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放送日 放送内容

2009年02月20日（金） 〈ご意見番〉      古賀 詳二 さん  （コガソフトウェア（株） 代表取締役社長）  

                       「ＩＴ業界の現状と課題」  

  

〈ホットすくらんぶる〉ウエスタン塗装（株）  

                            伊勢崎市国定町１－４８－１  

                            ＴＥＬ  ０２７０－６２－６１２１  

                            http://www.western-coating.co.jp  

  

〈フロントフォース 〉 北辰住宅技研（株）  

                            [展示場] 高崎市並榎町４１－１  

                                            上毛新聞マイホームプラザ高崎会場内  

                                           ＴＥＬ ０２７－３６４－１１４１  

                                  

                            [本社]  高崎市剣崎町１１５５－３  

                                          ＴＥＬ ０２７－３４３－３３６９  

                                     http://www.hokushin-f.co.jp  

   

2009年02月13日（金） 〈ご意見番〉          茂木 三枝 さん   

                         （（有）コンサルティングオフィス・ウィル 代表取締役 中小企業診断士）  

                         「動き出した！農商工連携」  

〈ホットすくらんぶる〉 （株）Ｋ．ライン  

                           太田市新田木崎町１７６８－１                                        

                            ＴＥＬ  ０２７６－２０－８１８８  

                            http://www.kline-grp.co.jp/  

〈フロントフォース〉  しゅかぶら美里店  

                           埼玉県児玉郡美里町大字小茂田４５９－６  

                           ＴＥＬ ０４９５－７６－０１１６  

                           http://members.my.home.ne.jp/skovla/  

  

2009年02月06日（金） 〈ご意見番〉    黒澤 功 さん （黒沢病院 理事長 院長）  

            「医療費削減と特定健診」  

      

〈ホットすくらんぶる〉ウニクス高崎  

             高崎市飯塚町１１５０－５  

             ＴＥＬ  ０２７－３７０－５２９４  

             http://www.unicus-sc.jp/  
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〈フロントフォース 〉（株）関工務所 FESS STYLE HOUSE 

              [高崎展示場] 高崎市新保町２７１－１  

                        ＴＥＬ  ０２７－３８６－３４３２  

               

                              [本社] 利根郡川場村大字谷地１９５０  

                               ＴＥＬ  ０２７８－５２－２２３９  

                                            

                                     http://se-seki.jp/        

    

  

2009年01月30日（金） 〈ご意見番〉     川口 貴志 さん  

                          （（株）アンカー 代表取締役 不動産コンサルティング技能登録者）  

                「平成２１年 不動産の打つべき手 “群馬版”」  

〈ホットすくらんぶる〉 佐々木木材防腐（株）  

              前橋市下大島町５７７－２  

               ＴＥＬ  ０２７－２６６－１３２４  

               http://sasakimokuzaibofu.cute.to  

〈フロントフォース 〉 （株）群馬バス  

              高崎市緑町３－２－３   

                             ＴＥＬ  ０２７－３６４－１１１１    

                              http://www.gunbus.co.jp  

                         

2009年01月23日（金） 〈ご意見番〉       森山 亨 さん （(社)中小企業診断協会 群馬県支部 副支部長）  

              「創造都市の時代」  

〈ホットすくらんぶる〉 高崎精器（株）  

              高崎市八幡市３７０－１  

              ＴＥＬ  ０２７－３４３－３７８１  

              http://www.tpmc.jp  

〈フロントフォース 〉 エアムーブ住宅  

                ［前橋展示場] 前橋市関根町４１１－１  

                                   ＴＥＬ  ０１２０－２４－４９５ 

                             [司建設（株）] 沼田市桜町４８６０－１  

                                                ＴＥＬ  ０２７８－２４－４９５１       

                 http://www.tsukasa-grp.co.jp  

  

  

2008年01月16日（金） 〈ご意見番〉       石川 俊之 さん （（株）帝国データバンク前橋支店 支店長）  

              「群馬県内の倒産件数の推移と今後の対策」  

〈ホットすくらんぶる〉 （株）リングス  

              埼玉県本庄市けや木2-4-8  

               ＴＥＬ  ０４９５－２２－２０２０  

               http://www.rings-net.co.jp  

〈フロントフォース 〉 （有）バースケア  

              中之条町大字中之条５１８－１  

              ＴＥＬ  ０２７９－７５－６０５６  

              http://www.bath75caer.jp  

  

2009年01月９日（金） 〈ご意見番〉      大宮 登 さん （高崎経済大学 地域政策学部 教授）  

              「大学とともに歩む地域活性化」  

       

〈ホットすくらんぶる〉 グランレーブ千年台  

              高崎市棟高町７３０－２  

              

              「グランレーブ千年台」ホームページ  

              www.sennendai.com  

〈フロントフォース 〉  医療法人彩清会 清水病院  

              埼玉県秩父郡皆野町大字皆野１３９０－２  

              ＴＥＬ  ０４９４－６２－００６７  

              http://www.simizubyouin.or.jp  
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2008年12月19日（金） 〈ご意見番〉      柴山 卓也 さん （日本銀行前橋支店長）  

             「県内の経済情勢について」  

〈ホットすくらんぶる〉永井酒造（株） 

             利根郡川場村門前７１３  

             ＴＥＬ  ０２７８－５２－２３１１  

             http://mizubasho.jp/  

〈フロントフォース 〉 生鮮市場 ビックマーケット  

             埼玉県本庄市西富田４２１ 

             ＴＥＬ  ０４９５－２３－１１３７  

   

2008年12月12日（金） 〈ご意見番〉     米村 実 さん （（財）群馬経済研究所 研究部長）  

            「「地球温暖化問題に対する企業意識と行動調査」について」  

〈ホットすくらんぶる〉（株）コスモス不動産  

             高崎市通町１４１－５ 武井ビル２F  

             ＴＥＬ  ０２７－３１０－３７１７  

             http://www.cosmos-re.co.jp/  

〈フロントフォース 〉（株）ヴィータ  

             前橋市三俣町３－３０－３  

             ＴＥＬ  ０２７－２３５－５２２２ 

             http://www.vita-net.jp  

   

2008年12月05日（金） 〈ご意見番〉    井上 啓子 さん （井上司法書士事務所 司法書士） 

            「無用な争いを避けるための遺言について」  

    

〈ホットすくらんぶる〉 （株）いちもん  

              ［本社］ 伊勢崎市田部井町３－２６３４－１  

                    ＴEL ０２７０－４０－０００１  

             ［鮨いちもん 伊勢崎本店］   

                    伊勢崎市連取町官林７６６  

                    ＴEL ０２７０－７０－４４５５  

              

             ［さかな家いちもん］   

                    伊勢崎市連取町官林７６６－６２  

                    ＴEL ０２７０－２０－７５７５  

   

             ［あぶりいちもん 田部井店］   

                    伊勢崎市田部井町     

               

                  http://www.ichimon.com  

〈フロントフォース 〉（有）楽屋  

             前橋市南町３－５６－８  

             ＴＥＬ  ０２７－２２３－８８３８  

             http://www.gakuya.biz  

                  

2008年11月28日（金） 〈ご意見番〉          笹澤 武 さん （明和学園短期大学 学長）  

                         「川場村の都市交流を活かした村づくり」  

  

〈ホットすくらんぶる〉トキタ種苗（株）                                  

             ［本社］ 埼玉県さいたま市見沼区中川１０６９ 

                   ＴEL ０４８－６８３－３４３４  

                   http://www.tokitaseed.co.jp  

               

             ［大利根研究農場］ 埼玉県北埼玉郡大利根町阿佐間１２１２        

                          ＴEL ０４８０－７２－３３７７  

                  トマトベリーWEBサイト  

                  http://www.tomatoberry.jp  

〈フロントフォース 〉 （有）石原工房  

             ［本社］ みどり市笠懸町久宮４０－１４  

                   ＴＥＬ  ０２７７－７７－１７９１  

              

             ［モデルハウス］前橋市堀越町１３４６－５  
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                  http://www.ishihara-koubou.com  

              

2008年11月21日（金） 〈ご意見番〉      三宮 晃 さん （㈲アスカ創造経営研究所 取締役）  

             「ＳＷＯＴ分析」  

         

〈ホットすくらんぶる〉（株）ネディア  

              前橋市古市町５５３  

              ＴEL ０２７－２１０－５４０３ 

              http://www.nedia.ne.jp/  

          

〈フロントフォース〉  レストラン シャクナゲ 高崎本店  

             高崎市上並榎町１１１１－７  

             ＴＥＬ ０２７－３６３－２４４０  

             http://www11.ocn.ne.jp/~s11117/  

              

2008年11月14日（金） 〈ご意見番〉     佐藤 弘男 さん （（株）アドテックス 代表取締役社長）  

                「「スパイウェア」って何？」  

      

〈ホットすくらんぶる〉エムティティ（株） 

              [高崎事業所] 高崎市倉賀野町１１－１  

                        TEL ０２７－３４７－１１５５  

              [大類工場]      高崎市中大類町１２０－７ 

                                               TEL ０２７－３５０－７１５５  

                 http://www.mtt.co.jp/                

〈フロントフォース〉  チャイニーズダイニング天壇  

               前橋市昭和町３－３４－２６  

             ＴＥＬ ０２７－２３７－３４３７ 

             http://www.dan-b.com/tendan/  

            

2008年11月07日（金） 〈ご意見番〉                野長瀬 裕二 さん （ベンチャー経営学者）  

                                 「留学生人材をどのように企業が受け入れるか」  

〈ホットすくらんぶる〉 (株)ベルク  

                            埼玉県大里郡寄居町用土５４５６  

                            TEL ０４８－５７９－１１１１ 

                            http://www.belc.jp 

〈フロントフォース〉    (株)ダ・カーポ  

                            [スーパー ダ・カーポ本店] 高崎市足門町１６２８－３  

                            http://dacapo.co.jp               TEL ０２７－３７２－１６７１  

              

                     

2008年10月31日（金） 〈ご意見番〉       米村 実 さん （(財)群馬経済研究所 研究部長）  

              「「北関東自動車道への県内企業の期待度」調査」  

〈ホットすくらんぶる〉 高山眼科緑町医院  

              高崎市緑町１－５－３  

              TEL ０２７－３６１－６０１０  

〈フロントフォース〉   嬬恋高原 キムチの郷  

              吾妻郡嬬恋村大字袋倉５１４ 

              TEL ０２７９－９７－３３００   

  

2008年10月24日（金） 〈ご意見番〉      朝岡 伸江 さん （㈱Ａ－ｌｉｎｅ 代表取締役）  

             「アクセス解析のすすめ」  

〈ホットすくらんぶる〉 （株）ジー・エム・ケー  

             伊勢崎市三和町２７４２－３  

              TEL ０２７０－２３－０６１６  

              http://www.gmk.co.jp 

〈フロントフォース〉  料亭旅館 つつじ亭  

             吾妻郡草津町６３９－１  

              TEL ０２７９－８８－９３２１      

              http://www.tsutsujitei.co.jp  
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2008年10月17日（金） 〈ご意見番〉      小内 亨 さん （おない内科クリニック 院長 医学博士）  

             「メタボ健診の落とし穴」 

〈ホットすくらんぶる〉（株）大豆工房おらが  

              栃木県佐野市栃本町１５３２  

              TEL ０２８３－６２－３４４４  

              http://www.ocarada.com  

              （商品に関するお問合せ→ info@ocarada.com）  

〈フロントフォース〉  ＴＫＭトータルビューティーエステティック  

              太田市南矢島町７５０－４ 

              TEL ０２７６－３８－６０５４      

              http://www.tkmcosmetics.com  

   

2008年10月10日（金） 〈ご意見番〉      柴山 卓也 さん （日本銀行 前橋支店長）  

             「県内の経済情勢について」  

〈ホットすくらんぶる〉東光薬品工業（株）  

             東京都足立区鹿浜１－９－１４ 

             TEL ０３－３８９６－７４７１  

              http://www.medicine.co.jp  

   

〈フロントフォース〉ミルクランド東毛 

             [ニコモール店] 太田市新田市野井町５５６－１  

                        ジョイフル本田 新田店ニコモール１階 

                        TEL ０２７６－５７－７０２０  

            

             [本店]        太田市新田市野井町７４１－１  

                        TEL ０２７６－５７－０８８８      

                         

                        http://www.milkland.ecnet.jp  

  

2008年10月03日（金） 〈ご意見番〉  島津 文弘 さん （島津会計税理士法人 代表 税理士） 

         「民法の特例と経営承継対策」  

       

〈ホットすくらんぶる〉（株）柿沼製作所  

             邑楽郡千代田町大字下中森３１４－１  

             TEL ０２７６－８６－２０９７  

             http://www.kakinuma-ss.co.jp  

〈フロントフォース〉  手打ちそば処 野のや  

             吾妻郡六合村入山１８９９－３  

             TEL ０２７９－９５－５４７８      

              http://nonoya.web.fc2.com  

  

2008年09月26日（金） 〈ご意見番〉  田村 泰彦 さん （群馬大学社会情報学部 教授）  

         「ナレッジマネジメントについて」  

〈ホットすくらんぶる〉 （株）アイシンナノテクノロジーズ  

                埼玉県鳩ヶ谷市三ツ和２－４－３ 

                TEL ０４８－２８８－００２２  

                http://www.aishin-nanotech.co.jp/  

〈フロントフォース〉草津 片岡鶴太郎美術館 

               吾妻郡草津町４７９ 

                TEL ０２７９－８８－１０１１      

              http://www.kusatsuhotel.com  

   

2008年09月19日（金） 〈ご意見番〉   川口 貴志 さん  

                   （㈱アンカー 代表取締役 不動産コンサルティング技能登録者） 

                   「これからの“戸建賃貸住宅”PａｒｔⅠ」  

    

〈ホットすくらんぶる〉（株）ＩＤＸ  

                           栃木県佐野市石塚町５６８－１１３  

                           TEL ０２８３－２５－１５７５ 

                            http://www.idx-net.co.jp/  

〈フロントフォース〉 FIGHTING SHOP グンスポ  
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                           太田市新田反町町７２６－１３  

                           ＴEL ０２７６－５７－５７７０        

                            http://www.sports-nakama.com/gunspo/  

  

2008年09月12日（金） 〈ご意見番〉        金井 澄雄 さん （特許コンサル 代表）  

                        「特許と上手に付き合うにはー特許・商標の新料金についてー」  

〈ホットすくらんぶる〉昭和電気鋳鋼（株）  

                         高崎市倉賀野町３２５０  

                         TEL ０２７－３４６－６０７５  

                         http://www.showadenki-chuko.co.jp/  

〈フロントフォース〉 （株）斉藤林業 太田展示場「美休」   

                              

                          〈太田展示場〉太田市新田大根町１１００－１  

                                          TEL ０２７６－４０－９４００  

                                

                          〈本社〉 沼田市発知新田町７５９－１ 

                                 TEL ０２７８－５０－４１１８         

                                 http://www.saito-ringyo.jp  

  

2008年09月05日（金） 〈ご意見番〉    新井 政信 さん （(㈱)経営人事研究所 代表取締役 社会保険労務士） 

           「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）について」  

      

〈ホットすくらんぶる〉 (有)高崎保安機材   

             高崎市剣崎町１１３ 

             TEL ０２７－３４４－１８１１  

             http://www.takasakihoankizai.com  

〈フロントフォース〉  四万温泉 湯の宿 山ばと  

             吾妻郡中之条町四万４３５８－１１ 

             TEL ０２７９－６４－２２１７  

             http://www.yamabato.com  

   

2008年08月29日（金） 〈ご意見番〉        森山 亨 さん （(社)中小企業診断協会群馬県支部 副支部長）  

                        「中小製造業もマーケティングを」  

          

〈ホットすくらんぶる〉 (有)スタジオ・ノーム  

                         藤岡市本動堂４３２－１  

                         TEL ０２７４－２３－７８５８ 

                         http://gnomes.bz/  

〈フロントフォース〉吾嬬味噌醤油（株）  

                        吾妻郡中之条町山田５５５ 

                        TEL ０２７９－７５－２３０１  

                         http://gamnavi.jp/town/24509/index.html  

   

2008年08月22日（金） 〈ご意見番〉        田村 実 さん （田村経営技術事務所 代表 中小企業診断士）  

           「ＩＳＯマネジメントシステムの最近の動向」  

〈ホットすくらんぶる〉大洋食品工業（㈱） 

            館林市苗木町２６１８－６  

            TEL ０２７６－７２－２５５１  

〈フロントフォース〉バイカーズステーションＳＯＸ大泉店 

            邑楽郡大泉町東小泉２－３４－２  

            TEL ０２７６－２０－１６８０  

            http://www.b-sox.co.jp  

  

2008年08月15日（金） 〈ご意見番〉    梅川 孝造 さん （㈱梅川企画 代表取締役 中小企業診断士） 

          「地域力連携拠点の設置ーがんばる小規模企業応援プランー」 

〈ホットすくらんぶる〉茜彩庵 山水  

                          藤岡市保美濃山８７５  

                          TEL ０２７４－５６－０３２１ 

                          http://www.san-sui.jp  

〈フロントフォース〉  もんじゃ・お好み焼き わいず 
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                           [本社]埼玉県行田市行田２５－１０（㈱アジルカンパニー）  

                TEL ０４８－５５３－３６６７ 

                           [行田店]埼玉県行田市若小玉１８６０－１ 

                  TEL ０４８－５５２－０１３０  

               http://www.agilecompany.co.jp 

   

   

2008年08月08日（金） 〈ご意見番〉       植原 洋次 さん  

                      （植原総業(有) 取締役 ファイナンシャルプランナー） 

                       「詳細の見えない海外金融商品にどう対応するか」  

〈ホットすくらんぶる〉（株）テロソンコーポレーション  

                            埼玉県幸手市上吉羽２１００－７９  

                            TEL ０４８０－４８－１０００ 

                            http://www.teroson.co.jp  

                                 

〈フロントフォース〉  メガネの髙崎  

                            ＜本社＞高崎市上並榎町１２８０  

                             TEL ０２７－３４３－７２１１  

                            ＜花みずき店＞高崎市上並榎町７３－３  

                            TEL ０２７－３６１－７１７１  

                               http://megane-takasaki.co.jp  

     

2008年08月01日（金） 〈ご意見番〉     茂木 三枝 さん  

                    （(有)コンサルティングオフィス・ウィル 代表取締役 中小企業診断士） 

                     「農商工連携」  

〈ホットすくらんぶる〉正田醤油(株) 

           館林市栄町３－１  

           TEL ０２７６－７４－８１００  

           http://www.shoda.co.jp  

    

〈フロントフォース〉 Ｂウェーブ ＳＨＩＲＡＩ  

            多野郡吉井町大字吉井川４２９ 

            TEL ０２７－３８７－２１３９  

            http://www.eliving-web.jp  

      

2008年07月25日（金） 〈ご意見番〉  笹澤 武 さん （明和学園短期大学 学長） 

          「渋川市の廃食用油を活かした地域づくり」  

〈ホットすくらんぶる〉グリンリーフ(株)  

            利根郡昭和村赤城原８４４－１２ 

            TEL ０２７８－２４－７７１１ 

            http://www.akn.jp  

〈フロントフォース〉  セルフィユ軽井沢  

             長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢６０１－１  

              チャーチストリート軽井沢１Ｆ  

             TEL ０２６７－４１－２１１８   

             http://www.cerfeuil.jp  

  

2008年07月18日（金） 〈ご意見番〉     野長瀬 裕二 さん （ベンチャー経営学者）  

                        「ベンチャーのＩＰＯ（株式公開）」  

〈ホットすくらんぶる〉河本工業(株)  

                           館林市北成島町２５４４  

                           TEL ０２７６－７２－３３２１   

                           http://www.komoto.eif.jp  

〈フロントフォース〉  シュピーゲルブルグ軽井沢店 

                 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢３－８  

                 TEL ０２６７－４１－２３４１  

                 http://www.lillifee.jp   

  

2008年07月11日（金） 〈ご意見番〉      柴山 卓也 さん （日本銀行 前橋支店長）  

                        「県内の経済情勢について」  

 〈ホットすくらんぶる〉 (株)山田製作所  

                            〈本社〉 桐生市広沢町１－２７５７  
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                                       TEL ０２７７－５４－２１１１ 

                            〈伊勢崎事業部〉 伊勢崎市香林町２－１２８４－３５ 

                                                   TEL ０２７０－６３－０２２１  

                                            http://www.yamada-s.co.jp    

〈フロントフォース〉     民家造りの旅籠 床屋 

                            利根郡みなかみ町石倉２６９－２  

                            TEL ０２７８－７２－６１４１  

                            http://www9.wind.ne.jp/kohtoku/hatago/  

  

2008年07月04日（金） 〈ご意見番〉        樹下 芳久 さん （(財)群馬経済研究所 主任研究員）  

                         「人口減少と少子高齢社会での消費市場」  

〈ホットすくらんぶる〉しげる工業(株) 

                           太田市由良町３３０  

                           TEL ０２７６－３１－３９１３ 

                           http://www.sgrc.co.jp  

〈フロントフォース〉 尺八  莞山  

                          利根郡みなかみ町谷川４３０  

                          TEL ０２７８－７２－４１０８  

                          http://kanzan108.co.jp 

  

2008年06月27日（金） 〈ご意見番〉        井上 啓子 さん （井上司法書士事務所 司法書士） 

                        「６月21日スタート！振り込め詐欺救済法」 

〈ホットすくらんぶる〉(株)英技研  

                        佐波郡玉村町大字上之手２１０３  

                        TEL ０２７０－６５－３１６２  

                        http:www.hanabusagiken.co.jp  

〈フロントフォース〉 藤澤ねぼけ堂  

                        藤岡市中栗須８２７  

                        TEL ０２７４－２４－５６３０  

  

2008年06月20日（金） 〈ご意見番〉         須郷 高信 さん （㈱環境浄化研究所 代表取締役 工学博士）  

                        「身の回りの環境を考える」  

〈ホットすくらんぶる〉(株)イタバ  

                         埼玉県川口市大字安行原５６－１  

                          TEL ０４８－２９７－６９５５  

〈フロントフォース〉  フール アン ピエール 

                         太田市南矢島町３４２  

                          TEL ０２７６－５６－４６５７  

   

2008年06月13日（金） 〈ご意見番〉     米村 実 さん （(財)群馬経済研究所 研究部長） 

            「消費動向調査にみる耐久消費財の普及状況」  

〈ホットすくらんぶる〉 (有)関口木型製作所  

             前橋市天川大島町９７－３  

             TEL ０２７－２６１－２１５１  

             http://www.kigata.cc  

  

〈フロントフォース〉 寿し処 初日総本店 

             前橋市六供町５５４－３ 

             TEL ０２７－２２４－８９５１  

             http://www.hatsuhi.co.jp  

  

2008年06月06日（金） 〈ご意見番〉       片亀 光 さん （環境カウンセラー）  

              「産業廃棄物の適正処理について」  

     

〈ホットすくらんぶる〉 シンコー技研株式会社  

               太田市大久保町１２４－２  

                TEL ０２７７－７９－０８５５  

                http://www.shinkogiken.jp/  
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〈フロントフォース〉  ホームバザー吉岡店  

                             北群馬郡吉岡町大久保８９１－１ フォリオショッピングセンター内  

                             TEL ０２７９－３０－５５２７  

                             http://www.homebazar.jp/  

   

2007年05月30日（金） 〈ご意見番〉            小内 亨 さん （おない内科クリニック院長 医学博士) 

                           「誰もがなる糖尿病」  

〈ホットすくらんぶる〉 (株)矢島表具店                    

                          前橋市六供町７２８－３ 

                           TEL ０２７－２２４－４１４４  

                            http://yajimahyougu.com  

                           

〈フロントフォース〉 ささの湯  

                            利根郡片品村幡谷５３５  

                           TEL ０２７８－５８－３６３０  

  

2008年05月23日（金） 〈ご意見番〉           六本木 信幸さん （㈱グンゴー 代表取締役）  

                           「資源大国日本の可能性」  

〈ホットすくらんぶる〉 相模屋食料株式会社  

                          前橋市鳥取町１２３  

                          TEL ０２７－２６９－２３４５  

                           http://www.sagamiya-kk.co.jp  

〈フロントフォース〉  おくとねフィッシングパーク  

                          沼田市白沢町生枝８５７  

                           TEL ０２７８－５３－３２５４  

                           http://www7.wind.ne.jp/okutone/  

   

2008年05月16日（金） 〈ご意見番〉          佐藤 弘男さん （株アドテックス 代表取締役社長）  

                          「エンジェルとベンチャー企業」について  

                                   

〈ホットすくらんぶる〉 コガソフトウェア株式会社  

                          東京都台東区上野１－１１－９  

                          TEL ０３－３８３３－０７３３ 

                          http://www.kogasoftware.com/ 

          

〈フロントフォース〉 KICK OFF  

                         〔太田店〕  

                        太田市新島町９５９  

                        TEL ０２７６－４７－０００７  

   

2008年05月09日（金） 〈ご意見番〉   島津文弘さん （島津会計税理士法人 代表 税理士） 

          「親が変われば子が変わる」 

〈ホットすくらんぶる〉㈱三山精機 

             甘楽郡甘楽町大字善慶寺９６９ 

             TEL ０２７４－７４－２４４０ 

             http://www.miyamaseiki.co.jp 

〈フロントフォース〉RED-ZONE（レッドゾーン） 

            太田市吉沢町１５０５－１ 

            TEL ０２７６－２０－５８３３ 

         

2008年05月02日（金） 〈ご意見番〉           三宮 晃さん （㈲アスカ創造経営研究所 取締役） 

                            「変革型リーダーに必要な気構えの転換」  

〈ホットすくらんぶる〉 ㈱アイ・エム・シー  

                                 〔ＭＩＮＩ高崎〕  

                           高崎市大八木町３０００－１９  

                            TEL ０２７－３６０－３２３２  

                            http://www.takasaki.mini.jp  

〈フロントフォース〉  下仁田こんにゃく観光センター  

                            甘楽郡下仁田町東野牧２２４－５  

                            ＴＥＬ ０２７４－８２－５４１１  

                             http://www.tabi254.jp  
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2008年04月25日（金） 〈ご意見番〉     朝岡 伸江さん （㈱A-line 代表取締役）  

             「アクセス解析のすすめ」  

〈ホットすくらんぶる〉㈱数理設計研究所  

             〔太田研修室〕   

             太田市吉沢町１０６６ ぐんま産業高度化センター１０１号室  

             TEL ０２７６－３７－７９４８                  

             http://www.madlabo..com  

〈フロントフォース〉  民宿旅館 不二野家  

             多野郡上野村大字川和１３４  

             ＴＥＬ ０２７４－５９－２３７９ 

   

2008年04月18日（金） 〈ご意見番〉        新井 政信 さん （㈱経営人事研究所 代表取締役 社会保険労務士）  

                            「職場の労働問題トラブルについて」  

〈ホットすくらんぶる〉  花園フォレスト  

                            埼玉県深谷市小前田４１７                                     

                            TEL ０１２０－４１２－７７１ 

                             http://www.hanazono-forest.com/  

〈フロントフォース〉     ㈲ＡＲＴＩＳＳ（アーチス）  

                            太田市新田中江田町９５８－５  

                             ＴＥＬ ０２７６－５６－１５４３  

2008年04月11日（金） 〈ご意見番〉            後 昌司 さん （日本銀行 前橋支店長）  

                               「県内の経済情勢について」  

〈ホットすくらんぶる〉  ㈱正田製作所  

                            桐生市新里町板橋３２０－１  

                             TEL ０２７７－７４－２４２１  

〈フロントフォース〉     サンバス敷島 Gカフェ  

                             前橋市敷島町２４４－１３ 

                            ＴＥＬ ０２７－２３５－４１３８  

   

2008年04月04日（金） 〈ご意見番〉        高橋 正光 さん （高橋税務経営事務所 代表）  

            「エコアクション２１」について  

〈ホットすくらんぶる〉 ＣＲＫ株式会社  

              高崎市小八木町３０６  

              TEL ０２７－３６２－７５１０  

〈フロントフォース〉   ｌｏｖｅｰｈａｉｒ  

               高崎市棟高町１４００ イオンモール高崎１階  

               ＴＥＬ ０２７－３７３－０３２１  

  

2008年03月28日（金） 〈ご意見番〉            川口 貴志 さん  

                              （㈱アンカー 代表取締役 不動産コンサルティング技能登録者） 

                              「～速報解説～公示地価」  

〈ホットすくらんぶる〉  アネーリ軽井沢  

                               長野県北佐久郡軽井沢町長倉２０－１２３  

                               TEL ０２６７－４１－４４１１  

〈フロントフォース〉   お菓子工房 ルポン  

                               太田市新田早川町３５０－３  

                               ＴＥＬ ０２７６－５６－５２２０  

  

2008年03月21日（金） 〈ご意見番〉             大宮 登 さん （高崎経済大学 地域政策学部 教授）  

                             「大学と地域の連携」  

〈ホットすくらんぶる〉 (株)翁  

                            藤岡市藤岡２３９０－７  

                            TEL ０２７４－２４－０８５０  

〈フロントフォース〉    (株)図南クラブ  

                            前橋市野中町４４７－１  
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                            ＴＥＬ ０２７－２１２－６７６０  

  

2008年03月14日（金） 〈ご意見番〉        金井 澄雄 さん （特許コンサル 代表） 

                         「特許出願費用を安くあげるには」  

〈ホットすくらんぶる〉 （有）沖鉄工  

                        伊勢崎市八寸町４９９４  

                        TEL ０２７０－３０－７２２０  

〈フロントフォース〉   茶香坊  

                        前橋市六供町５４６－２  

                         ＴＥＬ 027-260-9181   

2008年03月07日（金） 〈ご意見番〉      田村 泰彦 さん （群馬大学社会情報学部 教授）  

                          「マルチクライアント産学連携研究会」について  

〈ホットすくらんぶる〉  GORDONエンタープライズ株式会社 

                         前橋市上長磯町５５－３  

                         TEL ０２７－２６１－０００７  

                         http://www.gordon.co.jp  

〈フロントフォース〉 元祖 風の子ラーメン  

                        藤岡市藤岡１７５２－１ 

                       ＴＥＬ ０２７４－２４ー１１８８ 

2008年02月29日（金） 〈ご意見番〉       黒澤 功 さん （黒沢病院 理事長 院長）  

              「医療費削減と医療崩壊」  

〈ホットすくらんぶる〉 ㈱サカニワ工業  

              太田市新田反町町９０－３  

              TEL ０２７６－２０－８５５１             

              http://www.sakaniwa.jp  

〈フロントフォーカス〉 花暦（はなごよみ） 

               高崎市剣崎町１２０７－９ 

               ＴＥＬ ０２７ー３４４ー１４５１ 

               ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｈａｎａｰｇｏｙｏｍｉ.ｃｏｍ/  

2008年02月22日（金） 〈ご意見番〉             武井 昭 さん （高崎経済大学経済学部 教授）                      

                            「地域総合デザイン時代と群馬ダイヤモンドﾍﾟｶﾞｻｽ」  

〈ホットすくらんぶる〉 伊勢崎ガス㈱  

                           伊勢崎市日乃出町１０８  

                           TEL ０２７０－２５－４５２０   

                           http://www.isesakigas.co.jp  

〈フロントフォーカス〉  (株)たかせい  

                            桐生市相生町２－９６３－６３  

                             TEL ０２７７－４０－２６１１  

                             http://ｐａｒｋ3.ｗａｋｗａｋ.ｃｏｍ/～ｋｉｒａｰｔａｋａｓｅｉ/  

2008年02月15日（金） 〈ご意見番〉      川口 貴志さん  

                （(株)アンカー 代表取締役 不動産コンサルティング技能登録者）  

                「“原状回復”と“更新”について」  

〈ホットすくらんぶる〉東京拉麺(株） 

                足利市福居町１０７９－１  

                TEL ０２８４－７０－１２７０  

                             http://www.tokyo-ramen.com/  

                    

〈フロントフォーカス〉(株)ネクスト  

                 太田市大原町７２５－１１  

                TEL ０２７７－７８－８３９９  

                http://www.ll28next.com/   

2008年02月08日（金） 〈ご意見番〉               田村 実さん （田村経営技術事務所 代表）  

                               「ヒューマンエラーの防止」  

〈ホットすくらんぶる〉 ㈱友禅丸菱  

                               桐生市菱町１丁目５００番地１  

                                TEL ０２７７－４３－１９５５  

〈フロントフォーカス〉 ランド・ハウス工業㈱  

                              （本社） 高崎市問屋町西１丁目３－２１ 

                TEL ０２７－３６４－２００１  

                http://www.l-design-home.jp  
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               (高崎南店) 高崎市中居町１－４－６  

                TEL ０２７－３８４－８２００  

   

2008年02月01日（金） 〈ご意見番〉         森山 亨 さん （（社）中小企業診断協会 群馬県支部 副支部長） 

                    「中小企業地域資源活用促進法について」  

〈ホットすくらんぶる〉 新生工業株式会社  

                邑楽郡千代田町大字上五箇３９  

               TEL ０２７６－８６－５５９６   

                http://www.shinsei-kogyo.jp/  

     

〈フロントフォーカス〉 述章堂  

                高崎市本町１２０ 

                TEL ０２７－３２２－５９５９  

                http://www13.plala.or.jp/jutusyodo/  

     

    

2008年01月25日（金） 〈ご意見番〉             野長瀬 裕二 さん （ベンチャー経営学者） 

                              「自動車産業の生産立地」  

  

〈ホットすくらんぶる〉  サイトー機械金属㈱ 

                                伊勢崎市上泉町１００－１  

                                ＴＥＬ０２７０－２２－２６１１  

                                 http://www.ｓａｉｔｏｰｍｓ-ｍｅｔａｌ.ｃｏ.ｊｐ  

〈フロントフォーカス〉   せいご園  

                                多野郡神流町神ヶ原１２５９  

                                 TEL ０２７４－５８－２２５５  

   

2008年01月18日（金） 〈ご意見番〉             笹澤 武 さん （明和学園短期大学 教授）  

                                   「バランスのとれた村づくりー昭和村ー」  

〈ホットすくらんぶる〉   ㈱十万石ふくさや 

                 （本社） 埼玉県行田市行田５－１０  

                 （営業本部・工場） 埼玉県行田市長野２－２７－２８  

                   TEL ０４８－５５６－１２７５  

                   http://www.jumangoku.co.jp/  

〈フロントフォーカス〉  星音の湯  

                埼玉県秩父市下吉田４６８  

                 TEL ０４９４－７７－１１８８  

                 http://www.beyer.jp/     

  

200８年0１月１１日（金） 〈ご意見番〉     片亀 光 さん （環境カウンセラー）  

             「排出権取引の現状と展望」  

〈ホットすくらんぶる〉   (株)エーエムエス 

                 みなかみ町下牧６２７  

                  TEL ０２７８－６２－１５０１  

                  http://www.ａｍｓｰｉｎｃ.ｎｅ.jp/  

〈フロントフォーカス〉   豊長自動車販売株式会社  

                  トヨナガ太田店  

                  太田市龍舞町５０２０  

                  http://www.toyonaga-car.jp  

  

2007年12月21日（金） 〈ご意見番〉             後 昌司 さん （日本銀行 前橋支店長）  

                                 「県内の経済情勢について」  

〈ホットすくらんぶる〉    吟松亭あわしま  

                                沼田市利根町老神温泉６０３  

                                 TEL ０２７８－５６－２３１１  

                                 http://www.g-awashima.com/  

〈フロントフォーカス〉   山﨑酒造  

                                  太田市新田木崎町９６６  

                                   TEL ０２７６－５６－１２４１  

                                   http://www.yamazaki-syuzo.com  
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2007年12月14日（金） 〈ご意見番〉      米村 実 さん （(財)群馬経済研究所 主席研究員）  

               「「消費マインド調査」にみる消費支出の動向など」  

〈ホットすくらんぶる〉  (株)大嶋電機製作所  

                太田市西新町１３５－１０                   

                TEL ０２７６－３１－３９５１  

〈フロントフォーカス〉  グンイチパン株式会社 

                            パーネ デリシア本店                 

                伊勢崎市除ヶ町１０  

                  TEL ０２７０－３２－１３５１  

               パーネ デリシア宮子店  

                 伊勢崎市田中島町６０－５  

                  TEL ０２７０－３０－１３５０  

               グンイチパン㈱ＨＰ  

                 http://gunichi.com  

   

2007年12月7日（金） 〈ご意見番〉              井上 啓子さん （井上司法書士事務所 司法書士）  

                                      「成年後見制度～判断能力が不十分な人を支えるしくみ～」  

〈ホットすくらんぶる〉   (株)埼玉園芸市場    

                                          埼玉県加須市下樋遣川６０００  

                                            TEL ０４８０－６９－１１１８  

                                             http://www.saien.co.jp/  

〈フロントフォーカス〉   ワンズガーデンホーム  

                                         太田市藤阿久町５０４－６  

                                           TEL ０２７６－３３ー９７００  

                                           http://shop..onesgardenhome.com  

  

2007年11月30日（金） 〈ご意見番〉              六本木 信幸さん （㈱グンゴー 代表取締役）  

                                「排出権について」  

〈ホットすくらんぶる〉    株式会社 新東  

                                  榛東村広馬場４１１－３  

                                   TEL ０２７９－５４－６５１１                                      

                                  http://www.ｓｔ-ｓｉｎｔｏ.ｃｏｍ  

〈フロントフォーカス〉    長井屋製菓  

                                  藤岡市坂原８４６－２                                            

                                  TEL ０２７４－５６－００１７  

                                    http://www2.ocn.jp/~nagaiya/  

   

2007年11月23日（金） 〈ご意見番〉              鈴木 秀幸さん （鈴木秀幸税理士事務所 所長 税理士） 

                「相続対策は万全ですか？」  

〈ホットすくらんぶる〉  島田工業株式会社  

                伊勢崎市長沼町２２０２  

                TEL ０２７０－３２－３５１６  

                http://www.shimada-net.co.jp  

〈フロントフォーカス〉  八塩温泉 湯ざくらデイサービスセンター  

                 藤岡市鬼石１０２９－２  

                TEL ０２７４－５２－６９００  

  

2007年11月16日（金） 〈ご意見番〉        三宮 晃さん （(有)アスカ創造経営研究所 取締役）  

                 「現在の経営にも活かせる 毛利元就の訓（おしえ）」  

〈ホットすくらんぶる〉   ㈱中太商店          

                 桐生市広沢町６－９３８－１  

                  TEL ０２７７－５３－６６１１  

〈フロントフォーカス〉   ヴィラ ローマ  

                  （ヴィラ ローマ イオンモール高崎店）  

                   高崎市棟高町１４００ 

                                        TEL. ０２７－３１０－９０６５  
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                                   （シルクロード株式会社 高崎事務所）  

                                      高崎市飯塚町７２－１  

                                        TEL ０２７－３７０－８２８２  

                                       http://www.silkroad-roma..co.jp  

  

2007年11月9日（金） 〈ご意見番〉       佐藤 弘男さん （㈱アドッテックス 代表取締役社長）  

                 「「組込みシステムとソフトウエア」について」  

〈ホットすくらんぶる〉  ㈱オリエント 

                沼田市恩田町３７６－１                   

                 TEL ０２７８－２４－５５５８  

〈フロントフォーカス〉  絹小沢株式会社 

                 高崎市問屋町３－５－３  

                  TEL. ０２７－３６１－２３１１  

                 http://www.kinuozawa.co.jp  

 

2007年11月2日（金） 〈ご意見番〉      梅川孝造さん （㈱梅川企画 代表取締役 中小企業診断士）  

                「創業を支援する「情報交換会」」  

〈ホットすくらんぶる〉 ナギ産業株式会社 

               本部業務センター：埼玉県さいたま市見沼区深作  

                TEL ０４８－６９６－７１７１ 

〈フロントフォーカス〉 パルティーレ 

                （伊勢崎店）伊勢崎市連取町２３３５－２ 

                    TEL  ０２７０－６１－９５６６                                        

                              http://www.aid-alpha.co.jp/  

              

  

当サイトでは Adobe Flash を使用しています。 

ムービーをご覧になれない方は、最新版の Flash Player をインストールしてください。
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