
令和4年8月承認企業一覧 （承認数 63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）

※7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）環境総合研究所
https://www.kansouken.c
o.jp

川越市鴨田５９２番地３ 049-225-7264
学術研究，専門・
技術サービス業

R4.8.1
ＩＣＰ―ＭＳ導入による高精度高効率な金属分析と分析分野
の大幅な販路拡大

2 （有）三矢鋼業 製造業 R4.8.1

3 ｍｉｎｏʼａｋａ ｈａｉｒ
https://www.instagram.co
m/2525minoakahair/

上里町七本木３０６２－９
080-4383-
1409

生活関連サービス
業，娯楽業

R4.8.1

4 （株）布武電気計装 神川町元原３３－１ 0495-77-4832 建設業 R4.8.1 消防設備の点検業務の直接受注のための広報活動の強化

5 （株）アタックス
https://www.chichibu-
paso.com

秩父市中町１０－９ 井上商
店新館２Ｆ Ａ号

0494-25-3352 教育，学習支援業 R4.8.2 地域初のMOS試験会場による積極的な広告宣伝活動の実施

6 アーバンレント（株） e-shop.u-rent.c.jp
さいたま市中央区鈴谷四丁目
５番１１号

048-854-8888
不動産業，物品賃
貸業

R4.8.2 「スマホで立候補︕オンライン完結型選挙支援事業」

7 （株）茜工房 www.akanekoubou.co.jp/
さいたま市見沼区大字中川３
１１番地の１

製造業 R4.8.2

8 いしど式そろばんセンター 蕨市中央５－１７－１６ 048-229-3729 教育，学習支援業 R4.8.2 効率化の推進と受け入れ体制の強化による売上向上
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9 （株）ａｎｄ ｌｏｔｕｓ
https://50coffeeandroaste
ry.com/

深谷市上柴町西四丁目１０番
地１カームプレイスⅡ１０２

宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.8.3
スペシャルティコーヒーの魅力を伝える新商品の開発と移動
販売事業への展開

10 たすかる水道サービス 新座市石神２－１２－５ 048-483-0268 建設業 R4.8.3
漏水調査事業参入による水廻り修理のワンストップサービス
体制の構築

11 島崎プロパン 秩父市蒔田２３７ 0494-23-4551 卸売業，小売業 R4.8.4
既存顧客ニーズへの対応〜後継者の強みを活かした新サービ
スの開始〜

12 （株）東京アワクメ 卸売業，小売業 R4.8.4

13
Ｗｅｌｌ Ｃｏｎｓｕｌｔａ
ｎｔ 合同会社

https://fp-1.info 熊谷市石原６４１番地３
050-3707-
3507

学術研究，専門・
技術サービス業

R4.8.4 行政書士に特化したウェブマーケティングパッケージの拡販

14 小川測量（株） 幸手市南３－２４－１
学術研究，専門・
技術サービス業

R4.8.4

15 さきたま清掃社 http://sakitama-c.com/ サービス業 R4.8.5 地域密着による介護施設清掃への参入

16 フジテック（株）
https://www.mage-
ftc.co.jp

川口市安行原１００番地の２ 048-297-5103 製造業 R4.8.5
新規NCベンディングロール機導入による生産能力の拡大と生
産効率向上および原価率の改善

17 東亜電子（株）
http://www.toadenshi.co
m/

さいたま市南区曲本３－９－
１８

048-863-2401 製造業 R4.8.5

18 （株） ＦＡＲ ＥＡＳＴ https://fareastinc.co.jp 飯能市大河原３３－１ 042-973-2060 卸売業，小売業 R4.8.8
市場変化に対応するジン・低アルコール飲料の開発による新
分野展開

19
（株）ＥＭインシュアランス
サポート

https://em-
insurance.com/

所沢市上新井５－４５－２７ 04-2006-6119 金融業，保険業 R4.8.8
所沢市イメージマスコット“トコろん”デザインのお菓子の開
発とキッチンカー販売の開始

20 （有）秀和工業
https://www.shuuwa-
kogyo-1977.com/

狭山市柏原２２８－１ 04-2952-9093 製造業 R4.8.8
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21 （株）東栄 http://www.toei-ina.co.jp/ 伊奈町大針３２０ 048-721-5921
不動産業，物品賃
貸業

R4.8.9 介護事業進出計画

22 武藤倫雄行政書士事務所 https://mutoh.biz/ 伊奈町小室５６７５－１ 048-671-7700
学術研究，専門・
技術サービス業

R4.8.9 地域に根ざした「頼れる街の法律家」の実践

23 黒沢ファーム 小鹿野町両神小森５０５１ 0494-79-0704 農業，林業 R4.8.9 端材を活かしたチップの製造販売による付加価値向上

24 （株）アカツキライフ https://akatsukilife.biz/
本庄市児玉町金屋１２６０－
９

0495-72-0677 金融業，保険業 R4.8.9 顧客情報の管理と関係性強化による営業体制の確立

25 ジッピー・ファクトリー
さいたま市南区鹿手袋７丁目
１０番２５－２０１号

048-863-7747 医療，福祉 R4.8.10 新型CAD/CAMシステムによるデジタル加工の内製化

26 久喜カード事業協同組合 久喜市中央４－７－２０ 複合サービス事業 R4.8.10
ポイントカード「ＩＣカードのアプリ導入」の利便性向上に
よる加盟店数及び顧客購買促進事業

27 朱の吉 滑川町羽尾２３６５－２ 0493-56-5735
宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.8.12
食の安全、食育をテーマにしたテイクアウトメニューの開発
で付加価値の向上

28
社会保険労務士・行政書士浜
田佳孝事務所

https://shiki-yoshi.com 志木市柏町５－５－１９
050-8880-
9888

学術研究，専門・
技術サービス業

R4.8.15 健康経営をサポートするコンサルティング業務の展開

29 アクアテック
吉見町久保田新田１４１－２
４

0493-54-5845 建設業 R4.8.16
「水回りと建具のリフォーム専門店」としてのブランディン
グによる新規顧客開拓

30 （株）新井金属工業 熊谷市西野３７９－５ 048-598-6660 建設業 R4.8.18 ワークショップ開催とレンタルスペース事業の展開

31 Ａｉｒｙ Ｓｔｕｄｉｏ https://airystudio.net 教育，学習支援業 R4.8.18 オンライン「短時間」マンツーマンレッスン開発

32 （有）平沢商店 http://www.kyutou.com 久喜市菖蒲町菖蒲１５０ 0480-85-0033
学術研究，専門・
技術サービス業

R4.8.18
LPガスのスマートメータ導入による第二の柱事業（「リ
フォーム事業」、「器具・工事事業」）の構築
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33 （株）駒見商店
https://komami-
shouten.hp.gogo.jp./

行田市忍２－１２－４ 048-556-2318 製造業 R4.8.18 ビニール製造業の新たな市場展開

34 早稲田英数教室
https://www.wasedaeisuu
.com/

桶川市泉２－１４－１ 048-786-7323 教育，学習支援業 R4.8.19 短時間集中︕２５分の短時間レッスンの導入

35
ｈａｉｒ ｇａｒｄｅｎ Ｂ
ｅｌｌｅ

https://garden-belle.com/ 鴻巣市鴻巣１０７６－５
090-2455-
1800

生活関連サービス
業，娯楽業

R4.8.19 訪問美容サービスの提供による新たな販路の開拓

36 （株）ケイアシスト https://k-assist.pro/ 坂戸市鶴舞４－２１－１ 049-227-9696 建設業 R4.8.19 BtoC向けのブランディングによる直接受注体制の確立

37 （株）ディクタクス https://dictux.com/ 三郷市早稲田２－１９－２ 048-948-6931
学術研究，専門・
技術サービス業

R4.8.19
お客様の作業効率を高める「会員会費管理システム」の開発
と販売

38 （株）ゾルキンホーキー http://www.zorkin.co.jp/
埼玉県ふじみ野市松山２－６
－２

048-278-2821
生活関連サービス
業，娯楽業

R4.8.19
「アロニア」の普及活動を行い、「アロニア」を使った商品
販売を展開していく

39
カイロプラクティック整体ミ
ントミント

-
埼玉県ふじみ野市西鶴ヶ岡２
－１３－３７

090-9366-
8255

医療，福祉 R4.8.19 占い教室「開運行動研究所」の展開

40 （株）珈水亭
https://resutorankosuiteie
kibiruten.gorp.jp/

熊谷市末広３－１２－４ 048-526-0479
宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.8.23 スペシャリティアイスコーヒーの開発とテイクアウトの強化

41 （有）フジタケ
狭山市大字水野１０１３番地
の１６

048-489-1275 卸売業，小売業 R4.8.23 卒業式用「袴レンタルサービス」拡充による売上拡大

42 クリーンジョイサポート
https://www.cleanjoy-
support.jp/

新座市栗原五丁目４番６－２
０４号

042-427-0999
生活関連サービス
業，娯楽業

R4.8.23 個人事業主、小規模事業者を対象としたWEB制作事業の確立

43 （株）草加ネジ http://sokaneji.jp/ 草加市稲荷一丁目４番３８号 048-925-7997 製造業 R4.8.24 スプーンルアークラフトキットの開発と販売

44 ＣＡＲＡＴ合同会社
https://www.carat-
lash.com/

深谷市上柴町西１－２２－１
生活関連サービス
業，娯楽業

R4.8.24
多様なニーズに応える非接触型セルフエステサロンへの大胆
な転換
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45 旅館 比与志
https://www.hiyoshi-
ryokan.com/

秩父市野坂町２－８－３４ 0494-22-2325
宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.8.26 情報発信力を生かした飲食店および創業支援ビジネスの展開

46 Ｔａｋｅ Ｃｈａｎｃｅ
https://takechance39.com
/74489/

川島町下小見野９３９－１
090-1452-
8139

情報通信業 R4.8.26 高品質ライブ映像配信サービスの開発と売上拡大

47 須原額縁製作所 製造業 R4.8.26

48 （有）共和木材
https://www.kyowamokuz
ai.jp/

鳩山町小用１２１７－４ 049-296-1221 建設業 R4.8.26 動画による疑似体験を軸にした非対面の営業体制構築

49 Ｇａｒａｇｅ Ｆｕｎ 三郷市彦沢１－１３ 048-951-4631 卸売業，小売業 R4.8.29

50 （有）山本美創 y-bisou@circus.ocn.ne.jp 熊谷市肥塚５５０－１３ 048-525-0508 建設業 R4.8.29
病院をターゲットに特化した「病院サイネージ」の商品化に
取り組む

51
Ｋʼｓ Ａｕｔｏ Ｅｘｃｈ
ａｎｇｅ

https://www.ks-auto-
ex.com/

上里町大御堂５８２－２ 0495-71-8508 サービス業 R4.8.29 キッチンカーのレンタル・販売事業の展開

52 東京スクール（有）
https://www.tokyoschool.j
p

加須市平永６４４ 0480-61-5251 製造業 R4.8.29 抗菌・抗ウイルス機能繊維生地を使用した新商品開発

53 オオノガス（株）
http://www.gyoda-
cci.or.jp/ohno-gas/

行田市桜町１－２２－２３ 048-553-0391
電気・ガス・熱供
給・水道業

R4.8.29
ＳＤＧｓに基づくアフターコロナ生活に対応するエネルギー
供給︕︕及び補助金コンサル

54 三浦医工デザイン（株）
http://www.miurasougu.c
om/

東松山市若松町１－３－２０ 0493-24-8575 医療，福祉 R4.8.30
歩行機能障がいを持った子供向けに、児童発達支援事業所・
放課後デイサービスを展開する

55 （有）ハッピーベル http://www.h-bell.com/ 嵐山町平澤１１７－５ 0493-62-1721 医療，福祉 R4.8.31 デイサービス施設におけるリハビリ提供体制の構築

56 365 http://365kks.com
さいたま市浦和区岸町６－５
－２２ シャンボール１０１

048-716-4278
生活関連サービス
業，娯楽業

R4.8.31
新メニュ導入と平日割引企画で、新規顧客獲得、平均単価
アップとコア層の定着化で事業拡大
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