

高崎市西横手町391-60

〒370-0844

高崎市和田多中町11-37

〒370－8565

高崎市旭町45

うつわの事なら弊社にお任せください。伝統産業の和食器の良さを

活かし『～ならでは』の製品を提供します。

伝統工芸士が昔ながらの技法でつくる情感豊かな手ぬぐいの風合い

をお楽しみください。

(有)鳥甚（鳥専門店とりじん）
〒370-0814

高崎市嘉多町15-5

軍鶏の血統を引いた純国産の上州地鶏を100％使用した唯一無二の

旨味の「そぼろ」と「ラーメン」です

(株)Solution
〒370-0074

高崎市下小鳥町89-15

農業生産法人(有)ヤバタファーム
〒371-0813

前橋市後閑町352-2

会長矢端春雄は篤農家に授与される「船津賞」を受賞。お餅は前橋

市のブランド「赤城の恵」の認定を取得。

高崎ターミナルビル(株)

田村製菓(有)

富岡シルクブランド協議会

(株)ナグモ

(有)西沢商店

根岸物産(株)

〒370-0849

高崎市八島町222

〒379-0135

安中市郷原255-2

〒370-2316

富岡市富岡1-1

伝統を重んじつつも、和菓子の「進化」に取り組む和菓子店です。

(有)高橋与商店
〒371-0843

前橋市新前橋町26-5

群馬のお酒は当店へお任せください。限定流通の地酒も多数お取り

扱いしております。地方発送承ります

(株)高崎高島屋

(株)土屋合成

群馬名物・磯部煎餅を利用したオリジナルお菓子に自信がありま

す！

〒375-0024

藤岡市藤岡879

〒373-0819

太田市新島町269-7

(有)虎屋本店

(有)中村染工場
〒370-0816

高崎市常盤町40

〒370-0801

高崎市上並榎町120

富岡製糸場とともに歴史と伝統をつなぐ富岡シルクは、富岡産の繭

だけで作る唯一無二の純国産シルクです。

ぐんまちゃんグッズ他、群馬のお土産（雑貨類）取扱多数！イベン

ト限定グッズや記念品も製作いたします！

タオル、だるま等ご希望に沿って企画・製造致します。県内の隠れ

た逸品をご紹介できるよう心掛けています。

美味しい麺類は当社にお任せください！

〒378-0005

沼田市久屋原町203

〒370-0861

高崎市八千代町1-3-3

弊社エステ事業部の専属エスティシャンが会場に出向き、コンベン

ション開催中の疲れを癒やします!!

群馬ならではの「おせんべい」のお土産品を取り揃えてます。

イベント・キャンペーン用のオリジナル菓子や観光土産の企画、開

発等様々なニーズにお応えします。

全国に販売拠点を持ち、取扱額の拡大と豊富な協力会社のもと多様

なニーズにお応えし、満足度を高めます。

広告制作・印刷、企画立案、マーケティング等で様々なビジネス

シーンをサポートする総合広告代理店です。

オリジナルグッズを自社で企画～販売まで一貫して行えます。Ｇ

メッセより大変近く、早急な対応が可能です。

イーサイト高崎の「群馬いろは」では、群馬の逸品や名品を数多く

揃えておりますので、ぜひお越し下さい。

高崎の地に開業以来、地域に根ざした商品・サービスを提供し続け

る信用と信頼の髙島屋に、ご用命ください。

〒370-2451

富岡市宇田22-2

ノベルティの定番。名入りやロゴ入りボールペン100本程度からお

つくりします。お気軽にご相談下さい。

〒375-0024

藤岡市藤岡138

(有)シーフッドケイ
〒370-2331

富岡市富岡1370-8

手作りで少量生産もOK。ゴルフコ ンペ商品も対応します。ドライ

アイス業務＆小売りも対応致します。		

上毎印刷工業(株)
〒379-2154

前橋市天川大島町 305-1

お客様の販売促進のお手伝いをさせていただける、色々な視野から

の提案をさせていただいております。

老舗三俣せんべい(株)

新進物産(株)

(株)ＪＴＢ商事　高崎営業所

(株)ジェイ・エヌ・エス

(株)スター商会

キッチンカーの事ならお任せください。しっかりとした食事がだせ

るキッチンカーを最大50台ご用意します。		

(有)ザ型屋ドットコム

ＣＳデジタルアートワークス

(株)三美堂

〒377-0702

吾妻郡高山村中山6464-62-1

あなたのビジネスをクリエイティブにサポートいたします！是非、

お気軽にご連絡ください。		

(株)ドリームエンターテイメント
〒370-3531

高崎市足門町687-1

(株)トクミ
〒370-0044

高崎市岩押町20-1

音楽関連の展示会やイベント、eスポーツイベント等の音に関わるイ

ベントの際は、弊社製品を使った視聴体験ブースの設置などの対応

が可能なため、ご相談ください。

田村果樹園
〒370-2202

甘楽郡甘楽町小幡1221

食の安全にまじめに取り組み、食べた方が幸せで笑顔になれるよう

なものを提供できるよう努めています。		

(株)トリニティ
〒370-0848

高崎市鶴見町4-5　TRビル

コンベンションの内容やターゲット層に応じたノベルティグッズの

選定・企画提案から製造・アッセンブリまで迅速なワンストップ

サービスを提供いたします。
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体験

企業名 所在地 セールスポイント

焼菓子でありながらまるで生チョコのような半生新食感。可愛らし

い形のガトーショコラがギフトとして人気。

光工芸 (有)
〒378-0001

沼田市戸神町200

スウェーデン生まれの紙の新素材「リボード」を使用した展示什

器・用品は、高強度で軽量なエコ商品です。

Baron
〒371-0032

前橋市若宮町1-14-22

群馬県の特色や素材を生かしたお菓子を製造しております。県外の

お土産にも最適な商品です。

(株)BMZ
〒379-1315

利根郡みなかみ町上津1093-4

BMZ 高機能インソールは日本国内外の多くのトップアスリートに愛

用され、その活躍に貢献しています。

〒370 -0006

高崎市問屋町2-3-7

(株)ビューサービス

（パティスリー　リアン）

〒374-0023

館林市大手町7-18　日栄ビル16-701

〒370-0871

高崎市上豊岡町78

〒370-0861

高崎市八千代町4-15-22　201

〒371-0022

前橋市千代田町4-1-5

〒377-1793

吾妻郡草津町大字草津618

草津温泉のブランドに森林浴・三源泉・アミューズメント施設とい

う独自価値をもった森と生きるホテルです。

1930年創業、伝統技術を継承し新しい文化へチャレンジします、日

本の縁起物高崎だるま

マジシャンＳｈｕＮを中心に最高に幸せな思い出作りができるス

テージショーや演出をお届けします。

群馬らしさを強調し開発した「シルク　デ　スマイル」。お肌に優

しく蒟蒻の様な質感の洗顔石鹸
(有)関東工業開発

草津温泉　ホテルヴィレッジ

睡眠にフォーカスした製品、生活習慣の改善については当社にお任

せください！

「おいしい、ヘルシー、たのしい」産地直送の新鮮野菜をはじめ生

産者の顔が見える安心な食をお届けします

(株)北毛久呂保
〒375-0017

藤岡市篠塚579-3

【うまい・楽しい・面白い】

 「これが、こんにゃく」こんにゃくで感動を与えます。

(有)丸エイ食品
〒371-0813

前橋市後閑町352-2
 大手メーカーにはない創作チョコレートが喜ばれています。

年齢関係なく楽しめるワークショップイベント、会場の花装飾、ア

ロマ演出等対応しています。

手作りとうふと生湯葉を中心に、お客様のご要望に沿った料理をご

用意いたします。

〒376-0045

桐生市末広町1-12　末広ビル

〒370-1301

高崎市新町1207

〒378-0002

沼田市横塚町1294

(有)メディアグロース

(株)idea

ぐりーんぴーす（株）
〒377-0601

吾妻郡中之条町大字四万109番地

全国でも珍しい湖の青さが魅力の四万湖でのカヌー。３歳～高齢の

方まで幅広く体験できます。初心者大歓迎！

(株)今井だるま店NAYA

吉田製麺
〒371-0854

前橋市大渡町1-9-8　日神パレステージ前橋404

〒371-0022

前橋市千代田町2-3-16

〒373-0821

吾妻郡長野原町川原湯454-91

〒379-2314

みどり市笠懸町西鹿田326-4

(株)原田農園

(株)原田・ガトーフェスタハラダ

フラワーデザインスタジオ　M's palette

（エムズパレット）

(有)松邑 「とうふ料理　松邑」

(株)MADE FROM

ファームドゥ(株)
〒371-0855

前橋市問屋町1-1-1　ＮＦ2ビル3階

販促品や演出など、とにかく”お客様第一”を念頭に全ての業務を対

応させて頂きます。

源頼朝開湯八〇〇年超の川原湯温泉有する、八ッ場の地で営む八室

の贅沢な御宿です。

茶に関連した地場産業とのコラボレーションから群馬名産の新企画

商品の開発に貢献します。

(株)山木館

(株)山都園

〒376－0011

桐生市相生町1-157-1

〒370-0036

高崎市南大類町570

Ａｒｋグループ　マジシャンＳｈｕＮ

群馬らしさ＆オリジナリティがある記念品・土産品をお求めの方に

ぴったりです。

県内の果物狩り、食事、体験、弁当ならお任せください。

群馬県を拠点とする洋菓子メーカーとして多種多彩な洋菓子で県外

からのお客様をおもてなし致します。

(有)ミックス
〒370-3104

高崎市箕郷町上芝648-1

火打金を再現復刻。大型竹灯篭イルミネーションの立案・制作・設

置。スタッフTシャツ・ジャケット作成

(株)大和屋
〒370-0075

高崎市筑縄町66-22

オリジナル珈琲のブレンドから卸売、PB商品開発、カフェ開業のお

手伝い等、珈琲に関する全般を承ります。

雪国アグリ(株)
〒378-0005

沼田市久屋原町143-3

オリジナリティのある付加価値を付けた「こんにゃくゼリー」のプ

ライベートブランド商品製造を承ります。

(有)名月堂
〒379 -0127

安中市磯部1-13-3

創業より現在まで昔作りのレシピに基づき群馬県産の小麦粉や鹿児

島産の砂糖など材料にこだわり製造している

(株)ザスパ　ザスパクサツ群馬
〒371-0022

前橋市千代田町4-12-4

(株)ミトモ
〒370-0013

高崎市萩原町424-6

屋台出店の場合は焼きまんじゅうだけでなく焼きそばなどのメ

ニューも提供しています。焼きまんじゅうメーカーが提供する作り

たて焼きまんじゅうの味をお楽しみください。家で楽しめる「焼き

まんじゅうセット」も用意しています。

業種区分 体験
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アトラクション

企業名 所在地 セールスポイント

金融

企業名 所在地 セールスポイント

BMZ 高機能インソールは日本国内外の多くのトップアスリートに愛

用され、その活躍に貢献しています。

沖縄の海を再現。熱帯魚水槽を通じて喜びと癒しの空間、そして素

晴らしい感動を皆様にご提供いたします。

勝見会

夏和流前結び【早楽美人】着付け教室

〒370-3511

高崎市金古町1085-3

時に力強く、時に情感豊かな歌声が聴く人を魅了します。様々な形

での演奏が可能です。

農商工業、観光を県外や海外に向けて「応援アイドル」として、地

域の発展に尽くしたいと活動しております。

〒370-0861

高崎市八千代町4-15-22　201

〒371-0843

前橋市新前橋町17-17

〒370-3521

高崎市棟高町68-25

〒370-3521

高崎市棟高町68-25

〒371-0025

前橋市紅雲町1-3-8　ピアビル１F

〒374-0011

館林市羽附町1463-1

〒370-0836

高崎市常盤町133-1　高崎セントラルハイツ207号

海外や国立劇場などの一流舞台にも出演する代表者は、斬新な発想

と舞台企画・演出に定評があります。

(株)イソベ

〒370-0864

高崎市石原町1753-21

世界とコラボする伝統楽器演奏家松本梅頌のコンサートは、人ばか

りでなく森羅万象が揺れ動きます。

オフィス灯家（あかりや）
〒370-0875

高崎市藤塚町278-4

美しく華やかな和服での舞踊も添えて料亭・ホテルでの会合や接

待、各種イベントサービスへ伺います。

〒370-0016

高崎市矢島町757-6

おクルマに関するトータルカーライフサポートは、イソベモーター

スへお任せください！！

上州真田武将隊
〒378 -0048

沼田市中町1126

熱い思いで繋がる私たちは機敏なフットワークで、盛り上げるため

の様々な企画を提案します。

大泉観光協会

〒370-0517

邑楽郡大泉町西小泉4-11-22

ブラジリアンプラザ1階 日本定住資料館内

様々な国の「人と交流」「食を味わう」「商品を買い物」など、異

文化体験を提供します！！

梅頌会

情報誌の発行で培った企画、デザイン、編集、ネットワーク力を生

かし、貴社のイベントのサポートをします。

〒370-0836

高崎市若松町92

〒378-0002

沼田市横塚町1294

マジシャンＳｈｕＮを中心に最高に幸せな思い出作りができるス

テージショーや演出をお届けします。

新聞社のDNAをもつ、情熱型クリエイティブエージェンシーならで

はの斬新なアイデアで群馬を表現します。

フラダンス・タヒチアンダンスと沖縄創作琉球太鼓とのコラボ

革靴・運動靴・安全靴など様々な種類の靴を取り扱っていますの

で、ご要望にそった商品をご提案します。

県内の果物狩り、食事、体験、弁当ならお任せください。

大自然の癒しと「美味しい食事療法」を体験できるヘルスツーリズ

ム。自然医学に基づく食養生を提供します。

〒370-0816

高崎市常盤町133-1高崎セントラルハイツ

華やかで上品な着物姿の女性が、賓客のお出迎えやイベント会場に

華を添えさせて頂きます。

スズマリーナモーレ

農業生産法人(有)ヤバタファーム
〒371-0813

前橋市後閑町352-2

会長矢端春雄は篤農家に授与される「船津賞」を受賞。お餅は前橋

市のブランド「赤城の恵」の認定を取得。

(一社)みなかみ町観光協会
〒379-1313

利根郡みなかみ町月夜野1744-1

趣の異なる18の温泉地と世界的なアウトドアスポーツが体験できま

す。		

〒377-1613

吾妻郡嬬恋村大笹3454-103

(株)トリオ

(株)原田農園

ペンションすこやか

食養生すこやかの会

ロックハート城
（(株)サンポウ　担当部署：婚礼観光事業本部　観光部）

(株)上毛新聞TR

（担当部署：営業部営業開発課）

Ａｒｋグループ　マジシャンＳｈｕＮ

STUDIO MAHANA

創作琉球太鼓　群天星

(株)ニューズ・ライン群馬支店

(有)V-Upトータルプランニング

（Menkoiｶﾞｰﾙｽﾞ事務局）

上州真田武将隊
〒378 -0048

沼田市中町1126

熱い思いで繋がる私たちは機敏なフットワークで、盛り上げるため

の様々な企画を提案します。

(株)有花園
〒370-0806

高崎市上和田町8

群馬県産の花を使った装飾、イベント、ワークショップ、お土産な

ど、リクエストに応じた提案をいたします。

日本で唯一、ヨーロッパ古城の移築復元から25年、どこを撮っても

フォトジェニック

〒377-0702

吾妻郡高山村5583-1

(株)BMZ
〒379-1315

利根郡みなかみ町上津1093-4

美ら海
〒370-0851

高崎市上中居町297-1

オーブバルーンアートプラン
〒373-0004

太田市強戸町975-7

華やかさが欲しい場所では バルーンの装飾はとても綺麗に引き立ち

ます。何でもご相談ください。

食の安全にまじめに取り組み、食べた方が幸せで笑顔になれるよう

なものを提供できるよう努めています。		
田村果樹園

〒370-2202

甘楽郡甘楽町小幡1221

業種区分

業種区分 アトラクション

金融
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各種団体

企業名 所在地 セールスポイント

その他

企業名 所在地 セールスポイント

麺のまち「うどんの里館林」振興会

〒371-0025

前橋市紅雲町1-7-12　群馬県住宅供給公社ビル4F

〒371-0854

前橋市大渡町1-10-7

〒370-0861

高崎市八千代町3-16-13　C102

芝浦梱包運輸(株)
〒370-0843

高崎市双葉町11-6

木の力、人の力、考える力、自然の力を生かし、人にも環境にも優

しい仕事を目指して歩んでいく会社です。		

高崎信用金庫

(担当部署：地域サポート部地域活性化推進室）

〒370-0069

高崎市飯塚町1200

これからも、地域の皆様に親しまれ、信頼され、必要とされる「た

かしん」として、存在感を高めていきます。

(株)idea

AST Translation Service

アーツ サウンド ビジュアル専門学校
〒371-0006

前橋市石関町136-1

バンドイベントや講演会、大型スクリーンを使ったイベントも音

響・照明・映像を学んだ学生がお手伝います。

県全域に組合員がおり、特に温泉地の施設の加入率は高く、群馬県

の観光振興に大きく貢献しています。

〒379-2166

前橋市野中町588

〒371-0855

前橋市問屋町1-8-4

〒371-0051

前橋市上細井町2035

〒371-0854

前橋市大渡町1-10-7　群馬県公社総合ビル5F

〒370-0006

高崎市問屋町2-7

(株)エフエム群馬

（担当部署：アナウンス事業室）

上州花火工房　(有)蟻川銃砲火薬店
〒371-0022

前橋市千代田3-3-4

市街地でも、安全に打上げ花火を楽しめる技術、ノウハウがありま

す。安全と信頼・感動をテーマに躍進します

江木食品工業(株)
〒370-0046

高崎市江木町1231

(株)EGG
〒370-0864

高崎市石原町1978-10

今日的な映像、グラフィックデザイン、写真など一線で活躍中の専

門スペシャリストチームが制作いたします。

協会加盟事業者は県内全域で84社、車両数は5,091台。用途と地域

に合わせた迅速な対応が可能です。

大規模展示ホール、多目的ホール、大小会議室で様々な用途に対

応！1,000人規模の会食にもご活用を！

地域外で流通していない邑楽館林産100％小麦粉「百年小麦」で

打ったうどんで来県者をもてなします。

桐生信用金庫

（担当部署：中小企業センター）

〒376-8668

桐生市錦町2-15-21

企業のライフステージに応じたあらゆる経営課題の解決は、当金庫

におまかせください！

しののめ信用金庫

（担当部署：法人営業部）

〒370-2316

富岡市富岡1123

 「信用金庫らしさ」を追求し、お客様の夢や企業の事業発展の為

に、お客様に寄り添い全力で応援します！

〒373-0821

太田市下浜田474-64

「繁盛請負業」として、総合ディスプレイのプロフェッショナルと

して、皆様のニーズにお答え致します。

〒371-0013

前橋市西片貝町4-22-3　2F

通訳・翻訳業務のアウトソーシングを通じ、コア業務に人的経営資

源を集中投資できる環境をサポートします。

〒370-1201

高崎市倉賀野町5556-6

県内隅々まで組合員がおり、電気に関する新設、改修、増設にも親

切・丁寧に対応します。

プロフェッショナル同士の連携で英語以外のサービスも提供してい

ます。海外展開支援と企業研修講師も対応。

(公財)前橋観光コンベンション協会

（担当部署：コンベンション誘致課）

〒371-0023

前橋市本町2-12-1　前橋プラザ元気21

県都前橋で開催する主催者へのご提案や参加者の歓迎など、コンベ

ンション開催を総合的にご支援いたします。

睡眠にフォーカスした製品、生活習慣の改善については当社にお任

せください！

群馬県唯一のラジオ局として、県民の日常生活に一番溶け込んでい

るメディアです！結果にコミットします！

〒374-0023

館林市大手町7-18　日栄ビル16-701

(一社)日本電動自動車振興会

(株)東和銀行
〒371 -8560

前橋市本町二丁目12-6

当行のネットワークを生かし、主催者が求める企業ニーズに見合っ

た取引先の紹介が可能です。

県内全域の仕出し弁当のご注文は、当組合にご相談ください。様々

なご注文に対応することが可能です。

食のイベントなどでＬＰガスを使用する際はお任せ下さい。

群馬県内で屋外広告業を営む事業者の業界団体です。看板のことな

ら何でもご相談ください。

大規模なイベントで多くのタクシーが必要な場合は、約1,500台が所

属する当協会にお声がけください。

〒370-0015

高崎市島野町980-1

EV（電気自動車）普及に向けた推進活動を、自動車と充電インフラ

の両面から行うことができる。

(株)アディスミューズ　北関東営業所

アプリシャス(株)

〒371-8533

前橋市若宮町1-4-8

〒374-8501

館林市城町1-1

群馬県飲食業生活衛生同業組合

(一社)群馬県ＬＰガス協会

群馬県屋外広告美術業協同組合

(一社)群馬県タクシー協会

群馬県電気工事工業組合

群馬県旅館ホテル生活衛生同業組合

群馬県レンタカー協会

高崎卸商社街協同組合

（ビエント高崎）

県内の観光地・温泉地へ最適な事業者・バスで対応します。バスを

利用する際は是非ご連絡ください。

群馬県バス事業協同組合／

(一社)群馬県バス協会

〒371-0854

前橋市大渡町1-10-7 群馬県公社総合ビル5F

(株)アイルビー
〒371ｰ0831

前橋市小相木町614-3

イベントにおける託児室の設営から保育を柔軟にサポートいたしま

す。

業種区分

業種区分 各種団体

その他
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　メディア

　その他

高崎民間救急サービス

榊原機械（株） 榛東工場

〒371-0805

前橋市南町4-29-1

パブリックとPRの相乗効果に期待！インターネット・紙媒体とも

シームレスな企画を実現いたします。		

〒370-3503

北群馬郡榛東村新井685-4

全高8.5ｍの巨大ロボットなど、他にはない搭乗型の遊具が揃ってい

ます。お問い合わせください。

高崎前橋経済新聞（(株)フェイス）

しののめ信用金庫

（担当部署：法人営業部）

〒370-2316

富岡市富岡1123

 「信用金庫らしさ」を追求し、お客様の夢や企業の事業発展の為

に、お客様に寄り添い全力で応援します！

高崎商科大学・高崎商科大学短期大学部
〒370-1214

高崎市根小屋町741

美ら海
〒370-0851

高崎市上中居町297-1

沖縄の海を再現。熱帯魚水槽を通じて喜びと癒しの空間、そして素

晴らしい感動を皆様にご提供いたします。

〒370-1201

高崎市倉賀野町2465-4

当社はISO27001、ISO14001を取得済みで、群馬環境GS事業者にも

認定されています。		

〒376-8668

桐生市錦町2-15-21

〒370-0841

高崎市栄町14－1　高崎イーストセンタービル302

〒379-2133

前橋市中内町255-1

(株)環境システムズ

(株)適塾

(有)ハーティーバルーン

(株)Cocolo /

ばくだん焼本舗FC群馬玉村店

〒370-1125

佐波郡玉村町八幡原1755

キッチンカーは予め営業許可証を取得しており、保健所の「臨時営

業許可申請」をする必要はありません。

弊社エステ事業部の専属エスティシャンが会場に出向き、コンベン

ション開催中の疲れを癒やします!!

競技場撮影の実績は十分、円滑な撮影実施を全力でサポートしま

す！

造園工事のみならず緑に関わる様々な企画施工を行うことができま

す。

個性的な作品をつくるハンドメイド作家さんたちを集めたイベント

が開催できます。

〒371-8548

前橋市上小出町3-38-2

〒373-0819

太田市新島町269-7

〒371-0036

前橋市敷島町66

〒370-0035

高崎市柴崎町1563

〒379-0116

安中市安中3784-1

桐生信用金庫

（担当部署：中小企業センター）

グローリーハイグレイス(有)

（担当部署：Spectrum事業部）

群馬 SAKE TSUGU

群馬県在住の高度外国人材を活用し、市町村や観光協会、企業様と

ともにインバウンド観光振興を行ってます。

企業のライフステージに応じたあらゆる経営課題の解決は、当金庫

におまかせください！

群馬の旨い地酒情報ならお任せください。皆さまと地酒、蔵元をお

つなぎします。

上毛新聞社
〒371-8666

前橋市古市町1-50-21

県内最大の発行部数による情報発信力とネットワークを生かし、各

種イベントの大規模集客に強みがあります。		

(有)高崎包装
〒370-0046

高崎市江木町588-2

ごみ袋、容器・包装材に限らず、イベント・展示会用品を一堂に取

り揃えております。実店舗で確認できます。		

〒370-0014

高崎市元島名町691-7

ライブやスポーツイベント、ドラマ・映画のロケなどで救護サービ

スが必要な時は、高崎民間救急サービスへ！		

高崎信用金庫

(担当部署：地域サポート部地域活性化推進室）

〒370-0069

高崎市飯塚町1200

これからも、地域の皆様に親しまれ、信頼され、必要とされる「た

かしん」として、存在感を高めていきます。

身近なニュース・スポーツ他各番組制作・放送を始め、イベントの

企画・運営、映像制作等もお手伝いします。

シャープ複合機レンタルを取扱っています。ご予算に応じたプラン

をご用意しておりますので、ご検討下さい。

(株)ベストクリーンジャパン
〒370-3335

高崎市上大島町105

除菌水は当社で精製しています。ノロウイルスに対する不活効果が

公的機関のテストで証明された製品です。		

(株)トクミ

新島学園短期大学
〒370-0068

高崎市昭和町53

同志社大学創立者、平和の使徒新島襄(上毛かるた)ゆかりの安中

市、めがね橋など学生による観光案内

日本ピアノホールディング（株）

（ピアノプラザ群馬）

〒370-0007

高崎市問屋町西一丁目3-10

お客様の音楽や楽器に関する疑問やご相談には何でも解決策をお出

しすることをモットーにしております。

〒371-0835

前橋市前箱田町117-1

国際的に評価をうけているバルーンアーティストが、いつもとは

違ったイベントを華やかにデザインします。

〒370-0852

高崎市中居町3-23-22
(株)ひかり工房

群馬テレビ(株)

（担当部署：事業部）

(有)ザ型屋ドットコム

敷島パークマネジメントＪＶ

（代表企業：(株)オリエンタル群馬）

(株)しみづ農園

群馬ヤクルト販売(株)
〒371-0857

前橋市高井町1-7-1

腸活で注目される発酵飲料・食品の品揃えが豊富です。社会活動と

して「健康教室」も活発に開催しています

(株)シャープドキュメント富士
〒371-0023

前橋市本町2-12-2　富士オートビル6階

(株)ザスパ　ザスパクサツ群馬
〒371-0022

前橋市千代田町4-12-4

(株)荻野商店
〒370-2601

甘楽郡下仁田町下仁田28

ヒロパックス(株)
〒370-0881

高崎市町屋町835

オリジナル製品に、5種類の「ぐんまちゃんボックス」があります。

群馬県産品を詰めての贈り物に最適です。		

(株)オフィス・アドバン

（担当部署：第1事業部）

〒376-0013

桐生市広沢町一丁目2789番地

人材を「人財」に・・・オフィス・アドバンは企業の成長をお手伝

いいたします！

〒370-0044

高崎市岩押町20-1

音楽関連の展示会やイベント、eスポーツイベント等の音に関わるイ

ベントの際は、弊社製品を使った視聴体験ブースの設置などの対応

が可能なため、ご相談ください。

24of25



（学法）早稲田学園　わせがく高等学校

前橋キャンパス

〒371-0843

前橋市新前橋町18-26

教育の一環としてのボランティアとなりますので、内容は要相談で

お願いします。		

〒370-3501

北群馬郡榛東村大字長岡2068-16
インクジェット出力の事でしたら、当社にお問い合わせください。

丸山製作所
〒378-0012

沼田市沼須町215

完成度の高さが自慢の大型鉄道模型メーカーです。子供も大人も

乗って楽しめる乗車会が好評です。

公立大学法人　前橋工科大学
〒371-0816

前橋市上佐鳥町460-1

コミュニケーションを大切にして、信頼をいただくことに力を注ぎ

無形を有形にする業務を日々行っています。		

(株)プレスタイル

〒370-0031

高崎市上大類町1358-8

大学講師でもあるアナウンサーは県内では唯一。人脈の多さが信頼

と実績を証明します。私の声にお任せを！

技術研究相談や共同研究等のお問い合わせは、大学ＨＰ内「地域連

携推進センター」をご覧ください。

(株)ワカキヤ

（ワカキヤフードサービス）

〒370-0517

邑楽郡大泉町西小泉3-7-12

食材加工～調理まですべて自社加工。イベント用生鮮食材お任せく

ださい。

麺のまち「うどんの里館林」振興会
〒374-8501

館林市城町1-1

地域外で流通していない邑楽館林産100％小麦粉「百年小麦」で

打ったうどんで来県者をもてなします。

(株)まえばしCITYエフエム
〒371-0023

前橋市本町2-12-1 元気21 1階

Mikke（ミッケ）

イベント全体の飲食提供や機材などの手配が可能。柔軟な対応が得

意の為、専門分野以外もお任せ。

「声」に関することは何でも対応可能！安価で安定したナレーショ

ンや司会を提供する声優・MCチームです。

基本的にスタジオで体験、実演可能です。映像でみるのと本物は違

いますので気楽に遊びに来てください。

展示会やイベント、コンベンションの運営をよりスムーズな物流で

トータルサポートしてまいります。

ＥＶへシフトする車社会で、利用者目線のインフラ整備やサービス

提供を行う国内初のＥＶ総合専門店です。

〒370-0081

高崎市浜川町55-2

〒370-0824

高崎市田町74-3

〒370-0015

高崎市島野町983-1

〒371-0815

前橋市下佐鳥町478

〒371-0857

前橋市高井町1-26-6　セピアビル３F
メイリークリスタル(有)

ヤマト運輸(株)　群馬主管支店

(株)優輝

(株)リッキー／NPO法人 みらいサポート

One's　Voice（ワンズボイス）

ブラジルグリル
〒370-0827

高崎市鞘町63-1

豊富なメニューが揃う高崎市で唯一のブラジル料理店。本格的なブ

ラジル料理が手軽な料金で味わえる。

Funny LAB（ファ二ーラボ）
〒370-0801

高崎市上並榎町595-12-3F

様々な人脈や知識を活かした、ワンストップサービス・集客サポー

トまで一生懸命頑張ります！！

栁澤酒造(株)
〒371-0215

前橋市粕川町深津104-2

徳川埋蔵金で有名な群馬の赤城山麓の造り酒屋。明治10年創業以

来、甘口の日本酒造りに拘り続けています。		

(株)ミトモ
〒370-0013

高崎市萩原町424-6

屋台出店の場合は焼きまんじゅうだけでなく焼きそばなどのメ

ニューも提供しています。焼きまんじゅうメーカーが提供する作り

たて焼きまんじゅうの味をお楽しみください。家で楽しめる「焼き

まんじゅうセット」も用意しています。

民宿すりばち荘
〒370-1612

多野郡上野村大字野栗沢甲953
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