
令和4年5月承認企業一覧 （承認数 33件）
※空欄は企業の非公開希望事項です。（「ホームページ等」の欄はホームページがない場合を含む）

※4件の企業は非公開希望のため掲載していません。

No 企業名・事業所名 ホームページ等 所在地 電話番号 産業分類 承認日 計画テーマ

1 （株）アロー電子 日高市高萩東２－３７－２４ 042-989-3247 製造業 R4.5.2
鉛フリーに対応したPCB基板はんだ付け装置の整備による
「環境にやさしい企業」への転換

2 （有）長春堂
https://www.kakejiku.ne.j
p/

春日部市豊町６丁目４番７号 048-752-0558 卸売業，小売業 R4.5.2
オンライン展覧会用オリジナルソフトの構築で、表具の市場
拡大を図る

3 （有）ジオプランニング
http://www.geo-
planning.com

熊谷市村岡２１７２－１ 048-577-7587
学術研究，専門・
技術サービス業

R4.5.6

4 大雄技術（株） 熊谷市久下２－１３１ 048-527-0077
学術研究，専門・
技術サービス業

R4.5.6

5
合同会社トライスターソ
リューションズ

https://tristar-sol.co.jp/
春日部市備後東８丁目８番３
５号

050-3700-
8320

教育，学習支援業 R4.5.9
システムエンジニアによるホームページ・アプリ作成スキル
養成授業の提供

6 指圧治療院 縁 加須市三俣１－１５－１ 0480-61-7066 医療，福祉 R4.5.12 心のケア事業（新事業）の展開による事業基盤の確立

7 森田コンサルタント https://m-pet.jp 加須市水深１６４４－１１ 0480-99-0485
学術研究，専門・
技術サービス業

R4.5.12

8 （有）三恵モーター 横瀬町横瀬５２６０－１ 0494-23-3020 サービス業 R4.5.16 車両診断の悩みを解決する新サービスの導入

1/3

https://www.kakejiku.ne.j
http://www.geo-
https://tristar-sol.co.jp/
https://m-pet.jp


No 企業名・事業所名 ホームページ等 所在地 電話番号 産業分類 承認日 計画テーマ

9 川口新郷工業団地協同組合 http://www.shingou.or.jp 川口市本蓮４－３－３８ 048-295-1766
電気・ガス・熱供
給・水道業

R4.5.16

10
（有）ボディショップ・カン
トウ

http://www.bodyshop-
kanto.com/

北本市中丸８－３７１ 048-591-1312 サービス業 R4.5.17 新規事業︔産業廃棄物中間処理事業への進出

11 太平洋航業（株）
https://www.taiheiyo-
kogyo.co.jp

川口市小谷場７８２番地２ 048-265-0515
学術研究，専門・
技術サービス業

R4.5.17

12 （株）市来
http://tabelog.com/saitam
a/A1103/A110304・１１０
０１９７９・

坂戸市千代田３ー２１ー２ー
１０４

049-282-7526
宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.5.18

13 （株）大黒屋商店
http://daikokuya-
shouten.co.jp/

寄居町大字桜沢４８２－１ 048-581-0121 製造業 R4.5.18 寄居特産のみかんを使った綿あめと土産品の開発

14 とき https://udon-toki.shop/ 寄居町大字末野７９番地
宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.5.18 手打ちを魅せる店舗改修による新規顧客開拓

15 （有）コサカ
http://www.ca-
baseball.com/

羽生市上新郷１７１－２ 048-561-2014 製造業 R4.5.18 小回りの利く対応で大手メーカーとの差別化を図る

16 （株）ＳＳＥ
本庄市駅南２－１２－１ ２
Ｆ

0495-71-5409
宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.5.19
通販・自販機用オリジナル牛すじ煮込みの商品化による事業
再構築

17 （株）多幸
https://www.tako2020.co.
jp/

所沢市三ヶ島１－８２７－４
090-6527-
3371

宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.5.20
埼玉特産品を利用した商品開発・販売を行い、北海道で飲食
店の営業基盤を作る

18
（株）ＲｕｄｅＫｉｔｃｈｅ
ｎ

飯能市八幡町９－１６ 042-971-4222
宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.5.20
「強みを活かした事業再構築」  〜飲食事業の中食ビジネ
ス、美容事業の脱毛ビジネスを開始〜

19 居酒屋忍 東松山市材木町２１－１１
宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.5.20 居酒屋という社交の"場"を継承する

20 山大軒
宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.5.20
中華料理店のノウハウ活用︕中華料理用の肉に特化した小
売・卸売事業
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21 （株）Ｗｏｏｄ Ｂａｓｅ http://www.makinei.com/ 美里町猪俣２２６２－１ 0495-71-5165 建設業 R4.5.23 モノからコトへ、情報発信の質を変え新規顧客を獲得する

22 コット・ア・コット https://cote-a-cote.net 久喜市菖蒲町三箇７８７－５ 0480-48-7666
宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.5.23
フランス料理店のエントランス改装による新サービス提供事
業展開

23 ＦＭＡ国彩合同会社 日高市中鹿山２５－２ 042-980-7660 サービス業 R4.5.26 医薬品のネット販売事業の起ち上げ

24 ＰＩＺＺＡ Ｙｕｊｉ
大里郡寄居町富田１７３６－
１

048-578-5091
宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.5.26
テイクアウトメニューの開発と広告宣伝強化による新規顧客
の獲得

25 （株）Ｓｔｕｄｉｏ Ｍ．
不動産業，物品賃
貸業

R4.5.27
セルフケア支援を特徴とする障害者グループホームの運営事
業の開始

26 理容室ルフレ 北本市本宿５－４０－１１ 048-590-1690
生活関連サービス
業，娯楽業

R4.5.30
薄毛・肌ケアなど男性のアンチエイジングメニューで販路開
拓

27 （株）ネオシステム
https://www.neosystem94
.co.jp/

日高市森戸新田１２５９－５ 042-980-6681 製造業 R4.5.30
技術力向上と積極的な宣伝活動による、本格的な中小企業向
け協働ロボット事業への参入

28 熊谷スポーツフレア整骨院
https://kumagayasportsfla
re.net/

熊谷市広瀬２２６－２ 医療，福祉 R4.5.31 整骨院の独立開業を応援する発信とコンテンツ開発

29 マイスター協同組合
https://yubichoku.jp/meist
ercoop/

さいたま市見沼区片柳１２９
０番地

048-873-5694 建設業 R4.5.31
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