
令和4年11月承認企業一覧 （承認数 71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
（有）サンスターラボプロ
ジェクト

https://sites.google.com/s
ite/sunstarlabcorp

美里町関３８９－１ 0495-71-9332 製造業 R4.11.2 柔軟な生産体制の構築と新規顧客の開拓による生産性強化

2 カーライフサポートレインズ https://www.e-reins.com/ 桶川市五丁台７３ 048-777-7871 サービス業 R4.11.4
「事業者とバンライファー向けエブリイとハイゼット専門
リースの展開」

3
エピローグコンサルティング
（株）

https://www.epi-con.com/ 伊奈町寿３丁目５２番地 048-781-6883
学術研究，専門・
技術サービス業

R4.11.4 地域密着型の高齢者支援事業の展開

4 ＪＢＨ貿易（株） https://jbhtrade.co.jp 川口市芝２７７１番地の１３ 048-475-4490 卸売業，小売業 R4.11.7 ドラッグストア出店と独自ECサイト開設による経営革新事業

5 トータルカーサービス 行田市城西１－３－１８ 048-554-2952 サービス業 R4.11.8
経営をサポートする足回りコンサルティング事業による販路
開拓

6
Ｚａｋｋａ Ｃａｆｅ Ｒｏ
ｓｅ Ｈｏｕｓｅ

幸手市内国府間７３９ 0480-43-8266 卸売業，小売業 R4.11.8
エスプレッソドリンクとアフタヌーンティーの展開で客単価
の向上

7 （株）マリアシャリテ https://maria1122.site/ 寄居町大字末野８１６番地１ 048-594-6560
宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.11.9
ペットと一緒にウェディング︕ペットと共に楽しむパー
ティー提案

8 横田輪店 深谷市原郷２１２３－４ 048-571-1066 卸売業，小売業 R4.11.9
安心・安全・乗り心地を提供するメンテナンス事業による販
路開拓
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9 Ｂｅｅʼｓ Ｓｃｉｅｎｃｅ 製造業 R4.11.9 年間通したワークショップ開催によるファンづくり

10 （株）ｍｉｎｏｒｉ 草加市瀬崎一丁目８番地２０
090-8010-
1429

サービス業 R4.11.9
無人航空機（ドローン）を活用した屋根診断と環境にやさし
い防水工事の提案型営業

11 （株） ＳＥＮＳＥ
https://cf-
sense.com/access/

川島町平沼６２５－１ 049-237-7285 サービス業 R4.11.10 キャンピングカーのカスタム事業の開始

12 ちちぶエフエム（株） https://chichibufm.com/ 秩父市中町４－１１ 0494-26-6299 情報通信業 R4.11.10
サテライト放送とデジタル会員カードの導入による新規顧客
獲得事業

13 健揚整骨院
https://kenyou-
seikotuin.com/

志木市本町６－１８－２７ 048-473-2767 医療，福祉 R4.11.11 コロナ禍でも安心してご利用いただける美容サービスの提供

14 ほっとする整体院
https://hottosuru-
seitaiin.com

嵐山町菅谷１５２－３ 0493-81-4881 医療，福祉 R4.11.14
若者から高齢者まで多年代が集まる整体院へ 〜学生アス
リート向け新療法開発〜

15 とんかつぼたん
http://www.tonkatsu-
botan.com/

東松山市上押垂６５－１ 0493-25-3020
宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.11.14
地域大学とのコラボ商品の業務用販売およびギフト販売の開
始

16 （株）商工葬祭
https://www.shoukousous
ai.co.jp/

伊奈町中央五丁目３３３番地 048-720-1971
生活関連サービス
業，娯楽業

R4.11.14

17 （有）福島通信工業 深谷市武蔵野７４２－１ 建設業 R4.11.14 終活・空き家対策のお手伝い︕解体業・遺品整理業の展開

18 ｇｒｅｅｎ ｏｐｔｉｃａｌ
http://www.green-
optical.com/

東松山市松山町２－３－３０ 0493-81-6252 卸売業，小売業 R4.11.15 眩しさを抑えるフィジカルサポートカラーレンズの拡販

19 （株）アゲオ http://www.ageo-co.co.jp 伊奈町小室５７００ 048-721-2085 製造業 R4.11.15 スマートインターチェンジ向けトラフの開発・販売

20 美容室ゆみ 入間市野田８６－３ 04-2932-0494
生活関連サービス
業，娯楽業

R4.11.15
事業承継を機会に髪質改善を主体とした美容室として地域の
方の髪質の悩みを解決する事業
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21 村上製作所 小鹿野町下小鹿野２５４４ 0494-75-3811 製造業 R4.11.15 高精度検査装置導入による新規事業進出と売上拡大

22 石織商店 http://www.ishiori.com/ 加須市愛宕１－２－３５ 0480-61-0306 製造業 R4.11.16
ロゴ入りの新商品やコラボ商品の展開とトランクショーツ
アーで優良顧客の獲得

23 コンサイドレート（株）
http://www.chisato1988.j
p

羽生市西５丁目２７番１ 048-562-0681
宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.11.16

24 （株）ＬＲＪ 深谷市国済寺町１０番地２５
生活関連サービス
業，娯楽業

R4.11.16 ひげ脱毛を中心とした男性向け美容サービスの展開

25 ＳＰＳ川口
http://www.spskawaguchi
.jp/

川越市小ヶ谷１９５－６ 048-476-8900 卸売業，小売業 R4.11.17
リラクゼーションサービス事業の展開によるモータースポー
ツ業界におけるホスピタリティ向上への貢献

26 （株）ネフテック http://www.neftec.co.jp/ 川口市榛松１９７８－１ 048-430-7500 製造業 R4.11.17
超大型Carbon/Carbon（C/C）コンポジット素材の新規開発
と量産

27 （株）あかつき
http://akatsuki-
chiryou.com/

医療，福祉 R4.11.17 管理会計の強化による新医院開業の準備

28 （株）ＳＴＫ - ふじみ野市丸山５－１６ 049-290-5571 建設業 R4.11.17 社内体制の構築・整備の取り組みによる業績向上

29 （有）金子製畳 https://kaneko-seijo.com/ 鴻巣市糠田１３６３－１ 048-596-0521 製造業 R4.11.18
個人向けに「へり無し畳で和室のリフォーム」を提案・拡大
事業

30 （株）ユア・サポート http://yssmile.jp/ 蓮田市御前橋２－５－２７ 048-768-3330 医療，福祉 R4.11.18

31 そば処 紡 横瀬町横瀬４２４８－１ 0494-24-7757
宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.11.18
高齢者やお子様連れを取り込むためのソフト・ハード整備事
業

32 （有）小谷螺子製作所
鴻巣市吹上本町二丁目２０番
３号

048-548-2079 製造業 R4.11.21
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33 （株）新井精密 https://araiseimitsu.com/ 秩父市小柱６７０ 0494-26-7786 製造業 R4.11.21
三次元測定技術の高度化による次世代自動車産業分野への進
出

34 （有） 井上自動車 秩父市下吉田６７１８ 0494-77-0104 サービス業 R4.11.21
『トラック・ダンプカー架装車』修理に対応する新たなビジ
ネスモデルの確立

35 （名）義語家
https://gigoya.wixsite.com
/unagi

幸手市中１－８－１６ 0480-42-0026
宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.11.22 卸売販売事業開始による拡販戦略

36 Ｋｏｓｅｌｉｇ Ｌｙｋｋｅ
秩父市宮側町２０－１５ 蓮
見ビル１階

0494-53-8070 卸売業，小売業 R4.11.22 委託販売による新たな販路拡大と新規顧客の開拓

37 桜井ライフライン（株）
http://www.sakurailifeline.
co.jp

羽生市南１丁目５番２３号 048-561-1056 卸売業，小売業 R4.11.24 漏水探索機導入による漏水調査の効率化と受注拡大

38 Ｒｏｙａｌ Ｖｅｉｌ
http://royalveil.amebaown
d.com/

羽生市北１丁目１２番６号 048-563-2605 サービス業 R4.11.24 新サービス追加による新規顧客層の開拓と来店頻度の向上

39 （株）山岸宇吉商店
https://yamagishiukichi.co
m/

入間市黒須２－２－２ 04-2964-6111 卸売業，小売業 R4.11.24
・埼玉県産の日本酒と地元産狭山茶の組み合わせによるギフ
トセットの開発およびEC通販事業 
・日本産酒類の輸出事業

40 （株）環境機能設備
090-8851-
3554

卸売業，小売業 R4.11.24
温調器向けサビレーヌの開発と新たな営業戦略による売上拡
大事業

41
ｓｔｕｄｉｏ ＢＥＲＣＥＡ
Ｕ

https://select-
type.com/p/studioberceau
/

川口市原町１３－１５
090-2164-
4307

学術研究，専門・
技術サービス業

R4.11.24

42 ｃａｆé 詩維豆雲 嵐山町川島１５３６－７ 0493-62-4080
宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.11.25
スペシャルオードブルの提供と個室を利用したミニパーティ
の提案

43 （株） 谷田貝組
https://www.yatagai-
gumi.com

東松山市松山町１丁目１４－
２８

0493-22-3946 建設業 R4.11.25
工事専門業者との協力関係のさらなる強化により、民間事業
者からの受注拡大を図る

44 （有） ステーションイン
東松山市箭弓町１丁目５番５
号

0493-22-1787
宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.11.25
宿泊事業と飲食事業のシナジー効果を図りＶ字回復を目指す
事業転換
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45 ヒロノ http://hirono141.com/ 嵐山町菅谷１４１－２２ 0493-62-3147 卸売業，小売業 R4.11.25
顧客フォローを重視した補聴器販売による売上拡大と地域活
性化

46 福理容室 http://fuku-salon.info/ 埼玉県熊谷市新堀９０９－２ 048-530-2929
生活関連サービス
業，娯楽業

R4.11.25 事業拡大を目指し店舗移転を計画、新戦略を策定する

47 ＫＩ和装
https://artdesigncoco.jimd
ofree.com

埼玉県熊谷市新堀中奈良１０
６４－４

048-577-3436
不動産業，物品賃
貸業

R4.11.25 ワークショップの開催による集客の仕組みの構築

48 （有）星川美容室
https://www.hosikawa-
bs.com/

熊谷市星川１－２８ 048-525-0369
生活関連サービス
業，娯楽業

R4.11.25
スマートミラー（ミラーロイド）の導入により他店との差別
化を図る

49 （有）鴨田設備工業 上尾市平塚１－１２ 048-771-6109 建設業 R4.11.28
設備ＣＡＤ導入による業務効率化と空調設備工事業への進出
による新しい付加価値の提供

50
手打ちうどん 手打ちそば 
けやき

北本市二ツ家１－９１ 048-591-4248
宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.11.28
「ゆっくりと飲食を楽しむ」をコンセプトとした新規メ
ニューの開発と提供

51 いっこう堂 秩父市寺尾３５０９ 0494-24-8818 製造業 R4.11.28

52 マリーレン 本庄市けや木１－１３－２１ 0495-22-1466 卸売業，小売業 R4.11.28 蒸しパン開発を契機とした現業のブラッシュアップ

53 （株）アークジョブズ https://arkjobs.jp 情報通信業 R4.11.28
新サービス「無停止化」電子カルテの開発・販売による病院
DX化事業の展開

54
ＨＹＢＥ Ｃｏｓｍｅｔｉｃ
ｓ

https://www.hybecosmeti
cs.com/

東松山市あずま町２－３－５ 0493-55-1169 卸売業，小売業 R4.11.29
業務用髪質改善トリートメントの展開によるエイジング提案
の強化

55 伊田テクノス（株） www.idatechnos.co.jp
東松山市松本町２丁目１番１
号

0493-22-1170 建設業 R4.11.29 ３Ｄレーザースキャナー測量機を活用したＩＣＴ工事事業

56
フォトグラファー 戸井田夏
子

https://www.toynatsu-
photo.com/

滑川町羽尾１３５－１
090-9238-
8674

学術研究，専門・
技術サービス業

R4.11.29
フォトグラファー「戸井田夏子」ブランドを構築し、リアル
なネットワークで事業を拡大していく
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57 イラストレーターずこち https://bellchild.jp.net 教育，学習支援業 R4.11.29 デジタルイラスト作家の養成講座とSNS個別コンサルの提供

58 竹中陽太 情報通信業 R4.11.29 ＬＩＮＥの集客システムのパッケージの開発と販売

59 （有）エフシーテック 加須市北小浜２５１－３ 048-562-5005 建設業 R4.11.29 飲食事業「そば店」への展開

60 （株）𠮷井屋商店 https://www.yosiiya.com/ 羽生市中央４－６－１
０48-561-
2851

卸売業，小売業 R4.11.29 「異常気象から身を守る」農業者向け作業服の提案事業

61 かねこ建築製作所
http://www.shibamune.ne
t/

行田市埼玉４７２２－２ 048-594-2397
学術研究，専門・
技術サービス業

R4.11.29 二地域居住を視野に入れた週末小屋ライフ提案事業の展開

62 道住設 行田市谷郷４８３－３ 048-577-3167 建設業 R4.11.29
エレベーターのない公営団地の2階以上住人向け迅速安全施工
事業

63 ザンビーニ 行田市忍１－３－１２
080-5990-
3320

宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.11.29 行田ご当地グルメをキッチンカーで販売事業

64 （株）那のつ
http://www.tvg.ne.jp./nan
otu/

行田市長野１－３３－１０
0480-555-
1450

宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.11.29 新型コロナとの共生の下での食事環境の充実

65 （株）パピー
https://www.puppy-
jp.com/

加須市南大桑４６４－１ 0480-65-8802 製造業 R4.11.29

66 田村板金工業 小鹿野町小鹿野２８６－４ 0494-75-2562 製造業 R4.11.29 角度式動力折曲機の導入で生産性向上と売上拡大を図る

67 （株）カリラボ https://karilab.co.jp/ 横瀬町芦ヶ久保１３１３－２
080-3574-
7360

生活関連サービス
業，娯楽業

R4.11.30
食肉解体・レストラン事業展開による横瀬ジビエモデルの確
立

68 おおぎやラーメン小鹿野店 小鹿野町小鹿野１２２５ 0494-75-3014
宿泊業，飲食サー
ビス業

R4.11.30
焼きまんじゅうメニューの提供による売上・利益の拡大を図
る取組
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69 アワノデンタルラボ
三郷市新和２丁目２３０番地
３

090-7718-
6552

医療，福祉 R4.11.30
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