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商業 工業 青年部 女性部

第１号 16.  7.  1 割烹　豊田 ㈱松下 ㈲吉原石材センター ㈲小林商店

第２号 16.10.  1 スーパー　魚三 ㈱トモエ化工 マスヤ文具店 ㈱スナガ

第３号 16.12.  1 フラワーいづみ 糸宏織物 小林米穀店 ㈱東毛自動車教習所

第４号 17.  3.31 マルゴ商店 金子建築 山田硝子店 ㈾神尾商店

第５号 17.  7.  1 天川会計事務所 矢内木材㈲ 司法書士　曽根努事務所 ㈲斉藤板金

第６号 17.10.  1 ㈲椎名 金子織物 新井自動車 UOYA　水島

第７号 18.  1.  1 ままの菓子処　こまつ屋 坂下製材㈱ 阿左美建設工業㈱ 宮崎菓子問屋

第８号 18.  3.23 ㈱大間々写真 塩谷建設 ㈱大間々環境サービス ㈱サンコー電子

第９号 18.  7.  1 奥村酒造㈱ ㈲星野製作所 御菓子司　大間々青柳 朝賀米穀店

第１０号 18.10.  1 アライ商会㈱ 田村織物 アジア工芸 ﾓｰﾄﾞｻﾛﾝ　アン・エディ

第１１号 19.  1.  1 ㈱足利屋洋品店 貴船工業㈱ 美濃屋 ㈲高和ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

第１２号 19.  3.31 近藤酒造㈱ ㈱下井田製作所 ㈲メジャー 御菓子　４丁目梅月

第１３号 19.  7.  1 大沢石材 ㈲ヤマザキフーズ 鈴木土地家屋調査士事務所 ㈲川島自動車部品

第１４号 19.10.  1 マツバヤ洋品店 ㈲黒澤商店 酒処　さくら スナガ食品㈱

第１５号 20.  1.  1 ㈲荻善人形店 南雲建設 木村木材㈱ 佐野屋そば店

第１６号 20.  3.31 マツモト時計店 ㈱大間々印刷 小保方ｱｸｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 長瀬縫製＆そば工房

第１７号 20.  7.  1 うどん・和善　いし和楽 ㈲荻原商店 秋葉自動車工業㈲ ㈱新宇商店

第１８号 20.10.  1 ㈲松島商店 星恵織物 石綿材木 ㈾高瀬薬局

第１９号 21.  1.  1 日の出屋 ㈲柏製作所 ㈱鮮魚鈴木 呉服のおぎの

第２０号 21.  3.31 宏誠堂印刷 ㈲ダイシン産業 黒田鈑金塗装㈱ 中井屋魚店

会員紹介 会員紹介 あきんどスポット

第２１号 21.07.01 今泉家具 龍昌 星野物産㈱

第２２号 21.10.01 季すけ茶屋 バイリンガルハウス ㈱スナガ

第２３号 22.01.01 オギノ人形店 ㈲八百仲　ﾌﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 近藤酒造㈱

第２４号 22.03.31 カレーうどんの山本屋 マルキン ㈱岡直三郎商店

第２５号 22.07.01 果林 さのやうどん店 里美まんじゅう藤島屋

第２６号 22.10.01 らーめん　大関 小島紙器 ㈲小林米穀店

第２７号 23.01.01 洋装　かめい ㈲シンエイ精研 美濃屋

第２８号 23.03.31 キヨシ理容室 そば処　ふくおか 奥村酒造㈱

第２９号 23.07.01 鮨処　竹仙 ㈱相羽通建 青柳

第３０号 23.10.01 神梅館 ｼｬﾃﾞｨｷﾞﾌﾄﾌﾟﾗｻﾞ大間々店 スナガ食品㈱

第３１号 24.01.01 山水苑 風間建築　KーPLAN わたらせミンク毛販

第３２号 24.03.31 あかがね屋 ㈲銅林工業所 ㈲こまつ屋

表紙 会員紹介 会員紹介 あきんどスポット

第３３号 24.07.01 ㈱松下 魚彩遊膳　うおふじ 楽昌 黒糖まんじゅう　タカザワ

第３４号 24.10.04 アプレール洋菓子店 辻原商店 ㈲小屋材木店 ㈲相模屋

第３５号 25.01.01 ㈲荻善人形店 下田乳業 ㈲大間々急送 長寿軒本店

第３６号 25.03.31 新井自動車㈱ meijiファミリーミルク ヘアー＆メイク　リプル ｲﾀﾘｱﾝｼﾞｪﾗｰﾄ　ミラノ

第３７号 25.07.01 塩谷建設 ㈲栄寿司 梅月堂本店 ｽﾃｰｷﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ　マルベリー

第３８号 25.10.01 とこやさろん　なかむら 上州やぶそば処　大島屋 ㈲スワン 道楽園

第３９号 25.01.01 神明宮 お掃除救援隊 西方タイヤサービス ㈱大間々ゴルフ

第４０号 25.03.31 ㈱小保方本店 ｺｽﾒﾃｨｯｸﾙｰﾑ　イヴ ㈲大成電機 ｲﾝﾄﾞ料理　スターサンジ

第４１号 26.07.01 ㈱球屋北原煙火店 ㈲伊藤モータース 小林君八百屋 赤城観光自動車㈱

第４２号 26.10.01 ㈱豊田館 ﾍｱｰﾄﾘｯｸ　床竹 ﾅﾁｭﾗﾙｿﾌﾄｸﾘｰﾑｶﾌｪ　ミルカ ㈲浅原体験村

第４３号 27.01.01 高砂の湯 ㈲カナイクラフト 小田原屋 小平の里

第４４号 27.03.01 ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ事業に参加したメンバー

広報　”ままのあきんど”「会員紹介」一覧
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No. 発効日 表紙 大型店/金融機関　紹介 会員紹介 スポット

セキチュー

群馬銀行

㈱ベイシア

桐生信用金庫

カスミ 黒坂石　バンガロー・テント村

しののめ信用金庫 沢入ファミリーオートキャンプ場

とりせん

ぐんまみらい信組

サンキ 蜂須電気

東和銀行 水沼温泉センター

セキチュー 松島匠建㈱

群馬銀行 赤城公業㈱

ベイシア ㈲石原自動車整備工場

桐生信用金庫 松島建材

カスミ 小倉設備

しののめ信用金庫 ヤマザキ設備

とりせん HAIR LIBRO

ぐんまみらい信組 東プラスチック

サンキ Gree green　ふぁーむ㈱

東和銀行 ㈾神尾商店

セキチュー ㈱はなはな

群馬銀行 川端畳店

ベイシア ㈱大間々環境サービス

桐生信用金庫 ㈲小林商店

カスミ 山田硝子店

しののめ信用金庫 松屋旅館

とりせん voila!

ぐんまみらい信組 街なかにっこにっこ倶楽部

サンキ tangerine

東和銀行 斉藤畳店

セキチュー 焼きがし果々菓

群馬銀行 ローソン大間々店

ベイシア 南雲建設

桐生信用金庫 赤帽わたらせ

カスミ 石の和光

しののめ信用金庫 きずな接骨院

とりせん ㈱make peace

ぐんまみらい信組 IN PACT,32

サンキ ㈲森田石材店

東和銀行 Yasue Onodera Co.

セキチュー Organic Hair Salon BIANCA

群馬銀行 食事処しまむら

なし 紡～つむぎ～

なし LIQUA（リクア）

なし しんせい

なし マルキン

ベイシア まるかん

桐信 ほびーずじゅん

なし コスメティックルーム　Eve

なし プラスワン

カスミ Admire bodymake studio

しののめ信用金庫 ㈱足利屋洋品店

なし 井筒屋支店

なし 幸ちゃん家

なし キレイズ　群馬

なし いまいずみ建築

なし 朝賀米穀店

なし 新井商事㈲
そば処 ふくおか

寿呼羅

㈲浅原体験村

㈱鮮魚鈴木

あかがね屋

旬彩　きむら

カレー風味　すずき

創彩食さと

味処　香味屋

麺家匠

SAKURAかき氷工房

赤城観光自動車㈱

松屋旅館

焼きがし果々菓

星野物産㈱

たつ吉　みどり大間々店

美濃屋

うおふじ

ねこの時計

ラメール

そば処ふくおか

国民宿舎サンレイク草木

草木ドライブイン

㈲いたくらや精肉店

㈲小林米穀店

旬彩トラットリア　ありす

会報　”あずままだより”「会員紹介」一覧

第１号 27.07.01 みどり市発足・正副会長

金子建設

第３号 28.01.01 鮨国

第２号 27.10.01 ㈱今芳商店 ㈲睦

坂本プラスチック

第５号 28.07.01 カットハウス　ボブ

第４号 28.03.31 フラワーいづみ

第７号 29.01.01 ㈲トミヤ化工

第６号 28.10.01 玉木屋

第９号 29.07.01 ㈲吉田旗染店

第８号 29.04.01 トーモ―オートサービス

第１１号 30.01.01 赤城豆腐すみれや

第１０号 29.10.01 ㈱大間々写真

第１３号 30.07.01 総会写真

第１２号 30.03.31 楽昌

第１５号 31.01.01 マツモト時計店

第１４号 30.10.01 塩谷建設

第１６号 31.04.01 群馬電機㈱

第１９号 02.01.01 石原内装

第１８号 01.10.01 森精密㈱

グッドグリーンサービス

第２３号 03.01.01 美味しい群馬再発見！

第２２号 02.10.01 わたらせ森林組合

第１７号 01.07.01 わたらせ渓谷鐡道㈱

第２９号 04.07.01 ㈱新井土木

第２８号 04.04.01 ㈲大沢縫製

御菓子　大間々青柳

第２５号 03.07.01 Atelier Lala アトリエララ

第２４号 03.04.01 相羽通建

第２７号 04.01.01 銅林工業所

第２６号 03.10.01 KANBAI-BASE

第２１号 02.07.01 会長・副会長・コロナ対策

第２０号 02.04.01


