群馬県コンベンションパートナー

一覧

（2019年3月末登録事業者）

業種区分

イベント企画・広告代理
企業名

所在地

セールスポイント

〒370-0011

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

高崎市京目町463-10

費用対効果の「見える化」を実現いたします。

〒371-0846

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

前橋市元総社町67

ズに卓越した技術と企画力でお応えしています。

〒371-0846

地元密着で催事の企画提案から実施運営まで、ぐんラボ！、

前橋市元総社町67

映像、デザイン、印刷などをご相談いただけます。

〒373-0821

「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

太田市下浜田474-64

ルとして、皆様のニーズにお答え致します。

(株)エフエム群馬

〒371-8533

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

（担当部署：アナウンス事業室）

前橋市若宮町1-4-8

んでいるメディアです！結果にコミットします！

〒373-0804

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

太田市沖之郷町3284-1

などをワンストップで対応が可能です。

〒370-0861

マジシャンＳｈｕＮを中心に最高に幸せな思い出作りができ

高崎市八千代町4-15-22 201

るステージショーや演出をお届けします。

〒371-0855

「イベント人材」の「困った！」はオリエンタルジャパンへ

前橋市問屋町2-13-18

ご相談ください。

〒371-0843

フットワークよく、リーズナブルに撮影・録音・編集を行い

前橋市新前橋町12-3

ます。

NPO法人 ITさぽーとぐんま
朝日印刷工業(株)
朝日企画(株)
(株)アディスミューズ

北関東営業所

ento(株)
Ａｒｋグループ

マジシャンＳｈｕＮ

(株)オリエンタルジャパン
(有)おんがくやＳＲ企画

〒370－0031

(株)求人ジャーナル

高崎市上大類町1033

(株)近畿日本ツーリスト関東
支店

ぐんま 〒370-0831
高崎市あら町167 高崎第一生命ビル2Ｆ

主催者様の立場に立ち業務を行っています。

〒370-0851

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

高崎市上中居町684

な対応でイベントを成功に導きます。

群馬テレビ(株)

〒371-8548

身近なニュース・スポーツ他各番組制作・放送を始め、イベ

（担当部署：事業部）

前橋市上小出町3-38-2

ントの企画・運営、映像制作等もお手伝いします。

(株)グラスロード社

〒371-0831

(有)広告社

前橋市小相木町601-7

コーエィ(株)

〒371-0032

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

（担当部署：E･C事業部）

前橋市五代町1103-4

ら、会場施工、運営などが可能です。

〒370-0845

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

高崎市新後閑町4-2

業との連携により幅広い対応が可能です。

〒379-2122

プランニング、広告、プロモーションなどの立案から、幅広

前橋市駒形町1481-1

いコンテンツ制作を提案・実施します。

〒370-0021

広告制作・印刷、企画立案、マーケティング等で様々なビジ

高崎市西横手町391-60

ネスシーンをサポートする総合広告代理店です。

(株)コーエィ・エージェンシー
(株)シースリーブレーン
(株)ジェイ・エヌ・エス
(株)ジェイアール東日本企画
店
ジャーナル印刷(株)

高崎支 〒370-0841

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

高崎市栄町14-1 高崎イーストセンタービル8F

が一体となって支援します。

〒379-2115

製本会社並みの加工設備も備え、印刷から加工・製本、配送

前橋市笂井町456-1

まで一貫生産でよりスピーディーに対応できます。

〒370-0848

上信電鉄(株)

高崎市鶴見町51

(株)上毛新聞TR

〒371-0843

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

（担当部署：営業部営業開発課）

前橋市新前橋町17-17

ならではの斬新なアイデアで群馬を表現します。

〒370-0046

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。

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

SMICEは㈱レストランスワンの子会社です。

〒379-2147

イベントの企画から設営・運営に至るまでトータルプロ

前橋市亀里町1073-36

デュースします。ぜひ弊社にお任せください。

〒371-0846

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

前橋市元総社町936-4

の幅広いフローを丁寧にサポートいたします。

〒370-0848

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

高崎市鶴見町1-1 丸三高崎ビル2FｰA

の企画・運営等）を提供いたします。

〒379-0116

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

安中市安中3784-1

ベントが開催できます。

〒371-0024

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

前橋市表町1-24－1

パイプ・ネットワークが強みです。

(株)SMICE
(株)セレスポ群馬支店
(株)総合PR
(株)高崎イベントサービス
(株)適塾
(株)日刊工業新聞社

群馬支局

〒371-0025

情報誌の発行で培った企画、デザイン、編集、ネットワーク

前橋市紅雲町1-3-8 ピアビル１F

力を生かし、貴社のイベントのサポートをします。

〒370-0831

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

高崎市あら町206 あら町センタービル7F

にご相談ください。

〒376-0045

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

palette（エムズパレット）

桐生市末広町1-12 末広ビル

飾、アロマ演出等対応しています。

(有)V-Upトータルプランニング

〒374-0011

（Menkoiｶﾞｰﾙｽﾞ事務局）

館林市羽附町1463-1

プリオホールディングス(株)

〒373-0015

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

（担当部門:事業開発部）

太田市東新町354-3

ながらお過ごし頂けるイベントをご提案致します。

〒370-2341

ブランディングからロゴ・会場設計・WEB・グラフィックま

富岡市下黒岩289

で、デザインをトータルでお任せください。

〒370-0015

ＥＶへシフトする車社会で、利用者目線のインフラ整備や

高崎市島野町983-1

サービス提供を行う国内初のＥＶ総合専門店です。

(株)リッキー／NPO法人 みらいサ

〒370-0824

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

ポート

高崎市田町74-3

応が得意の為、専門分野以外もお任せ。

(株)ニューズ・ライン群馬支店
ハンプトンジャパン(株)
フラワーデザインスタジオ

M's

マルキンアド(株)
(株)優輝

(株)ワイディアオペレーションズ

ホ 〒370-0818

ワイトイン高崎

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

高崎市赤坂町94

業種区分

とは言いません！まずはお問い合わせ下さい！

ＰＣＯ（会議等事務局代行）
企業名

所在地

(株)近畿日本ツーリスト関東

〒370-0831

ぐんま支店

高崎市あら町167 高崎第一生命ビル2Ｆ

(株)klar
(株)グラスロード社
(株)コーエィ・エージェンシー
(株)SMICE
(株)セレスポ群馬支店

業種区分

セールスポイント
主催者様の立場に立ち業務を行っています。

〒371-0805

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

前橋市南町2-65-1 林ビル２F

ジ作成はお任せください。

〒370-0851

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

高崎市上中居町684

な対応でイベントを成功に導きます。

〒370-0845

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

高崎市新後閑町4-2

業との連携により幅広い対応が可能です。

〒370-0046

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。

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

SMICEは㈱レストランスワンの子会社です。

〒379-2147

イベントの企画から設営・運営に至るまでトータルプロ

前橋市亀里町1073-36

デュースします。ぜひ弊社にお任せください。

会場・ユニークベニュー
企業名

所在地

セールスポイント

イオンエンターテイメント(株)イオン 〒370-3521

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

シネマ高崎

高崎市棟高町1400 イオンモール高崎3Ｆ

ずはお気軽にお問い合わせください。

〒373-0842

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

太田市細谷町1

ることでより高い成果が達成されます！

グローリーハイグレイス(有)

〒370-0841

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

（担当部署：Spectrum事業部）

高崎市栄町14－1 高崎イーストセンタービル302

業様とともにインバウンド観光振興を行ってます。

敷島パークマネジメントＪＶ

〒371-0036

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

（代表企業：(株)オリエンタル群馬）

前橋市敷島町66

します！

〒379-0127

舌切雀のお宿。別名「美肌の湯」とも呼ばれる名湯磯部温泉

安中市磯部1-12-5

を男女計4つの大浴場で湯巡りも楽しめます。

高崎卸商社街協同組合

〒370-0006

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

（ビエント高崎）

高崎市問屋町2-7

に対応！1,000人規模の会食にもご活用を！

〒370-0046

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

高崎市江木町298-1

ティ承れます。ご予算伺いの弁当配達も承れます。

Trattoria e bar IL Girasole

〒370-2316

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

（ﾄﾗｯﾄﾘｱ ｴ ﾊﾞﾙ ｲﾙｼﾞﾗｿｰﾚ）

富岡市富岡1757-1

ト・ケータリング・仕出し弁当手配お任せください。

(株)福一

〒377-0193

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。

（担当部署：営業部）

渋川市伊香保町伊香保甲8

伊香保石段街の上位に位置する立地も魅力です。

〒370-0849

MICEの拠点として、JR高崎駅直結という抜群のアクセスと、

高崎市八島町222

上質なおもてなしを提供するシティーホテル

〒371-0847

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

前橋市大友町3-24-1

くなりました。

(株)レストランスワン

〒371-0855

「食」と食を取り巻く全てをご提案します。創業57年の地場

（スワンパーティサービス）

前橋市問屋町2－2（前橋問屋センター会館内）

ネットワークを生かし、MICEに貢献します。

冠稲荷神社・ティアラグリーンパレス

舌切雀のお宿

ホテル磯部ガーデン

(有)ティープロダクト

(株)ホテルメトロポリタン高崎
ホテル1-2-3 前橋マーキュリー

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

日本で唯一、ヨーロッパ古城の移築復元から25年、どこを

吾妻郡高山村5583-1

撮ってもフォトジェニック

ホ 〒370-0818

ワイトイン高崎

業種区分

〒377-0702

とは言いません！まずはお問い合わせ下さい！

宿泊
企業名

所在地

赤城山オートキャンプ場
木本製菓(株)

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

高崎市赤坂町94

〒371-0247
前橋市三夜沢町425-1

ホテル ココ・グラン高 〒370-0045

崎

セールスポイント

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。

高崎市東町3-5

ビジネス・観光の拠点として便利な立地です。

〒377-1793

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

吾妻郡草津町大字草津618

設という独自価値をもった森と生きるホテルです。

(株)グランビュー ・ ホテルグラン

〒370-0815

Ｇメッセより車で15分

ビュー高崎

高崎市柳川町70

ネスからレジャーまで便利な立地です。

〒370-2131

高崎駅より12分、大型バス無料駐車場有り。200名様のご宿

高崎市吉井町岩崎2179

泊・パーティー可能。

〒379-0127

舌切雀のお宿。別名「美肌の湯」とも呼ばれる名湯磯部温泉

安中市磯部1-12-5

を男女計4つの大浴場で湯巡りも楽しめます。

(株)福一

〒377-0193

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。

（担当部署：営業部）

渋川市伊香保町伊香保甲8

伊香保石段街の上位に位置する立地も魅力です。

草津温泉

ホテルヴィレッジ

賛光商事(株)
舌切雀のお宿

ホテルサンコー７２
ホテル磯部ガーデン

ペンションすこやか

食養生すこやか 〒377-1613

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

(株)森秋旅館
(株)山木館

業種区分

高崎市の中心に位置しており、ビジ

大自然の癒しと「美味しい食事療法」を体験できるヘルス

吾妻郡嬬恋村大笹3454-103

ツーリズム。自然医学に基づく食養生を提供します。

〒370-0849

MICEの拠点として、JR高崎駅直結という抜群のアクセスと、

高崎市八島町222

上質なおもてなしを提供するシティーホテル

〒370-0841

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

高崎市栄町2-23

ス・観光の拠点として是非ご活用ください。

〒371-0847

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

前橋市大友町3-24-1

くなりました。

〒370-0841
高崎市栄町17-12 プラス5ビル
〒377-0102

会議・懇親会・温泉・観光と、ビジネスからレジャーまでワ

渋川市伊香保町伊香保60

ンストップでご利用頂けます。

〒373-0821

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

吾妻郡長野原町川原湯454-91

む八室の贅沢な御宿です。

設営・看板・装飾
企業名

所在地

セールスポイント

〒371-0846

地元密着で催事の企画提案から実施運営まで、ぐんラボ！、

前橋市元総社町67

映像、デザイン、印刷などをご相談いただけます。

〒373-0821

「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

太田市下浜田474-64

ルとして、皆様のニーズにお答え致します。

〒371-0855

「イベント人材」の「困った！」はオリエンタルジャパンへ

前橋市問屋町2-13-18

ご相談ください。

群馬県中央園芸(株)

〒371-0043

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

（担当部署：企画開発部）

高崎市下大類町1258

る事なら何でもご相談ください。

朝日企画(株)
(株)アディスミューズ

北関東営業所

(株)オリエンタルジャパン

〒371-0831

(有)広告社

前橋市小相木町601-7

コーエィ(株)

〒371-0032

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

（担当部署：E･C事業部）

前橋市五代町1103-4

ら、会場施工、運営などが可能です。

〒370-0845

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

高崎市新後閑町4-2

業との連携により幅広い対応が可能です。

〒371-0022

ディスプレイやイベント、サインなどの企画・制作・運営ま

前橋市千代田町4-20-6

でを一貫してご提供いたします。

〒370-0831

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

高崎市あら町129-1 小池ビル201

ナルが揃ったスペシャリスト集団です。

(株)コーエィ・エージェンシー
(株)五光宇都宮店 前橋支店
(株)埼玉シミズ

群馬支店

(株)しみづ農園
(株)シースリーブレーン

〒370-0035
高崎市柴崎町1563
〒379-2122

プランニング、広告、プロモーションなどの立案から、幅広

前橋市駒形町1481-1

いコンテンツ制作を提案・実施します。

(株)ジェイアール東日本企画

高崎支 〒370-0841

店
(株)スター商会
(株)セレスポ群馬支店
(株)高崎イベントサービス
(有)ハーティーバルーン

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

高崎市栄町14-1 高崎イーストセンタービル8F

が一体となって支援します。

〒370-0844

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

高崎市和田多中町11-37

す。Ｇメッセより大変近く、早急な対応が可能です。

〒379-2147

イベントの企画から設営・運営に至るまでトータルプロ

前橋市亀里町1073-36

デュースします。ぜひ弊社にお任せください。

〒370-0848

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

高崎市鶴見町1-1 丸三高崎ビル2FｰA

の企画・運営等）を提供いたします。

〒371-0835

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

前橋市前箱田町117-1

とは違ったイベントを華やかにデザインします。

〒370-0852

(株)ひかり工房

高崎市中居町3-23-22

フラワーデザインスタジオ

M's

palette（エムズパレット）
(株)北関スクリーン
メイリークリスタル(有)
(株)モダンアート
(株)レンタルランド

業種区分

〒376-0045

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

桐生市末広町1-12 末広ビル

飾、アロマ演出等対応しています。

〒377-0311

企画～製作～施工迄社内一貫作業。だから早い！だから安

渋川市村上3752-7

い！

〒371-0857
前橋市高井町1-26-6 セピアビル３F
〒370 -3531

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

高崎市足門町837

ナリティを重視したご提案。記憶に残るモノ創り。

〒 370-0073

会場仕切りパネル・看板パネル・音響・照明から、大型テン

高崎市緑町4-5-31

ト・机・イス等の配置企画・設営・撤去等承ります

音響・照明・映像
企業名

所在地

セールスポイント

〒371-0843

フットワークよく、リーズナブルに撮影・録音・編集を行い

前橋市新前橋町12-3

ます。

群馬テレビ(株)

〒371-8548

身近なニュース・スポーツ他各番組制作・放送を始め、イベ

（担当部署：事業部）

前橋市上小出町3-38-2

ントの企画・運営、映像制作等もお手伝いします。

〒377-0008

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

渋川市渋川1697-8

ます。突発的な状況にも即時に対応できます！

〒371-0855

各種イベントの企画・立案から準備・会場設営～当日の運

前橋市問屋町1-10-3

営・お食事まで幅広くサポート致します！

コーエィ(株)

〒371-0032

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

（担当部署：E･C事業部）

前橋市五代町1103-4

ら、会場施工、運営などが可能です。

〒379-2122

プランニング、広告、プロモーションなどの立案から、幅広

前橋市駒形町1481-1

いコンテンツ制作を提案・実施します。

〒370-0021

広告制作・印刷、企画立案、マーケティング等で様々なビジ

高崎市西横手町391-60

ネスシーンをサポートする総合広告代理店です。

(有)おんがくやＳＲ企画

(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）

(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

〒379-2151
前橋市下長磯町135-1
〒370-0831

(株)トーマス

高崎市あら町206 あら町センタービル7F

ハンプトンジャパン(株)

〒370-0831

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

高崎市あら町206 あら町センタービル7F

にご相談ください。

(有)V-Upトータルプランニング

〒374-0011

（Menkoiｶﾞｰﾙｽﾞ事務局）

館林市羽附町1463-1

(株)北関スクリーン
メイリークリスタル(有)
(有)メディアグロース
(有)ライブフォー
リコージャパン(株)

群馬支社

(株)レンタルランド

業種区分

〒377-0311

企画～製作～施工迄社内一貫作業。だから早い！だから安

渋川市村上3752-7

い！

〒371-0857
前橋市高井町1-26-6 セピアビル３F
〒379-2314

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

みどり市笠懸町西鹿田326-4

務を対応させて頂きます。

〒371-0841

マルチカメラ撮影・収録、映像中継、大型プロジェクター設

前橋市石倉町5－12－12インセンス1Ａ

営など経験豊富なスタッフがサポート致します。

〒371-0846

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

前橋市元総社町527-3

置、運用、撤収までワンストップで全国対応します。

〒 370-0073

会場仕切りパネル・看板パネル・音響・照明から、大型テン

高崎市緑町4-5-31

ト・机・イス等の配置企画・設営・撤去等承ります

〒379-2206

(株)ラストイズム

伊勢崎市香林町2-949-2

印刷・出版

音響・照明・舞台のことならお気軽にご相談ください。

業種区分

印刷・出版
企業名

所在地

NPO法人 ITさぽーとぐんま
朝日印刷工業(株)
朝日企画(株)
ento(株)
(株)OGURI

セールスポイント

〒370-0011

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

高崎市京目町463-10

費用対効果の「見える化」を実現いたします。

〒371-0846

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

前橋市元総社町67

ズに卓越した技術と企画力でお応えしています。

〒371-0846

地元密着で催事の企画提案から実施運営まで、ぐんラボ！、

前橋市元総社町67

映像、デザイン、印刷などをご相談いただけます。

〒373-0804

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

太田市沖之郷町3284-1

などをワンストップで対応が可能です。

〒370-0044

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

高崎市岩押町1-7

要望にお答えしていきたいと思います。

〒370－0031

(株)求人ジャーナル

高崎市上大類町1033
〒371-0831

(有)広告社

前橋市小相木町601-7

(株)ジェイアール東日本企画

高崎支 〒370-0841

店

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

高崎市栄町14-1 高崎イーストセンタービル8F

が一体となって支援します。

〒379-2115

製本会社並みの加工設備も備え、印刷から加工・製本、配送

前橋市笂井町456-1

まで一貫生産でよりスピーディーに対応できます。

(株)上毛新聞TR

〒371-0843

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

（担当部署：営業部営業開発課）

前橋市新前橋町17-17

ならではの斬新なアイデアで群馬を表現します。

〒370-0844

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

高崎市和田多中町11-37

す。Ｇメッセより大変近く、早急な対応が可能です。

ジャーナル印刷(株)

(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

(株)ニューズ・ライン群馬支店
富士ゼロックス群馬(株)
マルキンアド(株)
リコージャパン(株)

業種区分

群馬支社

〒379-2151
前橋市下長磯町135-1
〒371-0024

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

前橋市表町1-24－1

パイプ・ネットワークが強みです。

〒371-0025

情報誌の発行で培った企画、デザイン、編集、ネットワーク

前橋市紅雲町1-3-8 ピアビル１F

力を生かし、貴社のイベントのサポートをします。

〒370-0006

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

高崎市問屋町2-4-4

についてご相談を承ります。

〒370-2341

ブランディングからロゴ・会場設計・WEB・グラフィックま

富岡市下黒岩289

で、デザインをトータルでお任せください。

〒371-0846

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

前橋市元総社町527-3

置、運用、撤収までワンストップで全国対応します。

警備・人材派遣
企業名

所在地

セールスポイント

〒371-0855

「イベント人材」の「困った！」はオリエンタルジャパンへ

前橋市問屋町2-13-18

ご相談ください。

群馬綜合ガードシステム(株)

〒371-0854

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

（ALSOK）

前橋市大渡町2-1-5

す。群馬県内での警備は当社にお任せください。

ケービックス(株)

〒371-0855

各種イベントの企画・立案から準備・会場設営～当日の運

前橋市問屋町1-10-3

営・お食事まで幅広くサポート致します！

〒370-0831

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

高崎市あら町129-1 小池ビル201

ナルが揃ったスペシャリスト集団です。

〒370-0044

1997年創業。太陽誘電株式会社（東証1部上場）100%出資の”

高崎市岩押町1-15

総合人材サービス企業”です。

〒370-0848

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

高崎市鶴見町1-1 丸三高崎ビル2FｰA

の企画・運営等）を提供いたします。

〒376-0021

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、

桐生市巴町2-1890-18

貴社の即戦力となる経験豊富な人材を紹介します。

(株)オリエンタルジャパン

（担当部署：営業本部

(株)埼玉シミズ

営業企画部）

群馬支店

サンヴァーテックス(株)
(株)高崎イベントサービス
(株)ミツバアビリティ

業種区分

旅行業・旅行代理店
企業名

所在地

(株)近畿日本ツーリスト関東 ぐんま支 〒370-0831
店

高崎市あら町167 高崎第一生命ビル2Ｆ

セールスポイント
主催者様の立場に立ち業務を行っています。

〒371-0026

群馬のことなら連絡一本で、物産も観光（旅行斡旋）も承り

前橋市大手町2-1-1 群馬会館3F

ます。

(株)群馬バス

〒370-0073

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

（担当部署：経営企画室）

高崎市緑町3-2-3

年連続入選。東京都内発着の運行も可能です。

〒370-0045

県内ＭＩＣＥの実績は旅行会社ＮＯ1。宿泊交通から来場者管

高崎市東町9

理や企画運営までワンストップで対応します。

〒370-0828

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

高崎市宮元町212 高崎宮元町ビル3Ｆ

サルタント業務の実績がございます。

〒370-0831

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

高崎市あら町3-6

ん、会場手配から企画・演出・運営まで対応します。

(公財)群馬県観光物産国際協会

(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
名鉄観光サービス(株)

業種区分

北関東営業所

〒370-0841
高崎市栄町17-12 プラス5ビル

建設工事・電気・ガス
企業名

群馬県電気工事工業組合
サンセイ電設(株)
(株)breath house

業種区分

所在地

セールスポイント

〒371-0855

県内隅々まで組合員がおり、電気に関する新設、改修、増設

前橋市問屋町1-8-4

にも親切・丁寧に対応します。

〒370-0844

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

高崎市和田多中町11-44

から、空調まであらゆる電気工事に対応致します。

〒370-3521

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

高崎市棟高町2585-3

お任せください。

情報通信・サービス
企業名

NPO法人 ITさぽーとぐんま

〒370-0011

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

高崎市京目町463-10

費用対効果の「見える化」を実現いたします。

高崎市上大類町1033

(株)群馬イートレンド
(株)シーラスト
(有)ＺＯＢＩエンタープライズ
マルキンアド(株)

業種区分

セールスポイント

〒370－0031

(株)求人ジャーナル

リコージャパン(株)

所在地

群馬支社

〒370-0854

地域情報サイト運営のノウハウを活かし、ＷＥＢサイト制作

高崎市下之城町177-11 プラス7下之城ビル2F

から地元レストランの仕出し手配まで対応します。

〒371-0812

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

前橋市広瀬町3-3-11-B202

し、公開後の運用まで想定したご提案を行います。

〒379-2151
前橋市下長磯町135-1
〒370-2341

ブランディングからロゴ・会場設計・WEB・グラフィックま

富岡市下黒岩289

で、デザインをトータルでお任せください。

〒371-0846

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

前橋市元総社町527-3

置、運用、撤収までワンストップで全国対応します。

交通・運輸
企業名

関越交通(株)
(一社)群馬県タクシー協会

所在地

セールスポイント

〒377-0002

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

渋川市中村字中島608-1

送、観光等、バスのお仕事はお任せください！

〒379-2166

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

前橋市野中町588

台が所属する当協会にお声がけください。

群馬県バス事業協同組合／(一社)群馬 〒371-0854

県内の観光地・温泉地へ最適な事業者・バスで対応します。

県バス協会

前橋市大渡町1-10-7 群馬県公社総合ビル5F

バスを利用する際は是非ご連絡ください。

(株)群馬バス

〒370-0073

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

（担当部署：経営企画室）

高崎市緑町3-2-3

年連続入選。東京都内発着の運行も可能です。

〒370-0064

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

高崎市芝塚町2033-1

社を目指しております。

〒370-0046

安心・安全・スピード配車をモットーに、年間延べ100万人の

高崎市江木町118-2

お客様が利用しているタクシー会社です。

〒370-0015

前橋、高崎、富岡、渋川に営業所があり、お客様のニーズに

高崎市島野町1332

合わせ様々な車種をご用意してお待ちしております

〒371-0815

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

前橋市下佐鳥町455

ぜひお任せ下さい。

〒370-0015

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

高崎市島野町68-113 2F

フト。現場での様々な搬入出業務に役立ちます。

(株)上信観光バス
上信ハイヤー(株)
日本中央交通(株)
日本中央バス(株)
(株)FRENDIX JAPAN

名鉄観光サービス(株)
ヤマト運輸(株)

北関東営業所

群馬主管支店

(株)優輝

〒370-0841
高崎市栄町17-12 プラス5ビル
〒371-0815

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

前橋市下佐鳥町478

物流でトータルサポートしてまいります。

〒370-0015

ＥＶへシフトする車社会で、利用者目線のインフラ整備や

高崎市島野町983-1

サービス提供を行う国内初のＥＶ総合専門店です。

飲食店

業種区分

企業名

所在地

セールスポイント

〒371-0247

赤城山オートキャンプ場

前橋市三夜沢町425-1

(株)荻野屋
(株)オルビス

〒379-0301

「峠の釜めし」をはじめとした、地域色豊かなお弁当の大量

安中市松井田町横川399

生産に対応できます。

〒370-3334

食材の提案・食品加工の提案・イベントの出店・食品衛生に

高崎市本郷町121

おける情報などを手掛ける企業

〒370-1201

(株)環境システムズ

高崎市倉賀野町2465-4

(有)グローバルファクトリー
(株)サンフラワー

〒371-0855

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

前橋市問屋町2-13-2 前橋グリーンマンション1F

たします。

〒370-0841

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

高崎市栄町17-14

じたお弁当、心を込めてお作りしております。

〒370-0849

高崎ターミナルビル(株)

高崎市八島町222
〒371-0035

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

前橋市岩神町3-19-13

創作和菓子を作っております。

Trattoria e bar IL Girasole

〒370-2316

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

（ﾄﾗｯﾄﾘｱ ｴ ﾊﾞﾙ ｲﾙｼﾞﾗｿｰﾚ）

富岡市富岡1757-1

ト・ケータリング・仕出し弁当手配お任せください。

〒379-2146

「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

前橋市公田町667-2

ます。上州群馬の名物をぜひご賞味ください。

大甘堂菓子舗

(株)登利平

〒375-0024

根岸物産(株)

美味しい麺類は当社にお任せください！

藤岡市藤岡879

(有)HAPPY ISLAND

〒370-0073

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

高崎市緑町1-28-2

グ専門店を高崎市と前橋市で4店経営。

〒378-0002

(株)原田農園

県内の果物狩り、食事、体験、弁当ならお任せください。

沼田市横塚町1294

(株)美喜仁 / 海鮮ダイニング美喜仁館 〒376-0031 桐生市本町4-78

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、

高崎店

（高崎店）〒370-0042 高崎市貝沢町1273-1

全て職人の手作りによる本格料理を提供します。

プリオホールディングス(株)

〒373-0015

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

（担当部門:事業開発部）

太田市東新町354-3

ながらお過ごし頂けるイベントをご提案致します。

〒371-0847

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

前橋市大友町3-24-1

くなりました。

〒370-0036

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

高崎市南大類町570

理をご用意いたします。

(株)レストランスワン（スワンパー

〒371-0855

「食」と食を取り巻く全てをご提案します。創業57年の地場

ティサービス）

前橋市問屋町2－2（前橋問屋センター会館内）

ネットワークを生かし、MICEに貢献します。

ホテル1-2-3 前橋マーキュリー
(有)松邑 「とうふ料理

業種区分

松邑」

弁当配達・ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ
企業名

(株)荻野屋
(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）

所在地

セールスポイント

〒379-0301

「峠の釜めし」をはじめとした、地域色豊かなお弁当の大量

安中市松井田町横川399

生産に対応できます。

〒370-0044

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

高崎市岩押町1-7

要望にお答えしていきたいと思います。

〒370-0841

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

高崎市栄町17-14

したお弁当をぜひご賞味ください。

〒370-0844

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

高崎市八島町5 井上ビルBF1

元食材にこだわり、お薦めの地酒も揃えております

〒373-0842

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

太田市細谷町1

ることでより高い成果が達成されます！

〒371-0855

各種イベントの企画・立案から準備・会場設営～当日の運

前橋市問屋町1-10-3

営・お食事まで幅広くサポート致します！

(株)サンフラワー
(株)SMICE
高崎弁当(株)
(株)たつきち
(有)ティープロダクト

〒370-0841

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

高崎市栄町17-14

じたお弁当、心を込めてお作りしております。

〒370-0046

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。

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

SMICEは㈱レストランスワンの子会社です。

〒370-1201

イベント、会議でのお弁当は「たかべん」にお申し付けくだ

高崎市倉賀野町41

さい。ご要望、ご予算に応じて、用意します。

〒376-0006

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

桐生市新宿3-13-10

い「とり重弁当」を是非ご賞味ください。

〒370-0046

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

高崎市江木町298-1

ティ承れます。ご予算伺いの弁当配達も承れます。

Trattoria e bar IL Girasole（ﾄﾗｯﾄﾘｱ ｴ 〒370-2316

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

ﾊﾞﾙ ｲﾙｼﾞﾗｿｰﾚ）

富岡市富岡1757-1

ト・ケータリング・仕出し弁当手配お任せください。

〒379-2146

「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

前橋市公田町667-2

ます。上州群馬の名物をぜひご賞味ください。

〒370-0073

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

高崎市緑町1-28-2

グ専門店を高崎市と前橋市で4店経営。

(株)登利平
(有)HAPPY ISLAND

(株)美喜仁 / 海鮮ダイニング美喜仁館 〒376-0031 桐生市本町4-78

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、

高崎店

（高崎店）〒370-0042 高崎市貝沢町1273-1

全て職人の手作りによる本格料理を提供します。

〒376-0034

全国のＢ級グルメ（ブランド商品）及び県産オリジナル（自

桐生市東4-5-27

社製品）の販売

プリオホールディングス(株)

〒373-0015

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

（担当部門:事業開発部）

太田市東新町354-3

ながらお過ごし頂けるイベントをご提案致します。

〒370-0849

MICEの拠点として、JR高崎駅直結という抜群のアクセスと、

高崎市八島町222

上質なおもてなしを提供するシティーホテル

〒370-0036

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

高崎市南大類町570

理をご用意いたします。

(株)レストランスワン（スワンパー

〒371-0855

「食」と食を取り巻く全てをご提案します。創業57年の地場

ティサービス）

前橋市問屋町2－2（前橋問屋センター会館内）

ネットワークを生かし、MICEに貢献します。

Ｂ級グルメ館

(株)ホテルメトロポリタン高崎
(有)松邑 「とうふ料理

松邑」

(株)ワイディアオペレーションズ

ホ 〒370-0818

ワイトイン高崎

業種区分

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

高崎市赤坂町94

とは言いません！まずはお問い合わせ下さい！

キッチンカー
企業名

所在地

セールスポイント

〒376-0034

全国のＢ級グルメ（ブランド商品）及び県産オリジナル（自

桐生市東4-5-27

社製品）の販売

(株)リッキー／NPO法人 みらいサ

〒370-0824

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

ポート

高崎市田町74-3

応が得意の為、専門分野以外もお任せ。

Ｂ級グルメ館

業種区分

飲料製造・販売
企業名

キリンビール(株)群馬支社
(有)グローバルファクトリー

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

高崎市栄町4-1 7F

に関することはまずお気軽にご相談ください。

〒371-0855

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

前橋市問屋町2-13-2 前橋グリーンマンション1F

たします。

〒371-0022

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

前橋市千代田町2-3-16

新企画商品の開発に貢献します。

小売・卸売
企業名

(株)イソベ
(株)idea
(株)今井だるま店NAYA
榎田醸造(有)

美味しい麺類は当社にお任せください！

藤岡市藤岡879

(株)山都園

セールスポイント

〒370-0841

〒375-0024

根岸物産(株)

業種区分

所在地

所在地

セールスポイント

〒370-0016

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

高崎市矢島町757-6

モータースへお任せください！！

〒374-0023

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

館林市大手町7-18 日栄ビル16-701

にお任せください！

〒370-0871

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

高崎市上豊岡町78

す、日本の縁起物高崎だるま

〒371-0035
前橋市岩神町2-1-1

〒370-3334

食材の提案・食品加工の提案・イベントの出店・食品衛生に

高崎市本郷町121

おける情報などを手掛ける企業

〒371-0022

群馬らしさを強調し開発した「シルク

前橋市千代田町4-1-5

肌に優しく蒟蒻の様な質感の洗顔石鹸

群馬県中央園芸(株)

〒371-0043

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

（企画開発部）

高崎市下大類町1258

る事なら何でもご相談ください。

〒377-0423

今では数少ない手仕事によるこだわりの「味噌・こうじ」を

吾妻郡中之条町伊勢町855

是非お試し下さい。

〒371-0132

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、

前橋市五代町790-1

白加賀梅、干し小梅」の認定を受けております。

〒370-0801

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

高崎市上並榎町120

良さを活かし『～ならでは』の製品を提供します。

〒371-0018

群馬ならではの「おせんべい」のお土産品を取り揃えてま

前橋市三俣町1-19-20

す。

〒379-2114

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

前橋市上増田町318-2

り、地域の皆様に好評です。

(株)オルビス
(有)関東工業開発

こうじや徳茂醸造舗
(株)コマックス
(株)三美堂
老舗三俣せんべい(株)
(福)しののめ会 とも

高崎市柴崎町1563

新進物産(株)
高崎営業所

高崎ターミナルビル(株)
富岡シルクブランド協議会
(株)トリオ
(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
(株)みまつ食品
(株)山都園
(株)大和屋

業種区分

スマイル」。お

〒370-0035

(株)しみづ農園

(株)ＪＴＢ商事

デ

〒371-0857

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

前橋市高井町1-6

画、開発等様々なニーズにお応えします。

〒370-0831

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

高崎市あら町233 ドルチェヴィータ高崎2F

と多様なニーズにお応えし、満足度を高めます。

〒370-0849
高崎市八島町222
〒370-2316

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

富岡市富岡1-1

産の繭だけで作る唯一無二の純国産シルクです。

〒370-0836

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

高崎市若松町92

すので、ご要望にそった商品をご提案します。

〒370-0861

タオル、だるま等ご希望に沿って企画・製造致します。県内

高崎市八千代町1-3-3

の隠れた逸品をご紹介できるよう心掛けています。

〒371-0855

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

前橋市問屋町1-9-7

づくりを促進しています。

〒371-0835

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

前橋市前箱田町117-1

とは違ったイベントを華やかにデザインします。

〒376-0034

全国のＢ級グルメ（ブランド商品）及び県産オリジナル（自

桐生市東4-5-27

社製品）の販売

〒370-3521

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

高崎市棟高町2585-3

お任せください。

〒379-2153

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

前橋市上大島町2-1

商品（餃子・焼売等）を製造しております。

〒371-0022

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

前橋市千代田町2-3-16

新企画商品の開発に貢献します。

〒370-0075

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

高崎市筑縄町66-22

業のお手伝い等、珈琲に関する全般を承ります。

文化・観光
企業名

赤城山オートキャンプ場

所在地

セールスポイント

〒371-0247
前橋市三夜沢町425-1
〒373-0842

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

太田市細谷町1

ることでより高い成果が達成されます！

〒377-1793

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

吾妻郡草津町大字草津618

設という独自価値をもった森と生きるホテルです。

グローリーハイグレイス(有)

〒370-0841

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

（担当部署：Spectrum事業部）

高崎市栄町14-1 高崎イーストセンタービル302

業様とともにインバウンド観光振興を行ってます。

〒371-0026

群馬のことなら連絡一本で、物産も観光（旅行斡旋）も承り

前橋市大手町2-1-1 群馬会館3F

ます。

〒370-8501

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

高崎市高松町35-1

音楽の感動をお届けいたします！

〒370-1301

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

高崎市新町1207

で県外からのお客様をおもてなし致します。

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

(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

ロックハート城
（(株)サンポウ

担当部署：婚礼観光事業本部

業種区分

観光部）

〒377-0702

日本で唯一、ヨーロッパ古城の移築復元から25年、どこを

吾妻郡高山村5583-1

撮ってもフォトジェニック

土産・ノベルティ
企業名

所在地

(株)今井だるま店NAYA

〒370-0871

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

高崎市上豊岡町78

す、日本の縁起物高崎だるま

〒371-0035

榎田醸造(有)

前橋市岩神町2-1-1

(株)荻野屋
(株)OGURI
(株)オルビス
(有)関東工業開発
(公財)群馬県観光物産国際協会
(株)コマックス
こんにゃく工房

迦しょう

(株)三美堂
(有)ザ型屋ドットコム
老舗三俣せんべい(株)
新進物産(株)
(株)ＪＴＢ商事

セールスポイント

高崎営業所

(株)ジェイ・エヌ・エス
(株)スター商会

生産に対応できます。

〒370-0044

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

高崎市岩押町1-7

要望にお答えしていきたいと思います。

〒370-3334

食材の提案・食品加工の提案・イベントの出店・食品衛生に

高崎市本郷町121

おける情報などを手掛ける企業

〒371-0022

群馬らしさを強調し開発した「シルク

前橋市千代田町4-1-5

肌に優しく蒟蒻の様な質感の洗顔石鹸

〒371-0026

群馬のことなら連絡一本で、物産も観光（旅行斡旋）も承り

前橋市大手町2-1-1 群馬会館3F

ます。

〒371-0132

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、

前橋市五代町790-1

白加賀梅、干し小梅」の認定を受けております。

〒378-0072

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

沼田市中発知町1455

前衛的実力派こんにゃく屋です！

〒370-0801

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

高崎市上並榎町120

良さを活かし『～ならでは』の製品を提供します。

〒373-0819

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

太田市新島町269-7

ンベンション開催中の疲れを癒やします!!

〒371-0018

群馬ならではの「おせんべい」のお土産品を取り揃えてま

前橋市三俣町1-19-20

す。

〒371-0857

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

前橋市高井町1-6

画、開発等様々なニーズにお応えします。

〒370-0831

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

高崎市あら町233 ドルチェヴィータ高崎2F

と多様なニーズにお応えし、満足度を高めます。

〒370-0021

広告制作・印刷、企画立案、マーケティング等で様々なビジ

高崎市西横手町391-60

ネスシーンをサポートする総合広告代理店です。

〒370-0844

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

高崎市和田多中町11-37

す。Ｇメッセより大変近く、早急な対応が可能です。

デ

スマイル」。お

高崎市八島町222
〒379-0135

田村製菓(有)

安中市郷原255-2

富岡シルクブランド協議会
(株)ナグモ
(有)西沢商店

〒370-2316

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

富岡市富岡1-1

産の繭だけで作る唯一無二の純国産シルクです。

〒378-0005

ぐんまちゃんグッズ他、群馬のお土産（雑貨類）取扱多数！

沼田市久屋原町203

イベント限定グッズや記念品も製作いたします！

〒370-0861

タオル、だるま等ご希望に沿って企画・製造致します。県内

高崎市八千代町1-3-3

の隠れた逸品をご紹介できるよう心掛けています。

〒375-0024

根岸物産(株)

藤岡市藤岡879
〒378-0002

(株)原田農園

沼田市横塚町1294

(株)原田・ガトーフェスタハラダ
Baron
フラワーデザインスタジオ

M's

palette（エムズパレット）

(株)MADE FROM

「峠の釜めし」をはじめとした、地域色豊かなお弁当の大量

安中市松井田町横川399

〒370-0849

高崎ターミナルビル(株)

(有)松邑 「とうふ料理

〒379-0301

松邑」

美味しい麺類は当社にお任せください！
県内の果物狩り、食事、体験、弁当ならお任せください。

〒370-1301

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

高崎市新町1207

で県外からのお客様をおもてなし致します。

〒371-0032

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。

前橋市若宮町1-14-22

県外のお土産にも最適な商品です。

〒376-0045

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

桐生市末広町1-12 末広ビル

飾、アロマ演出等対応しています。

〒370-0036

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

高崎市南大類町570

理をご用意いたします。

〒376－0011

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

桐生市相生町1-157-1

の方にぴったりです。

(有)メディアグロース
(株)山木館
(株)山都園
(株)大和屋

業種区分

〒379-2314

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

みどり市笠懸町西鹿田326-4

務を対応させて頂きます。

〒373-0821

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

吾妻郡長野原町川原湯454-91

む八室の贅沢な御宿です。

〒371-0022

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

前橋市千代田町2-3-16

新企画商品の開発に貢献します。

〒370-0075

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

高崎市筑縄町66-22

業のお手伝い等、珈琲に関する全般を承ります。

体験
企業名

所在地

(株)idea
(株)今井だるま店NAYA
Ａｒｋグループ

マジシャンＳｈｕＮ

(有)関東工業開発
草津温泉

ホテルヴィレッジ

(株)トリオ

〒374-0023

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

館林市大手町7-18 日栄ビル16-701

にお任せください！

〒370-0871

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

高崎市上豊岡町78

す、日本の縁起物高崎だるま

〒370-0861

マジシャンＳｈｕＮを中心に最高に幸せな思い出作りができ

高崎市八千代町4-15-22 201

るステージショーや演出をお届けします。

〒371-0022

群馬らしさを強調し開発した「シルク

前橋市千代田町4-1-5

肌に優しく蒟蒻の様な質感の洗顔石鹸

〒377-1793

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

吾妻郡草津町大字草津618

設という独自価値をもった森と生きるホテルです。

〒370-0836

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

高崎市若松町92

すので、ご要望にそった商品をご提案します。

〒378-0002

(株)原田農園

デ

スマイル」。お

県内の果物狩り、食事、体験、弁当ならお任せください。

沼田市横塚町1294

ペンションすこやか

セールスポイント

食養生すこやか 〒377-1613

大自然の癒しと「美味しい食事療法」を体験できるヘルス

の会

吾妻郡嬬恋村大笹3454-103

ツーリズム。自然医学に基づく食養生を提供します。

ロックハート城

〒377-0702

日本で唯一、ヨーロッパ古城の移築復元から25年、どこを

吾妻郡高山村5583-1

撮ってもフォトジェニック

（(株)サンポウ

担当部署：婚礼観光事業本部

業種区分

観光部）

アトラクション
企業名

所在地

セールスポイント

〒370-0861

マジシャンＳｈｕＮを中心に最高に幸せな思い出作りができ

高崎市八千代町4-15-22 201

るステージショーや演出をお届けします。

(株)上毛新聞TR

〒371-0843

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

（担当部署：営業部営業開発課）

前橋市新前橋町17-17

ならではの斬新なアイデアで群馬を表現します。

〒370-3521

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

高崎市棟高町68-25

ボ

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

〒370-3521
高崎市棟高町68-25
〒371-0025

情報誌の発行で培った企画、デザイン、編集、ネットワーク

前橋市紅雲町1-3-8 ピアビル１F

力を生かし、貴社のイベントのサポートをします。

(有)V-Upトータルプランニング

〒374-0011

（Menkoiｶﾞｰﾙｽﾞ事務局）

館林市羽附町1463-1

業種区分

金融
企業名

所在地

セールスポイント

〒370-0016

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

高崎市矢島町757-6

モータースへお任せください！！

桐生信用金庫

〒376-8668

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、

（担当部署：中小企業センター）

桐生市錦町2-15-21

当金庫におまかせください！

(株)イソベ

業種区分

各種団体
企業名

群馬県飲食業生活衛生同業組合

所在地

セールスポイント

〒371-0025

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

前橋市紅雲町1-7-12 群馬県住宅供給公社ビル4F

い。様々なご注文に対応することが可能です。

(一社)群馬県ＬＰガス協会

〒371-0854

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。

前橋市大渡町1-10-7
〒370-0861

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

高崎市八千代町3-16-13 C102

ことなら何でもご相談ください。

〒379-2166

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

前橋市野中町588

台が所属する当協会にお声がけください。

〒371-0855

県内隅々まで組合員がおり、電気に関する新設、改修、増設

前橋市問屋町1-8-4

にも親切・丁寧に対応します。

〒371-0051

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、

前橋市上細井町2035

群馬県の観光振興に大きく貢献しています。

〒371-0854

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

前橋市大渡町1-10-7 群馬県公社総合ビル5F

地域に合わせた迅速な対応が可能です。

高崎卸商社街協同組合

〒370-0006

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

（ビエント高崎）

高崎市問屋町2-7

に対応！1,000人規模の会食にもご活用を！

(公財)前橋観光コンベンション協会

〒371-0023

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、

（担当部署：コンベンション誘致課）

前橋市本町2-12-1 前橋プラザ元気21

コンベンション開催を総合的にご支援いたします。

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

業種区分

その他
企業名

所在地

セールスポイント

〒373-0821

「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

太田市下浜田474-64

ルとして、皆様のニーズにお答え致します。

〒371-0013

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

前橋市西片貝町4-22-3 2F

経営資源を集中投資できる環境をサポートします。

〒374-0023

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

館林市大手町7-18 日栄ビル16-701

にお任せください！

(株)エフエム群馬

〒371-8533

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

（担当部署：アナウンス事業室）

前橋市若宮町1-4-8

んでいるメディアです！結果にコミットします！

〒370-1201

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

高崎市倉賀野町5556-6

しています。海外展開支援と企業研修講師も対応。

(株)アディスミューズ

北関東営業所

アプリシャス(株)
(株)idea

AST Translation Service
(株)環境システムズ

〒370-1201
高崎市倉賀野町2465-4
〒376-8668

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、

（担当部署：中小企業センター）

桐生市錦町2-15-21

当金庫におまかせください！

グローリーハイグレイス(有)

〒370-0841

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

（担当部署：Spectrum事業部）

高崎市栄町14－1 高崎イーストセンタービル302

業様とともにインバウンド観光振興を行ってます。

メディア
桐生信用金庫

群馬県バス事業協同組合／(一社)群馬 〒371-0854

県内の観光地・温泉地へ最適な事業者・バスで対応します。

県バス協会

前橋市大渡町1-10-7 群馬県公社総合ビル5F

バスを利用する際は是非ご連絡ください。

群馬テレビ(株)

〒371-8548

身近なニュース・スポーツ他各番組制作・放送を始め、イベ

（担当部署：事業部）

前橋市上小出町3-38-2

ントの企画・運営、映像制作等もお手伝いします。

〒373-0819

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

太田市新島町269-7

ンベンション開催中の疲れを癒やします!!

〒371-0036

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

前橋市敷島町66

します！

(有)ザ型屋ドットコム
その他
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）

〒370-0035

(株)しみづ農園

高崎市柴崎町1563

(株)適塾
(有)ハーティーバルーン

〒379-0116

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

安中市安中3784-1

ベントが開催できます。

〒371-0835

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

前橋市前箱田町117-1

とは違ったイベントを華やかにデザインします。

〒370-0852

(株)ひかり工房

高崎市中居町3-23-22

メイリークリスタル(有)

〒371-0857
前橋市高井町1-26-6 セピアビル３F
〒371-0815

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

前橋市下佐鳥町478

物流でトータルサポートしてまいります。

〒370-0015

ＥＶへシフトする車社会で、利用者目線のインフラ整備や

高崎市島野町983-1

サービス提供を行う国内初のＥＶ総合専門店です。

(株)リッキー／NPO法人 みらいサ

〒370-0824

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

ポート

高崎市田町74-3

応が得意の為、専門分野以外もお任せ。

(株)ワカキヤ

〒370-0517

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

（ワカキヤフードサービス）

邑楽郡大泉町西小泉3-7-12

任せください。

ヤマト運輸(株)

群馬主管支店

(株)優輝

