
 

ビジネスプレス発表会実施状況 

 

 第１回   平成２４年１０月５日（金）午前９時３０分～ 

参加企業 ４社 

 ・㈱ワークステーション  レーザー加工受託及び装置販売 

 ・キュイジーヌショウダ  フルーツこんにゃくスイーツ 

・㈱昭栄太田営業所  もしもの電気はいつものＬＰガスボンベでつくる「ガス電くん」 

 ・山梅造園土木㈱  新しい造園スタイル！緑化で環境貢献！ 

 

 第２回   平成２５年４月２６日（金）午前１０時～ 

参加企業 ２社 

・㈲ザ型屋ドットコム  ナイトロガス社製のホットプレス用ガススプリング 

・㈱テラテック  Ｐブロック（組立式ブロック玩具） 

 

 第３回   平成２５年８月２８日（水）午前１０時～ 

参加企業 ２社 

 ・㈱ダイコー  そば処「花一文」のＦＣチェーン展開 

 ・㈱セレモあらい  ペットモニュメント 

※㈱テラテックから事例発表あり。 

 

 第４回   平成２５年１２月１３日（金）午前１０時～ 

参加企業 ４社 

 ・㈱新田乃庄  麺を使ったメッセージ おきりこみ麺「法燈・法の明かり」 

 ・石川工業㈱  太田市初！密閉型植物工場による安心野菜「愛菜家の日常」 

 ・もみの木  元祖ぐんまちゃん焼そば 

 ・㈱エールクリエイティブ  つながり屋 

 

 第５回   平成２６年４月２４日（木）午前１０時～ 

参加企業 ３社 

 ・㈱宝泉製作所  家族団らんのコミュニケーションツールとしての焼芋器「たてやき」 

 ・ビサイト㈱  備忘録カード（名刺サイズ） 

 ・ルポン㈱  大和芋の特性を活かしふっくらもっちり食感のベジシフォンケーキ 

 

 第６回   平成２６年８月１日（金）午前１０時～ 

参加企業 ４社 

 ・㈲清宮シール  何度も貼れて、何度でもきれいに剥がせる『シールスペース』 

 ・ネオプランニング㈱  A2M カーセキュリティシステム 

 ・㈲和洋菓子あんどう  山芋おとうふプリン 

 ・冠稲荷神社  拝殿内所蔵「繭玉額」のご案内 

 



 

 第７回   平成２６年１２月４日（木）午前１０時～ 

参加企業 ４社 

 ・岡田販売㈲  カビ・菌防止 抗菌水 

 ・㈲アイ・ディ  指を守る安全シートカバー 「ゆびセーフ」 

 ・㈱両毛ビジネスサポート  お客様のお困りごとをＩＣＴで解決 TaskAL（タスカル） 

 ・㈱ハッピーフラミンゴ  外反母趾予防対策テーピング ワンダーステップ 

 

 第８回   平成２７年４月２３日（木）午前１０時～ 

参加企業 ３社 

 ・㈱シャイン  新築住宅のキズ直しサービス ハウスリペア 

 ・加藤畜産㈱  ～31.1℃、お口のなかでとろける新食感～ くちどけ加藤ポーク 

・㈱マウンテンディアー 太田市発信の女性向けファッションブランド to touch 

 

 第９回   平成２７年８月６日（木）午前１０時～ 

参加企業 ３社 

 ・㈱千乃舞  名物！活きたイカのお造り！ 

 ・NPO 法人 よろずや余之助  空き家対策プロジェクト 

・㈱金谷自動車工業  介護・福祉車両の販売、レンタル、改造及び整備 

 

 第１０回   平成２７年１２月３日（木）午前１０時３０分～ 

参加企業 ３社 

 ・美食発酵所さぷーる  旨いお酒と珍しい発酵食品が楽しめる大人の隠れ家 

 ・ぼくらの希望ファーム㈱  ぼくらの希望ファーム「情熱の白と朱」 

・梅原モデル㈱  創造以上 プラスチックの試作屋さん 

 

 第１１回   平成２８年４月２２日（金）午前１０時～ 

参加企業 ３社 

 ・㈲万徳  はにわ焼き 

 ・㈱ダイシンテクノス  自分で創れる森の木パワー空間 

        ～杉間伐材のさとやまパッケージ製品 SATOYAMA ネットワーク～ 

・太田ＲＥＯ卓球  世界に通用する選手を東毛から 

 

 第１２回   平成２８年８月４日（木）午前１０時～ 

参加企業 ６社 

・ＤＩＮＩＮＧれんげ   洋食屋さんの本格らーめん 

・湖森食品   わけあり野菜の宅配とネット販売 

・㈱日本設備技研   強風でも煙が逆流しない 逆流防止弁付き排煙装置 

・イクシン㈱   「文美両道」こそが難関美大合格への鍵！ 

・東毛福祉事業協同組合   クックチルを利用した３６５日食事提供の開始 

・ＤＥＬＩＧＨＴ   お客様の喜びのために今までにないアンダーウェア販売 



 

 第１３回   平成２８年１２月８日（木）午前１０時～ 

参加企業 ４社 

・㈲アルプランニング   薄く携帯性のある「スリムインカン」 

・手作りケーキ工房 リヴ・レゾン 

   「はれの日」にできたてケーキを無料でお届け『ケーキ便』 

・ｋｏｈａｎａｙａ．  ｆｌｏｗｅｒ ＆ ｄｅｓｉｇｎ 

 ・㈱クラインズ  英国高級紅茶 ＮＥＷＢＹ 

 

 第１４回   平成２９年４月２７日（木）午前１０時～ 

参加企業 ３社 

・㈱オー・エス・ティ   ＩＴのかかりつけ医 ＭＯＳＴ 

・合同会社 アブレイズ   コンピテンシー活用研修 

・ｄｓｔ(ディーエスティ)   ドームジオラマ でんでんまる 

 

 第１５回   平成２９年８月３日（木）午前１０時３０分～ 

参加企業 ３社 

・cheese+cave Ａｔｒｉ 

  チーズで味わう気軽なフレンチ 大人の、大人による、『大人の時間』  

・ステーキ屋さん太田店   ほわほわハンブルグ・ステーキ 

・ひじり製麺   ２週間たっても生麺『んまいうどん』 

 

 第１６回   平成２９年１２月７日（木）午前１０時～ 

参加企業 ５社 

・㈱フジペックス  クルマキレイ スプレーガラスコーティング シリーズ 

・弁護士法人せせらぎ法律事務所  町弁による創業・廃業サポート 

・HAPPINESS KEY㈱    シーティング対応車椅子 

・㈱オーエフ    ＭＡＦＯＵ ＧＯＬＦ パター 

・㈱エーアイラボオオタ  デザイン家具制作を通じて工業的ものづくりの集積地で 

ある太田市のブランド化をめざす 

 

 第１７回   平成３０年４月２４日（火）午前１０時～ 

参加企業 ３社 

・㈱ボストンハウス（とり弁鶏太田店） 

 出来たてお弁当 1,000 個まで、ご指定場所まで配達ＯＫ 

ドライブスルー・お持ち帰り・店内でのお食事 お客様本位の店 

・一社)認知症予防＆サポート研究所アンクル 未来へのつながりで企業コラボを実現  

・タナベビジネスコーチング  経営者向けビジネスコーチング 

 

 

 



 

 第１８回   平成３０年８月６日（月）午前１０時～ 

参加企業 ３社 

・㈱エールクリエイティブ  古代と太田市をつなぐゆるキャラ 武人(ぶじん)ちゃん  

・㈱イーテクノロジー  電子パルスの力 

・㈱アルテソリューション  初期費用０円 ホームページ制作 

 

 第１９回   平成３０年１２月１１日（火）午前１０時～ 

参加企業 ３社 

・ダスキン藤阿久  タイルカーペットリセットサービス  

・東毛福祉事業協同組合  スマイルクック 

・㈱フジペックス  クルマキレイ O3BOX 自動車内の消臭・除菌 

 

 第２０回   令和元年９月２７日（金）午前１０時～ 

参加企業 ３社 

・tuning up tp   使い方を知ることで健康生活「下駄」 

・焼きそば専門店もみの木  身も心も温まる冬季限定焼きそば 上州太田すき焼きそば 

・ＬＩＺＥＲ ＬＡＢ  新発明・圧倒的な臨場感と空間表現 頭外定位イヤピース「ＪＵＪＵ」 

 

 第２１回   令和２年２月６日（木）午前１０時～ 

参加企業 ４社 

・学習塾 Study Room  ＡＩ学習教材や携帯アプリを使った受験指導 

・カナヤ ビジネスソリューションズ  ビジネスアニメーションで自社の魅力を伝える 

・バランスショップ キックオフ  靴のフィッティングとバランスコントロールインソール! 

・アロマイル～Aromile～  太田市発! 1 回で結果が出る健康美アロマサロン 

 

 第２２回   令和２年１０月２８日（水）午前１０時～ 

参加企業 ４社 

・中濱 裕美  「言葉」と「脳の動かし方」を変えて健康も人生も自分で創る「オンライン・コーチング」 

・ＯＴＡ ＦＡＣＴＯＲＹ㈱ ミャンマー人材トータルソリューションサービス 

・マツミ産業㈲ 紫外線を外に出さないので安心・安全「空間除菌装置」 

・テクト㈱ 医療従事者を飛沫感染から守る「ペイシェント・ヘッド・カバー」 

 

 第２３回   令和３年２月４日（木）午前１０時～ 

参加企業 ４社 

・㈱ワークステーション 「レーザー加工による木材、金属、樹脂製品のレーザーマーキング受託加工」 

・矢崎化工㈱ 新たな道を切り拓く「アクロス イレクター台車」 

・㈲マシン・エレクトロニクス 「高精度温度計 アイアールサーモ Ｒ１」 

・東亜工業㈱新田工場 “「密」でも「ノー密」”インフラ自立型！！災害時に強いユニットハウス 

「リベラキャビン Ｌｉｂｅｒａ ｃａｂｉｎ」 

 



 

 第２４回   令和３年１０月２７日（水）午前１０時～ 

参加企業 ３社 

・CommStepLLC 地域をつなぐ「まちの総務」コミュニティプラットフォームの紹介 

・㈱PLATZ オンライン最短合格指導塾 Ageru 

・㈱つばさ 地域の未来を担う若い力『株式会社つばさ』だからできる３つのこと 

 

 第２５回   令和４年２月２日（水）午前１０時～ 

参加企業 ４社 

・Beauty salon Aglaea 「エステサロンの常識を変える！新感覚アットホームサロン」 

             私たちが必要とされる地域密着スマイル活動 

・大南食品 上州太田焼きそば 

      ～蒸した後に茹で上げる二段製法と秘伝液体ソースが『新しい形の焼きそば』を創りました！～ 

・瞳安 全国の伝統工芸品を展示するギャラリー設立 

・㈱めんでる 極小タイプ 全自動製麺機 MS-８、MS-８F 

 

 


