
令和4年10月承認企業一覧 （承認数 69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 （有）鈴木自動車整備工場
ｈ
ttps://suzukiji.jimdo.com/

滑川町福田５８２－２ 0493-56-2828 サービス業 R4.10.4 車検以外の売上確保を目指す新たな戦略の展開

2 ＫＩＲＡＫＵ 卸売業，小売業 R4.10.5
ニッチだけど確実に需要のある「犬の介護系グッズ」を新規
開発 ＋ 新たな販売方式の開拓

3 魚串鮮魚ご飯 みぶろ 本庄市日の出４－１７－２３ 0495-21-7957
宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.10.5 法人団体向けのテイクアウト弁当の出前販売の開始

4 （株）ＳＯＲＡＫＡＲＡ https://sorakara.biz/
ふじみ野市福岡中央１－１－
１５

049-202-2665 卸売業，小売業 R4.10.5 ドローン免許のスクール事業の展開

5
エースコンサルティング
（株）

https://www.acnslt.com
鴻巣市東１丁目３番１８－１
０１号

048-541-5930 情報通信業 R4.10.6 「新規ＥＣサイト構築事業による経営革新」

6 トラットリアイッチア
https://www.instagram.co
m/trattoria_icchia/

宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.10.6
デジタルサイネージと呼び出しベルの導入でピザ窯トラック
の魅力訴求と効率化による顧客獲得

7 かみやま接骨院
熊谷市籠原南３－１７１ メ
ゾンソドソレイユ１０２

048-538-0459 医療，福祉 R4.10.6
超音波治療器の導入とホームページによる認知度向上で販路
開拓

8 柿沼建築 建設業 R4.10.7
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9 窪田園
https://teakubota.theshop
.jp/

川越市大字的場５３５番地 049-231-3032 卸売業，小売業 R4.10.11
狭山茶専門店のcafé事業およびネット通販事業展開による新
市場への進出

10 ジョイくいっく（株） https://joyquick.jp/
蕨市中央１－７－１シティー
タワー蕨２３０９

048-444-0202
宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.10.11
新たな顧客層を掘り起こすサービスの構築と承継に向けた人
材育成

11 （株）ベースジャパン
https://www.base-
japan.jp/

さいたま市北区土呂町２－４
４９－２号

048-662-5416 卸売業，小売業 R4.10.11 「保育士」に特化した人材紹介事業による販路拡大

12
ＤＥＶＩＣＥ ＰＡＲＴＮＥ
ＲＳ（株）

https://www.devicepartne
rs.co.jp

川越市大字寺尾７３番地５ 049-214-5194 製造業 R4.10.12
「DEVICE PARTNERS - REAL TIME SEARCH SERVICE 
PLATFORM -」電子部品・半導体 WEBシステム B to Bマッ
チングプラットフォームの新規開発・運用による新規事業化

13 （有）八百市商店
https://warabiguide.com/s
hop/?id=41

蕨市中央５－１８－２ 048-431-2663 卸売業，小売業 R4.10.12 「わらびメダカでまちおこし」地域活性化による集客力向上

14 （株）狭山園 https://wadaen.jp/
所沢市三ヶ島３－１１５７－
３

04-2948-0626 卸売業，小売業 R4.10.13
自社ブランド「狭山園謹製抹茶もなかアイス」商品開発と販
路開拓

15 ヒライワアテック（株）
https://www.hiraiwa.co.jp
/

所沢市南住吉８－１９ 04-2922-6971 建設業 R4.10.13 建設業DXを推進するICT施工内製化

16
（株）ｇｌｏｗ ｕｐ ｍｉ
ｎｄ

https://www.glowupmind.
com/

卸売業，小売業 R4.10.14
９０年代のカルチャーを発信し、コト発想での購入を促進す
る

17 こばやし企画（株）
https://sumibiyakitorimina
shige.owst.jp

八潮市浮塚１０５５番地１ 
サンライズネクストＢ－２０
３号

048-951-3497 運輸業，郵便業 R4.10.14
仮想オーナー制度を人事制度に組み込んだ飲食店の多店舗展
開

18
ハローシステムエンジニアリ
ング（株）

http://www.hello-
se.com/index.htm1

さいたま市中央区八王子四丁
目４番２０号

048-840-2155 建設業 R4.10.14 リテール工事事業の拡充

19 オフィスラッコ（株） http://ofrakko.com
三郷市彦成三丁目１０番１７
号１０１号

048-423-9602 情報通信業 R4.10.14
3Dスペースと動画・webを組み合わせた新たなメディア制作
事業

20 伊藤鉄工（株） http://www.i-g-s.co.jp/
川口市元郷３丁目２２番２３
号

048-224-3964 製造業 R4.10.14
当社用にカスタマイズした「電脳工場SC 販売」ソフトの開
発・導入による、適正な在庫管理・売上増を図る。
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21
ＣＬＥＡＮ－ＳＴＹＬＥ／Ａ
ＬＯ

嵐山町むさし台３－１５－１
４

0493-77-1904
生活関連サービス
業，娯楽業

R4.10.17 事業者向けハウスクリーニングの拡販事業

22 （株）なごみ空間工房
http://nagomi-
kukankobo.com

嵐山町菅谷１４１－２ 0493-63-1887
学術研究，専門・
技術サービス業

R4.10.17 介護事業のためのブランド「なごみケア」の起ちあげ

23 （有）中田塗装店
三郷市戸ケ崎２丁目１４４番
地１２

建設業 R4.10.17

24 渡辺金属工業（株）
https://watanabekinzku.co
.jp/

行田市真名板２２０７－３ 048-559-3214 製造業 R4.10.17
匠の技術が人々の心の交流を生む「アウトドア製品」 事業
化計画

25 ８Ｓｅａｓｏｎʼｓ 鴻巣市下谷１１５９－３
宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.10.18

26 フタバ美容室 小鹿野町小鹿野１８０８ 0494-75-0124
生活関連サービス
業，娯楽業

R4.10.18 顧客ニーズに対応した新サービス提供による売上増加

27 （有）伊藤石材店 本庄市児玉町児玉３１ 0495-72-1008 卸売業，小売業 R4.10.18 新たなサービスとして「粉骨」事業を開始する

28 新国産パッキング（株） https://www.sinkp.co.jp/ 所沢市下富９０４－３ 04-2968-4157 製造業 R4.10.19 リール形状に巻き取ったスリッターカット緩衝材の商品化

29 塗装店澤田 毛呂山町岩井西２－２４－５ 049-294-0222 建設業 R4.10.19 スポーツチームに特化したオリジナルグッズ企画販売の実施

30 （有）小内自動車 小川町腰越３７８－１ 0493-72-0274 サービス業 R4.10.19
新コースメニュー開発と愛車メッセージのグレードアップ、
業務効率化で優良顧客の獲得

31 ダイミ工業（株）
https://www.daimi-
kougyo-mokuzai.com/

小川町腰越１９７ 製造業 R4.10.19 『あしのメモリー』の販路開拓

32 大作
https://warabiguide.com/s
hop/id=363

蕨市中央１丁目１７番３０号 
ルネ蕨３号館４０５号

048-433-4919
宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.10.19
「地域や家族のつながりを守る︕」サービス強化による売上
向上
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33 ファミリーオート 蓮田市馬込２６３０－２ 048-769-0963 サービス業 R4.10.19
自動車ユーザーのライフタイムバリューを最大化させる次世
代自動車整備サービス業への転換

34 （有）エフアンドエム
https://r.gnavi.co.jp/gcd1
900/

鶴ヶ島市鶴ヶ丘４２－６ 0492-87-0607
宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.10.20

35 中華 幸楽 本庄市南２－１－２３ 0495-21-5509
宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.10.20
広間を活用した安心安全を提供するサービスによりお客様を
増やす計画

36 クリーニングみつばち
http://cleaning-
mitsubachi.com/

さいたま市南区大谷口５４０
９

048-876-3281
生活関連サービス
業，娯楽業

R4.10.20
DX化推進による新規顧客の獲得と高付加価値サービスによる
利益率のアップ

37 宝ステンレス（株） https://takara-st.co.jp/ 川口市弥平２－１－１０ 048-224-2861 卸売業，小売業 R4.10.20 果樹園関連事業の拡大

38 チチブシール 秩父市蒔田２６４０－２ 0494-23-9787 製造業 R4.10.21
フルカラー印刷への対応と内製化を契機とした販売戦略の展
開

39 もみらく 0493-27-3588
生活関連サービス
業，娯楽業

R4.10.21
アフターコロナのＶ字回復に向けたセルフエステサービスの
導入

40 髙木プラスチック https://takagi-p.com/ 吉見町長谷７２１－３ 0493-54-8345 製造業 R4.10.21 バリ取り工程の自動化による生産性向上

41 メープル動物病院
学術研究，専門・
技術サービス業

R4.10.21 老犬、老猫飼育サポートサブスクリプション事業

42 （株）アクセル
吉見町北吉見１６１３－１３
８

0493-81-4462 情報通信業 R4.10.24
インストラクター派遣によるワークショップやイベント企画
事業の展開

43 宮﨑畳店
https://miyazakitatami.jim
dofree.com

吉見町地頭方３８６ 0493-54-0358 製造業 R4.10.24
「猫用畳の開発」と「ネット販売ルートの開発及び広告宣
伝」による売上拡大

44 （有）きもちホット
https://www.harika-
hm.com/

東松山市本町２－２－４６ 0493-25-0845 卸売業，小売業 R4.10.24 無店舗営業へのビジネスモデルの革新と新サービス開発
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45 （株）Ｍ・Ｐ・Ｔ http://harahama.com/
三郷市早稲田二丁目１３番地
１０

048-957-8823
宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.10.24
飲食店の強みを生かした料理付きのキャンピングカーレンタ
ル事業

46 クマさん脱毛
https://kumadatsu1201.ji
mdofree.com/

熊谷市上之１８２０－１
生活関連サービス
業，娯楽業

R4.10.24 VIOに特化した体験会の導入による新規顧客開拓

47 （株）スプラウト
https://www.sprout-
style.com

熊谷市籠原南１丁目４６番 048-532-3185 金融業，保険業 R4.10.24
プロスポーツチームを対象としたキャリアコーチ事業の立上
げ

48 （有）オオトモクリーナーズ
http://www.cleaningoak.j
p

鶴ヶ島市下新田２６１－３ 049-285-7751
生活関連サービス
業，娯楽業

R4.10.26
POSレジ導入によるスマホと連動させたクリーニング会員
証・預かり伝票の電子化とコロナ後を見据えたCRM（顧客関
連性マネジメント）導入

49 オリハラフォト https://oriharaphoto.com 長瀞町長瀞５６６－３ 0494-66-3232
学術研究，専門・
技術サービス業

R4.10.26
製造業（BtoB）向けに特化したWEBページ制作サービスの本
格提供およびプロの指導も可能な貸しスタジオ事業の開始

50 長嶋造園 https://www.nzoen.com/
富士見市鶴瀬東２－１２－５
－３０４

080-3302-
1187

建設業 R4.10.26 ツリークライミング体験会事業の実施による環境保全の推進

51 （有）伊藤工務店
https://itoh-
koumuten.com/

新座市馬場二丁目５番２０号 048-481-1886 建設業 R4.10.26 点検・調査業務の受託による主導的な受注スキームの確立

52 （有）笠井製作所
http://www.kazo-
sci.jpn.org/industry/pg128
.html

加須市南大桑１７９６－１ 0480-65-0486 製造業 R4.10.26

53 ｋ－ｓｐｅｅｄ サービス業 R4.10.26
メニュー拡充によるハイブリットカークリーニング事業の確
立

54 パティスリーリュフレ
http://patisserie-
luffret.com/

坂戸市千代田３－２０－７ 049-299-8639 製造業 R4.10.27 「かわいいクッキー」の強みを活かしたクッキー缶の開発

55 （有）大富 三郷市高州一丁目１０５番地 048-955-5565 卸売業，小売業 R4.10.27
SNS等を活用した「差し入れ」及びサイクリスト向け販売強
化とカツサンド新規販売開始による売上強化事業

56 所沢ヒアリング
http://tokorozawahearing.
com/

所沢市緑町３－１５－５ 久
保田ビル１階

04-2946-9809 卸売業，小売業 R4.10.28
耳鼻咽喉科との連携開拓と顧客リスト活用による売上増加計
画
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57 大衆酒場クシマル 熊谷市籠原南３－１８７
宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.10.28
「個客」を取り込む、おひとり様にも楽しいコンセプトへの
転換

58 富士屋 深谷市仲町２－３２ 048-571-0636 卸売業，小売業 R4.10.28
オリジナルバゲット試作・製造販売による利益率・購買頻度
改善

59 （株）ＭＡＳＳＩＶＥ
https://www.skid-
racing.com/

製造業 R4.10.31 自動車ドレスアップパーツの先進工房構築による事業化

60 Ｓａｎｔａ Ｃａｆé 小鹿野町飯田４４６－１ 0494-26-7829
宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.10.31 地元野菜やハーブを活かした新メニューの開発

61 アウトクラウド（株） https://outcloud.co.jp
越谷市レイクタウン六丁目２
９番地７

048-970-2400 製造業 R4.10.31
小規模事業者向けマーケティングサポートサービス事業の立
ち上げ

62 （有）光美堂 kobido@ark.ocn.ne.jp 戸田市中町２－１６－２８ 048-444-7036 製造業 R4.10.31
ブリザーブドフラワー市場に参入し、「箔押しパッケージ」
で差別化し、売上拡大を実現する
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