
令和4年7月承認企業一覧 （承認数 37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）

※1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 アクアインストラクター 教育，学習支援業 R4.7.4

2 （株）積田電業社 https://tsumita.co.jp
さいたま市浦和区針ヶ谷１丁
目８番１８号

048-832-3691 建設業 R4.7.4
カーボンニュートラル社会へ向けた、太陽光発電設備等の斡
旋・販売

3 （有）柴﨑商会
https://www.s-
tcompany.com/home

本庄市児玉町八幡山１２ 0495-72-2361 卸売業，小売業 R4.7.5

4 （株）関谷畜産 入間市上藤沢９６６－２ 04-2962-3848 卸売業，小売業 R4.7.7
冷凍肉スライスの生産性向上と中規模飲食店チェーンのサ
ポート支援の実施

5 （株）マルイチ藤井
ｈttps://www.maruichi-
f.co.jp/

製造業 R4.7.7

6 （株） 鳶浩工業
https://www.tobihiro.co.jp
/

三郷市戸ケ崎４－１２０－１ 048-934-5923 建設業 R4.7.7 建屋解体工事における飛散防止工法「Cage System」

7 カインド（株）
三郷市戸ヶ崎二丁目５８８番
地グランテラス水元公園６０
３号

048-956-9336
学術研究，専門・
技術サービス業

R4.7.11

8 彩虹貿易合同会社
https://zakka-
utopia.co.jp/

蓮田市蓮田５丁目６７－３
090-8767-
2032

卸売業，小売業 R4.7.11
ARシミュレーションを用いた３Dプリンティングサービス開
発
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9 ＳＨＵＮＡＢＥ https://shunabe.jp/ 卸売業，小売業 R4.7.12
イタリア産ワイン取扱開始に伴うプロモーション強化と売上
拡大事業

10 武州製氷（株）
http://www.bushuseihyo.c
o.jp

熊谷市万吉２５５０番地 048-536-2035 製造業 R4.7.12 番重洗浄の内製化による受注拡大

11 （株）ＫＩ工房 https://kikoubou.com/ 鶴ヶ島市三ツ木１２１－２８ 049-287-2773 製造業 R4.7.13 自衛隊の職員向けに特化したオリジナルギフト商品の販売

12 亀有工房
https://kameari-
kobo.com/

三郷市彦江１－１３ 048-969-4476 製造業 R4.7.14

13 （有）マリエーヌ
三郷市早稲田２－１８－６ 
森ビル２－１０２号室

048-958-9265 製造業 R4.7.14

14 （株）加藤工業 深谷市東方町１丁目１８－２ 製造業 R4.7.15
「24時間対応可能な非接触型コインランドリーカフェ」の開
設

15 （株）ＡＺＵＰＥＮ http://azupen.com/ 坂戸市紺屋１７３－１ 049-299-4077 建設業 R4.7.19 おもてなし規格認証取得による施工品質の見える化

16 新井木工所
https://arai-
woodwork.com/

秩父市上影森３－６ 0494-22-6116 製造業 R4.7.19 木工教室開催による能動的な営業スタイルへの転換

17 ＣＡＮＢＥＡＵＴＹ（株） https://www.pran-c.jp
生活関連サービス
業，娯楽業

R4.7.19
エステを通じて、沢山の方が豊かに幸せに皆が前向きになれ
る企業間業務提携

18 （株） 奔放
https://honnpou.jimdofree
.com

東松山市下野本１５４１番地
１

宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.7.19 来店顧客の中食需要に応える、持ち帰り限定ラーメンの提供

19 （有）若林工業 横瀬町横瀬５２５７ 0494-23-0086 製造業 R4.7.20 高度な溶着技術の習得による新分野進出・量産化対応事業

20 ＢＩＵＲＡ 行田市忍１－２－３９ 048-556-3203
生活関連サービス
業，娯楽業

R4.7.20
健康寿命をアップしストレスに負けない・ブレない心と身体
作り
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21 ガレージフリースタイル
http://www17.plala.or.jp/
garagefreestyle/index.htm
l

行田市前谷１７００－２ 048-577-3930 サービス業 R4.7.20 スキャンツール導入による最新技術への整備作業拡充

22
リラクゼーションサロン Ｌ
ｕｘｒｅｓ

https://www.rs-
luxres.com

行田市持田２５８８－１０ 048-555-1337
生活関連サービス
業，娯楽業

R4.7.20 エステ機器導入による短時間プライベートサロンの展開

23 （株）Ｖｉｖ
https://www.negative-
llc.com/

学術研究，専門・
技術サービス業

R4.7.22

24 美国林業
http://www.mikuni-
forestry.com/

本庄市東台４－５－１０ 0495-24-5888 農業，林業 R4.7.25 個人客向け伐採の開始

25 合同会社トレスラボ https://www.treslabo.jp
和光市白子一丁目１０番１２
号

048-487-8204
学術研究，専門・
技術サービス業

R4.7.25 溶媒含侵NMR法による素材の迅速物性評価

26 とき川 ときがわ町 0493-65-4555
宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.7.27 お弁当・お惣菜の委託販売による多角化戦略事業

27 Ｒ＆Ｒ ＨＯＭＥ https://r.goope.jr/rrhome/ 建設業 R4.7.27 地域密着型雨漏り診断事業の開始による新規顧客獲得戦略

28 帆ヲ晴レ 小川町勝呂３４７
090-2147-
3107

宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.7.27
店舗営業の開始と共にギャラリースペースの展開と新料理
ジャンルの確立

29 ｅ＋ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ
http:www.e-condition-
studio.com/

東松山市柏崎７３４－１ 0493-53-4724 教育，学習支援業 R4.7.27 外反母趾改善のための歩行指導の展開

30 ローショコラアート ＭＩＯ https://rawchoco-mio.com
東松山市上野本１８４０－１
３

0493-77-3635 製造業 R4.7.27
お試し販売とチョコレートケーキの商品開発による定期購入
の拡大

31 （有）サンユー塗装店
http://www.sanyu-
tosou.co.jp/

嵐山町志賀２６３－６６ 0493-62-5383 建設業 R4.7.27 外壁塗装と屋根の改修工事のワンストップサービスの提供

32 モリタヤ
学術研究，専門・
技術サービス業

R4.7.27
看護師の経験を活かした技術とよもぎ蒸しを融合した新サー
ビス
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33 ヤッホーパン 横瀬町横瀬１９４４－５ 0494-27-8077 卸売業，小売業 R4.7.28 品薄イメージの払拭とサブスク参入による廃棄ゼロの実現

34 （株）ベンチャーウイスキー 製造業 R4.7.28 秩父産ウイスキーの開発強化と検査工程のプロセス革新

35 （株）氷川ブリュワリー
宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.7.28

36 八千代紡織（株） 伊奈町小室１１１６０ 048-721-2311
不動産業，物品賃
貸業

R4.7.29
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