
令和4年6月承認企業一覧 （承認数 40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）

※2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 ヘアーサロン ガロ 秩父市大野原１３０６－７ 0494-23-0501
生活関連サービス
業，娯楽業

R4.6.1 高性能多機能チェア導入による新サービスの提供開始

2 （株）シバサキ
https://www.shibasaki-
inc.jp/

秩父市堀切５０７ 0494-62-2211 製造業 R4.6.1
リフォーム・高級エクステリア市場ニーズに対応するための
革新的生産方法の確立

3 天沼塗装 三郷市戸ケ崎３－１７９－１ 048-955-4217 建設業 R4.6.2

4 たうらピアノ教室 https://taurapiano.com/ 東松山市毛塚８７８－１
050-3552-
0386

教育，学習支援業 R4.6.2
講師向けどれみ先生認定講座とシニア向け脳トレレッスンの
展開

5 カタチクリエイト（株）
蕨市中央２－１６－２１－２
０１

090-4220-
9091

情報通信業 R4.6.3
「とりあえず」のリリースとオンライン受注システム構築に
よる直接受注案件の開拓

6 タカセ環境建設（株）
http://takase-
kankyou.com/tokutei.html

小川町青山５２３－５
０４９３－７３
－１００５

建設業 R4.6.8

7 （株）中村国際通商 製造業 R4.6.9
下請けからの脱却︕営業スタッフ採用により新たな市場への
販路開拓 〜飲食業へカスタマイズした極小ロットの厨房機
器とペット市場向けの販売用ゲージを直販〜

8 たすけあい合同会社
https://www.ai-
houmon.com/

埼玉県ふじみ野市西１－５－
９ 第７三建レジデンス１０
３

049-257-6630 医療，福祉 R4.6.9
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9 （株）フォーユー https://for-you1999.com/ 志木市柏町６－２９－６５ 048-474-9738
生活関連サービス
業，娯楽業

R4.6.10
メンズ高級サロンを新設し、理容室の価値を高める多店舗展
開事業

10 （株）ＳＬＯＮ
http://simple-
haircafe.com

行田市中央９－５ 栗原ビル
１０２

048-501-6366
生活関連サービス
業，娯楽業

R4.6.10
愛犬家をターゲットとした時間が有効活用できる複合施設の
展開

11
（株）ＤＥＬＩＣＩＯＵＳ 
ＳＴＹＬＥ

宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.6.10 地域密着型レンタルオフィス・サロン事業への新分野展開

12 Ｂ．Ｔ．ＦＡＲＭ www.b-t-farm.jp 北本市石戸９丁目１６７－１ 農業，林業 R4.6.13
サツマイモの生産と焼き芋機導入による高付加価値化、生産
性向上

13 （有）村越製作所
http://mks-
manufacturing.com/

鴻巣市下谷１１８９番地１ 048-542-6443 製造業 R4.6.13 工程の内製化による付加価値向上と生産管理の段階的IT化

14 （株）石黒製作所 製造業 R4.6.14

15 （株）ジュウイック https://www.juic.co.jp/ 新座市野火止４－６－１ 048-479-2011 卸売業，小売業 R4.6.15 卓球用の高機能スポーツソックスの企画・開発

16 アウリィ http://auliibengals.com/ 加須市志多見１４９１ 0480-61-5489 卸売業，小売業 R4.6.15 ヤシの木販売への参入

17 つくろい洋裁店 熊谷市妻沼１４４２－７
生活関連サービス
業，娯楽業

R4.6.15
遊休スペースを活用したワークショップの開催による集客力
の強化

18 Ｐａｓｙａｒｉ https://pasyari.jp 熊谷市弥藤吾１５０６
080-7491-
0426

学術研究，専門・
技術サービス業

R4.6.15 卒業式の映像制作「最後の学活」事業の展開

19
Ｌ＆Ｋメディカルアートクリ
エイターズ（株）

https://www.1kmac.jp/
東松山市箭弓町１－１１－７
ハイムグランデ東松山２階

0493-81-5712 医療，福祉 R4.6.16
制作体制を拡充し、ＭＩを活かしたメディカルコンテンツの
提供

20
ＩＮＩＴＩＡＬＩＺＥ ＪＡ
ＰＡＮ （株）

https://i-japan.net
さいたま市西区大字指扇領別
所２６１番地Ｂ１

048-622-4343
生活関連サービス
業，娯楽業

R4.6.17 お客様の要望をかなえる、自社HP開設等による販路開拓事業
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21 小森工業
三郷市戸ヶ崎１丁目１１０番
地

090-3200-
8053

建設業 R4.6.17

22 龍盛房 宮代町本田１－３－２１ 0480-31-9797
宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.6.20
ドラゴンメニューの強化とプロモーションの実施による新規
顧客獲得とリピート利用の促進

23 ヴォーグ愛犬美容室 伊奈町学園２－１９５－１
080-5955-
0195

生活関連サービス
業，娯楽業

R4.6.21
かわいいだけじゃもったいない︕︕オゾンペットシャワーで
除菌・消臭・皮膚改善

24 Ｙ．Ｍ．Ｇ（株）
https://www.ymg-
renovation.com

川口市赤井１－２７－１９ 048-458-0616 建設業 R4.6.22 タイニーハウス市場への参入による経営基盤の安定化

25
（株）アットサウンドカンパ
ニー

http://www.ats-c.co.jp
埼玉県越谷市蒲生西町２－１
－２３

048-973-7666
生活関連サービス
業，娯楽業

R4.6.23
ＬＥＤビジョン映像演出とオンライン配信設備を備えたライ
ブハウス施設経営

26 やぶ砂 https://yabusuna.com/ 春日部市栄町２－２３５ 048-761-4019
宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.6.23
オリジナル「藤うどん弁当」開発で名物をテイクアウトでき
る事業

27 （株）コムソル 情報通信業 R4.6.23

28 山手介護（株） https://yamatekaigo.jp/ 飯能市山手町２３－８ 042-973-0303 医療，福祉 R4.6.23 通いたくなるデイサービス事業の展開

29 藤和ホーム（株）
http://www.towa-
hm.co.jp/

日高市猿田３７－４ 042-985-3325
不動産業，物品賃
貸業

R4.6.23
多店舗展開を視野に入れた全天候型ワーケーション施設の展
開

30
Ｑｕｉｃｈｅ ＆ Ｓｗｅｅ
ｔｓ ｆｕＷＡｒｉ

製造業 R4.6.23
ギフト向けフルーツタルト専門店としてのリブランディング
戦略

31 （有）服部製作所 https://www.ss-hattori.jp/ 製造業 R4.6.27

32 （有）寿々万
htpps://suzumann.ameba
ownd.com/

川島町伊草２４６ 049-297-2026
宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.6.28 コロナ対策としてランチ・定食の店への転換事業
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33 （有） 鈴木建材
https://r.goope.jp/suzuki-
kenzai

東松山市松山２０８８番地 0493-23-2744 卸売業，小売業 R4.6.28
ダンプ運搬が抱える燃料高騰に対応するための近隣残土受入
れ

34
（株）エーフォーチュンス
クール

http://www.a-fortune-
school.com/

蕨市中央２丁目１０番３号 048-430-0220 教育，学習支援業 R4.6.29 アプリレッスンの導入による遠隔ゴルフレッスンの販路拡大

35
（有）小林プラスチック製作
所

http://www.kobapura.jp 久喜市佐間３０３－６ 0480-52-0663 製造業 R4.6.29
レース用タイヤウォーマーのリニューアル開発による売上の
向上

36 Ｌｕｎａ Ｈｅａｒｔ
https://lunaheart.crayonsi
te.net/

東松山市上唐子９２８番地３
090-5994-
7711

製造業 R4.6.30 ブランド力アップで「ＬunaＨeart」商品を拡販する事業

37
リトルヒーターグラススタジ
オ

https://www.littleheater.c
om/

宮代町道佛１－５－２８
090-1119-
0309

製造業 R4.6.30 顧客からのリクエスト商品への対応実施

38 ＳＴＡＲ ＳＴＡＴＩＯＮ 寄居町末野５３７－１ 048-577-7157
生活関連サービス
業，娯楽業

R4.6.30
子育てをがんばるママを応援︕ママと子どもの同時カット
サービスの提供
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