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№ 役職名 会　　社　　名 所　　在　　地 企業HP

1 会長 東亜工業㈱ 太田市西新町126-1 HP

2 副会長 坂本工業㈱ 太田市別所町292 HP

3 副会長 ㈱ヨシカワ 太田市西新町135-11 HP

4 理事 ㈱ハンダ 太田市藤阿久町918

5 理事 しげる工業㈱ 太田市由良町330 HP

6 理事 ㈱古川製作所 太田市西新町126-3 HP

7 理事 ㈱旭光 板倉町岩田808 HP

8 理事 ㈱宝泉製作所 太田市新道町1276-1 HP

9 監査 ㈱正田製作所 桐生市新里町板橋320-1 HP

10 監査 富士エンヂニアリング㈱ 太田市寄合町19-143 HP

11 会員 富士重工業㈱群馬製作所 太田市スバル町1-1 HP

12 会員 富士部品工業㈱ 太田市脇屋町997-14 HP

13 会員 アイテック㈱ 太田市西新町135-7 HP

14 会員 ㈱アイリス 太田市末広町554-1 HP

15 会員 旭鉄工㈱ 太田市小舞木町399-2

16 会員 ㈱池田製作所 太田市西新町135-3 HP

17 会員 石井工業㈱ 太田市東金井町1308 HP

18 会員 ㈱五十鈴オート整備工場 邑楽町篠塚西の根3193-2 HP

19 会員 ㈱五十矢製作所 館林市近藤町619 HP

20 会員 ㈱イチタン 太田市新道町74 HP

21 会員 ㈱イッキス 太田市寄合町19-479 HP

22 会員 ㈱稲垣工業 みどり市笠懸町阿左美1949-9 HP

23 会員 ㈱岩崎工業 伊勢崎市境東新井1143-1 HP

24 会員 ㈱ウエタケ 太田市南矢島町397-1 HP

25 会員 ㈱エィビック 太田市新田反町町382-1 HP

26 会員 ㈱エフエーシステム 伊勢崎市三室町5982-1

27 会員 オーエスマシナリー㈱ 邑楽町赤堀字鞍掛4119-1 HP

28 会員 ㈱大嶋電機製作所 太田市西新町135-10 HP

29 会員 ㈱太田治工 邑楽町藤川208 HP

30 会員 ㈱オータニ 太田市堀口町160-1 HP

31 会員 岡田工業㈱ 太田市新田市野倉町282-2 HP

32 会員 ㈱オギハラ 太田市東矢島町210-1 HP

33 会員 ㈱笠原鉄工所 太田市西新町126-5

34 会員 勝山精機㈱ 太田市藤阿久町608 HP

35 会員 関綜エンジニアリング㈱ 太田市東新町10-3 HP

36 会員 ㈱協和工業 伊勢崎市日乃出町473-1 HP

37 会員 清国産業㈱ 太田市清原町13-16 HP

38 会員 群馬日栄興業㈲ 伊勢崎市赤堀今井町2-1045-1 HP

39 会員 群馬燃料㈱ 太田市新島町963 HP

40 会員 コーワソニア㈱ 太田市中根町668-5 HP
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41 会員 ㈱後藤鉄工 伊勢崎市日乃出町597-6 HP

42 会員 山恵鉄工㈱ 太田市吉沢町1748 HP

43 会員 三和電機㈱ 大泉町吉田2479 HP

44 会員 シーデーピージャパン㈱ 栃木市大平町富田1393 HP

45 会員 ㈱シー・ビー・エス 太田市下浜田町359-8 HP

46 会員 ㈲新響無線 太田市飯田町1002

47 会員 シンコージャパン㈱ 太田市大久保町124-3 HP

48 会員 第一正和工業㈱ 伊勢崎市八斗島722

49 会員 ㈲太伸工業 邑楽町石打甲995 HP

50 会員 ㈲大平製作所 太田市新田小金井町321-5 HP

51 会員 ㈱田部井製作所 足利市羽刈町921-1 HP

52 会員 ㈱テクノ・ファースト 太田市吉沢町1058-5 HP

53 会員 ㈱長島エンジニアリング 太田市西新町49-5 HP

54 会員 新島無線電機㈲ 太田市東本町2-9

55 会員 ㈱日工社　群馬事業所 太田市六千石183-579 HP

56 会員 日渉運輸㈱ 太田市下浜田町93-1

57 会員 日精オーバル㈱太田工場 太田市飯田町218 HP

58 会員 ㈱日東電機製作所 太田市吉沢町1030 HP

59 会員 ㈱塙製作所 太田市原宿町2884-1 HP

60 会員 パワーコントロールテクニック㈱ 伊勢崎市赤堀鹿島町80-1

61 会員 ㈱ファベスト 太田市内ヶ島町437 HP

62 会員 フジセン技工㈱ 足利市南大町400-6 HP

63 会員 ㈱布施製作所 太田市西新町9-3 HP

64 会員 北斗機工㈱ 太田市大原町1324 HP

65 会員 星野総合商事㈱ 前橋市日吉町4-36-1 HP

66 会員 ㈱松村機械製作所 太田市新田小金井町278-1 HP

67 会員 マルフク電気㈱ 伊勢崎市宮子町3438-6 HP

68 会員 ㈱マルヤマ 千代田町舞木2795

69 会員 矢島エンジニアリング㈱ 太田市竜舞町5423 HP

70 会員 八洲工機㈱伊勢崎営業所 伊勢崎市八寸町4721-5

71 会員 矢島工業㈱ 太田市新野町944 HP

72 会員 安田精機㈱ 大泉町吉田1221-11

73 会員 ㈱梁瀬産業社 みどり市笠懸町鹿2703-1

74 会員 ㈱ワークステーション 太田市西新町14-1 HP

75 会員 ㈱渡辺製作所 太田市吉沢町1058-5 104号 HP
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