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群馬の企業と実業家
期間：平成２１年７月１６日（木）～９月３０日（水）

場所：群馬県立図書館３階展示コーナー

群馬県立図書館では、県内の郷土資料の重点的な収集・保存・利用提供に努めており、加えて資料
展示として、年４回テーマを変えて、特色ある資料を幅広く紹介しています。
企業の社史、エピソード、創業者の著作など、群馬の産業経済の発展に貢献した企業や実業家に
関する資料を紹介します。

【展示資料について】
本展示は、群馬県の企業と実業家に関する図書資料等の一端を紹介するもので、全ての資料等を網羅
的に紹介するものではありません。ここに示した１３２点の資料は、所蔵資料の一部です。
展示資料は通常主に２階調査相談室の郷土資料コーナーにあり、いつでも閲覧できます。複本がある
場合には、展示期間中でも貸出のできるものがあります。「＊」記号の付いたものは、郷土資料ですが
一冊のみ所蔵あるいは雑誌類のため、貸出できない資料です。また、「◎」の記号の付いたものは、本
企画展のために企業等から提供していただいた資料類です。なお、展示されていない所蔵資料のことや
展示資料の貸出等のご相談は、２階調査相談室で受け付けておりますので、お申付けください。
○群馬の企業・実業家に関する資料

首都東京からわずか100㎞に位置する群馬県は、これまで培われてきた「ものづくり」の伝統から、強い
技術力と優れた技能が集積しており、また、関越自動車道をはじめとする４つの高速道路が十字軸を形
成する「高速道路の結節点」にあります。県内にはおよそ１１万もの事業所があり、経済と文化を力強
く支え、企業にまつわる多くのエピソードが生まれました。そして、実業家は新しい技術で社会に貢献
したい、物づくりで地域の暮らしを支えたいという「志」を持ち、多くの企業が創業されました。
現在では、国際化や生活の多様化により、企業も多くのサービスを提供しています。また、環境への配
慮や仕事と子育ての両立支援に向けた環境整備など、新しい取り組みも求められています。大きな期待
と責任を担い、今日も群馬の企業は活躍しています。
１ 群馬県会社要覧 ２００８年版 群馬経済研究所／編 群馬経済研究所 2008
２ ぐんま企業ガイドブック 200９
群馬県雇用開発協会／編 群馬県雇用開発協会 2008
３ ぐんま企業ガイドブック 2010 群馬県雇用開発協会／編
200９
４ ぐんま経済ガイドブック’07～'08 週刊ＴＳＲ情報（両毛版） 臨時増刊号
東京商工リサーチ／編 東京商工リサ－チ前橋支店
200７
５ ぐんま経済ガイドブック’08～'09 週刊ＴＳＲ情報（両毛版） 臨時増刊号
東京商工リサーチ／編 東京商工リサ－チ前橋支店
200８
＊６ ぐんま経済 No.307 2009.1
寄稿：2009年の世界と日本、金融危機克服がカギ 群馬経済研究所／編 200９
＊７ ぐんま経済 No.313 2009.7
特集：2007年7-9月期の景気見通し 群馬経済研究所／編 200９
＊８ 企業サポートぐんま 2009.4･5合併号 群馬県産業支援機構／編
2009
＊９ 企業サポートぐんま 2009.2･3合併号 群馬県産業支援機構／編
2009
＊１０ 企業サポートぐんま 2009.1.13号 群馬県産業支援機構／編 2009
＊１１ ぐんまの経済概況 2009.6 群馬銀行／編 群馬銀行 200９
＊１２ ぐんま経済 No.308 2009.2 調査報告：原油･原材料価格の変動と県内企業経営動向調査
群馬経済研究所／編 200９
＊１３ 中小企業ぐんま VOL.571 2009.5 群馬県中小企業団体中央会／編 200９
１４ Ｔｈｅ ｍｏｄｅｌ 群馬の中核企業 群馬県／企画 2002
１５ 企業サポートガイド 平成21年度 中小企業支援施策のご案内
群馬県／編 200９
１６ 何が私を支えたか 県内企業トップ６７人の原点 上毛新聞社編集局政経部／取材 上毛新聞社
200３
１７ 素顔の企業人 県内財界トップ６９人が語る経営理念と戦略 上毛新聞社編集局経済部／取材 上毛
新聞社 200１
１８ 上州人事業家列伝 萩原進／著 群馬県経済研究所 1988
１９ 成長と革新の企業経営 社長が語る学生へのメッセージ
井田 純一郎／ほか著 立教経済人クラブ産学連携委員会／編 日本経営史研究所 2004
２０ 群馬県人物・人材情報リスト ２００７ 日外アソシエーツ／編 2006
２１ 夢 出会い 前橋 県都を支えて 前橋商工会議所創立百周年記念誌 通史編 前橋商工会議所／編

1998
＊２２ 桐生商工名鑑 １９９６年版 桐生商工会議所／編 桐生商工会議所 1996
２３ 高崎郷土産業史 根岸省三／編 吾妻書館 1981
＊２４ 群馬県会社総覧 昭和２４年度 上毛新聞社／編 上毛新聞社 1949
２５ 企業文化探訪ガイド 第１６回国民文化祭群馬県実行委員会／編 2001
２６ ぐんまの会社探検ガイド 群馬県／編 2004
＊２７ グラフぐんま 第43巻7号通巻510号 群馬県／企画 上毛新聞社／編 200９
２８ ものづくり立県 ぐんまの１社１技術 Ｖｏｌ．６ 群馬県／ほか編 2006
２９ Ｗｈａｔ ｉｓ ＩＴ？ 中小企業ＩＴ活用ハンドブック 群馬県／編 2002
３０ ぐんまのおすすめサービス 平成２０年度 群馬県／編
2009
３１ おすすめサービス事例集 キラッと光るぐんまの企業 パリッシュ出版／企画・制作 群馬県 2004
３２ エラベル ＡＬｅｖｅｌ ２００９ 関東版 東京商工リサーチ／編
200８
○建設業に関する資料

３３ 人生を語る 建設業界のトップたち 混沌の時代を生き抜く４０人の経営術 日本工業経済新聞社
／編 2006
３４ 群馬県建設名鑑 平成20・21年度版 日本工業経済新聞社前橋支局／編 2008
３５ 群馬県建設名鑑（別冊） 平成20・21年度版 日本工業経済新聞社前橋支局／編 2008
３６ 群馬の建設業史 協会史編纂特別委員会／編 群馬県建設業協会 1989
３７ 群馬県建設事業計画書 平成20年度 日本工業経済新聞社前橋支局／編 2008
＊３８ 建設データファイルぐんま 2003 東京商工リサーチ前橋支店／編 2002
３９ ぐんま建設産業再生支援プラン 群馬県／編 2006
＊４０ 群馬県連２０年の歩み 群馬県鳶工業連合会 1977
４１ 創立二十周年記念誌 群馬県ブロック工事業協同組合／編 1982
４２ 群馬建具創立四十周年記念誌 群馬県建具組合連合会／編 2008
＊４３ 三十年史 群馬県電気工事工業組合／編 1985
４４ 大和設備工事５０年史 大和設備工事／編 1997
４５ 高崎土木建築業協同組合五十年史 高崎土木建築業協同組合／編 2001
４６ 群馬で家を建てる 2008春・夏 月刊ハウジング／編集 リクルート 2008
◎ 会社案内（佐田建設株式会社／発行）
＊４７ 佐田一郎のこと その生いたちと人柄 岩田松七郎／編 丸徳興業 1990
◎ 企業ＰＲ誌「和’ｓ ＹＡＭＡＴＯ」（株式会社ヤマト／発行）
４８ 創業の心 柴山大五郎経営語録 大和設備工事／編 1995
４９ おいしい水・安全な水を考える 阿部三郎／著 (株)ヤマト 2008
○卸・小売業に関する資料

５０ 群馬県大規模小売店舗名簿 平成２０年６月１日現在 群馬県／編 2008
５１ 群馬の商業 商業統計調査結果 平成１９年６月１日現在 群馬県／編 2009
＊５２ ぐんま経済 No.310 県内小売業の現状と消費者の買物行動 群馬経済研究所／ 編 2009
＊５３ 日経ビジネス 2003.5.19 特集：稼ぐ巨大店 ジョイフル本田･カインズホーム 日経ＢＰ社／
編
５４ なるほど知図帳群馬 昭文社 2006
５５ 高橋元吉 内から見えてくるもの 前橋文学館特別企画展 前橋文学館／編 2004
５６ 安藤震四郎商店５０年史 安藤震四郎商店／編 1965
＊５７ とりせん５０年史 とりせん／編 1999
◎ 会社案内（株式会社ヤマダ電機／発行）
＊５８ ヤマダ電機<激安戦略>勝利のシナリオ 「家電量販」戦国時代のゆくえ 田川克巳／著 ぱる出版
2008
＊５９ 週刊ダイヤモンド 2008.6.21号 ヤマダ電機 異形の2兆円企業 ダイヤモンド社／編
６０ ＣＳＲ ＲＥＰＯＲＴ 2009 ヤマダ電機／編 2009
◎ 会社案内、企業ポスター（株式会社ベイシア／発行）
＊６１ 日経ビジネス 2008.10.20 特集：人「土屋嘉雄氏（ベイシア会長）」 日経ＢＰ社／編 2008
○運輸・情報通信業に関する資料

＊６２ 上電今昔物語 創立７０周年記念 車両イラスト集 上毛電気鉄道／編 1996
６３ 上信電鉄百年史 グループ企業とともに 上信エージェンシー／編 1995
＊６４ ＲＡＩＬＷＡＹ １００ 東武鉄道が育んだ一世紀の軌跡 東武鉄道／編 1998
６５ 日本鉄道旅行地図帳 全線・全駅・全廃線 今尾恵介／監修 新潮社 2008
＊６６ 時代を運んで５０年 群馬県トラック協会創立５０周年記念史 群馬県トラック協会／編 1993
＊６７ 群馬バス五十年の歩み 上毛新聞社出版局／編 群馬バス 1993
６８ 群馬のハイヤー六十年史 群馬のハイヤー協会／編 1986
６９ 高崎倉庫株式会社１００年史 高崎倉庫／編 1998
７０ 上毛倉庫七十年誌 上毛倉庫／編 1966
７１ 「仕事の達人」の哲学 野間清治に学ぶ運命好転の法則 渡部昇一／著 致知出版社 2003
７２ ＮＨＫ前橋放送局７５年のあゆみ ＮＨＫ前橋放送局／編 2008

７３ ＦＭ ＯＺＥ ５年のあゆみ 沼田エフエム放送／編集・企画 2002
◎ 創業１２０周年パンフレット（株式会社上毛新聞社／発行）
◎ 会社案内、タイムスケジュール（株式会社エフエム群馬／発行）
７４ エフエム群馬１５年のあゆみ エフエム群馬／編 2000
◎ ビデオ「小栗映画への誘い」、ＤＶＤはばたけ！ペガサス」、放送用台本、セールスシート（営業
用資料）
（群馬テレビ／発行）
○サービス・金融業に関する資料

７５ 館林第四拾國立銀行創立と頭取南條新六郎 群馬県最初の銀行 小堀直人／著 あさを社 2008
＊７６ 日本の地方銀行 戸川猪佐武／著 光文社 1981
７７ 群馬銀行五十年史 群馬銀行調査部五十年史編纂室／編
1983
７８ 高崎信用金庫８０年誌 高崎信用金庫８０年誌編纂事務局／編 1996
＊７９ ＴＯＷＡ経済レポートNO.244 2009.4 東和銀行地域経済研究所／編 2009
８０ 中小企業金融に生きる 群馬県信用組合協会４５年史 群馬県信用組合／編 1998
＊８１ 山崎種二 「売りの山種」 祖田浩一／著 自館複製 1994
＊８２ ぐんま経済 No.296 2008.2
調査報告：データに見る本県サービス業の特徴 群馬経済研究所／編 2008
８３ パリッシュのエリアマーケティング 「売れる商品」を生む仕組みづくり
パリッシュ総合研究所／著 パリッシュ出版 2005
＊８４ 温協三十年の歩み 群馬県温泉旅館協同組合創立三十周年記念誌 群馬県温泉旅館協同組合／編
1993
＊８５ 女将さんからの熱いメッセージ 日本の名門旅館100軒 週刊ホテルレストラン／編集 ｵｰﾀﾊﾟﾌﾞﾘｹ
ｰｼｮﾝｽﾞ1995
８６ 奇跡の軌跡 1964～2006 関良則／著 文芸社 2006
＊８７ ぐんま経済 No.309 2009.3
調査報告：県内居宅介護サービス業界の動向 群馬経済研究所編 2009
８８ 次世代サービス産業情報発信事業調査報告書 平成１６年度 群馬県／編 2005
８９ ぐんまのおすすめサービス平成１９年度 群馬県／編 2008
◎ 会社案内、ＰＲ誌「テイクオフ」（群馬銀行株式会社／発行）
◎ 会社案内（株式会社両毛システムズ／発行）
○製造業に関する資料

９０ ものづくり立県 ぐんまの１社１技術 Ｖｏｌ．４ 群馬県／ほか編 2004
９１ ものづくり立県 ぐんまの１社１技術 Ｖｏｌ．５ 群馬県／ほか編 2005
９２ 群馬県の工業 工業統計調査結果報告書 群馬県／編 2008
９３ 工場ガイド 栃木・群馬 データフォーラム 2004
９４ グッドデザインぐんま商品カタログ 平成１９年度 群馬県／編
2007
９５ ワザの現場 ぐんま高度技能活用ガイドブック 群馬県雇用開発協会／編 1999
＊９６ 絹織物直輸出をめざして 明治二十年代木村浅七の海外通信文 下村欣司・小口悦子／著 2006
９７ 桐生織物協同組合史 統合１０年 昭和から平成へ 桐生織物協同組合組合／編 1998
９８ 絹先人考 上毛新聞社 2009
９９ 上毛モスリン株式会社史 明治から大正にかけ躍動した館林 小堀直人／著 2008
１００ 味とまごころの交差点 サンヨー食品４５年のあゆみ サンヨー食品／編 1999
１０１ 汗とカネ サッポロ一番 井田信夫／著 上毛新聞社 2000
１０２ 語る上州人近藤英一郎 激流を生き抜いて 下屋秀行／文・編 上毛新聞社 2005
１０３ ぐんまのおすすめサービス 注目の企業・団体３７件を紹介します！ 群馬県／編 2006
◎ 会社案内、群馬製作所のご案内、社会・環境報告書2008（富士重工業株式会社／発行）
＊１０４ 富士重工業５０年史 六連星はかがやく 1953－2003 富士重工業／編 2004
＊１０５ スバルは何を創ったか スバル３６０とスバル１０００、“独創性”の系譜 影山夙／著 山海
堂 2003
＊１０６ スバル３６０を創った男 飛行機屋百瀬晋六の自動車開発物語 百瀬晋六刊行会／編 郁朋社
2001
＊１０７ アイ・ラブ・スバル スバル50周年記念1958-2008 ネコ・パブリッシング 2008
＊１０８ 名車の記憶 スバルレガシィ 進化するスバルの法則…4世代の革新 モーターマガジン社 2009
＊１０９ 360cc軽商用貨物自動車1950-1975 昭和のモータリゼーションを支えた小さな力持ち 八重洲
出版 2009
＊１１０ 富士重工業技術人間史 スバルを生んだ技術者たち 富士重工業／編 三樹書房 2005
１１１ スバルを生んだ技術者たち 富士重工技術人間史 富士重工業／編 1994
＊１１２ 詳説スバル開発物語 スバル360・1000の開発技術者の記録 松本廉平／著 自館製本 2009
１１３ ２１世紀への記憶 山田製作所５５年史 山田製作所／編 2001
＊１１４ 創業五十年史 小倉クラッチ／編 1988
１１５ オギハラ五十年史 オギハラ／編 2002
＊１１６ 変革の１０年 ミツバ６０年史 1996－2005 ミツバ／編 2006
＊１１７ ミツバのヒミツ ミツバ／編集 2005
１１８ ザ・パチンコ パチンコ台名鑑 百巣編集室／編 リブロポート 1985

＊１１９ 創業５０周年記念誌 ソフィア５０年の足跡
ソフィア／編 2001
１２０ 明珠照影 パチンコ界の巨星・清水一二の生涯 滝沢寛／著 丸ノ内出版 1980
◎ 会社案内、第44期報告書（株式会社ＳＡＮＫＹＯ／発行）
１２１ 太陽誘電５０年史 やきものから高機能セラミックへの道のり 太陽誘電／編 2002
◎ 会社案内、アルバム「高崎工場 未来への軌跡」（群栄化学工業株式会社／発行）
◎ 会社案内、ＤＶＤ「NEW GLOBAL SANDEN」、書籍「サンデンの挑戦」（サンデン株式会社／発行）
１２２ ＣＳＲ報告書 2008 サンデングループ／編 サンデン 2008
＊１２３ サンデン技術４０年の歩み サンデン／編 1986
１２４ 海平なり 群馬から、世界への道程 牛久保海平／著 上毛新聞社 1996
◎ 会社案内、種苗カタログ（カネコ種苗／発行）
１２５ カネコ種苗６０年史 カネコ種苗／編 カネコ種苗 2008
１２６ 種子（たね）のロマン 日本種苗業界の歴史 明治・大正編 金子才十郎／著 1991
１２７ 種子（たね）のロマン 日本種苗業界の歴史 昭和前期編 金子才十郎／著 1993
１２８ 金子才十郎 折原佐助／著 1938
・群馬県企業局に関する資料

群馬県企業局では、水源県群馬の豊富な水を使って、電気や工業用水、水道水を作っています。
また河川敷を利用したゴルフ場、そして、工業用地を作ったりと、県民の皆さんの生活に関係の深い
５つの事業を行っています。
１２９ 群馬県企業局史 続五十周年 群馬県企業局／編
2008
＊１３０ 自ら見つけた道 廣瀬玉雄／著 上毛新聞社
2007
１３１ 群馬県の電気事業 群馬県企業局／編
2006
川の恵みを郷土へ活かす（水道用供給事業、工業用水道事業パンフレット）
群馬企業立地ガイド、ぐんまの企業誘致（次世代産業の集積をめざして）
１３２ みぢかな企業局。 群馬県企業局／編 2005
※

企 画 協 力 （敬称略）

群馬県工業振興課
群馬県産業技術センター
群馬県企業局
株式会社エフエム群馬
カネコ種苗株式会社
群栄化学工業株式会社
群馬テレビ株式会社
群馬銀行株式会社
佐田建設株式会社
株式会社ＳＡＮＫＹＯ
サンデン株式会社
株式会社上毛新聞社
株式会社ベイシア
富士重工業株式会社
株式会社ヤマト
株式会社ヤマダ電機
株式会社両毛システムズ

