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クレソン株式会社

　　　　　　　あおき　ひとし
代表取締役　青 木　毅

訪日外国人向けサービス業

〒331-0064
さいたま市西区佐知川228-93
TEL　:　080-8083-3755
E-mail　:　hitoshi.aoki.wu@gmail.com

アンカルク株式会社

あかい　　みつえ
赤 井　美 津 江

ご提案の「アン（案）」とお気軽にの「カルク（軽く）」で「アンカルク」です。
なんでも気持ち良く頼める「あなたの事務員さん」のような存在の会社で
す。
ホームページの制作・運営管理、チラシ、名刺の作成、データの整理や
資料作成など、なんでもお気軽にご相談ください。

埼玉県南埼玉郡宮代町中央2-2-30
ＴＥＬ : 0480-31-7838 / FAX : 0480-31-7647
E-mail : info@ancalcu.jp
ＵＲＬ : http://www.ancalcu.jp

ひので総合特許事務所

　　　　　　　あかつか　まさき
代表・弁理士　赤 塚　正 樹

「知財の"日の出"を演出します！」をキャッチフレーズに、特許、意匠、
商標など知的財産（知財）の発掘から、権利化の手続き、活用までトータ
ルでサポートいたします。特に、化学分野の特許を得意としています。

さいたま市大宮区大門町1-63 栗橋ビル6F
TEL : 048-782-8797 / FAX : 048-782-8798
E-mail : info@hinode-ip.jp
URL : http://www.hinode-ip.jp/

株式会社デジタルベリー

　　　　　　　あかばね　やすお
代表取締役　　赤羽根　康男

ホームページ制作
デジタルカタログ制作

〒330-6019
さいたま市中央区新都心11-2　ランド・アクシス・タワー19階
ＴＥＬ : 048-753-9255 / FAX : 048-753-9188

株式会社ネットスケット

　　あくたがわ　みゆき
芥川　みゆき

企業のバックオフィス（経理、総務、労務等）の仕組み作り、運用支援
リスティング広告運用サービスの提供

〒362-0001
埼玉県上尾市上622-1
 E-mail : miyuki@netsket.com
ＵＲＬ: http://www.netsket.com

経営リスク・広報ブランド研究会

　　　　　　あべ　　なおき
共同代表　　阿　部　直　樹

企業経営、災害対策、サイバー犯罪等を30年取材・担当した経験と、企
業広報の責任者を９年務めた経験を生かし、①講演・セミナーの講師②
社外取締役、経営顧問、広報顧問、経営アドバイザーの派遣③企業の
規模や特性に合わせた広報・情報発信・ブランド戦略の支援ーーを展開
中。今後はさらに④経営リスクの分析・研究活動、セミナー開催、研修⑤
個別企業をリスク診断し、 経営リスク対策をコーディネート。専門家を紹
介するーーといった活動も展望したい。

E-mail : abe@abe.hope.cx
TEL＆FAX : 03-5430-8980

令和防炎

いしがき　ふみたか
石　垣　文　隆

環境に優しい難燃剤の開発。
オーブンの中を撮影できるカメラの提供。

〒339-0044
さいたま市岩槻区真福寺1083
TEL : 090-9107-0299
E-mail : ishigaki@reiwabouen.com
URL : https://reiwabouen.com

プレゼンテーション指導
株式会社ナレッジステーション

　　いとう　せいいちろう
 伊 藤　誠 一 郎

ビジネスで重要なプレゼンテーションについて個別指導、セミナー、企業
研修など様々な形でスキルアップを支援しています。話の組み立て方か
らPowerPoint資料作成、本番発表の取り組み方などビジネスプレゼン
テーションのことならお気軽にご相談ください。

〒103-0027
東京都中央区日本橋3-2-14　日本橋KNビル4F
ＴＥＬ :　03-5201-3573 / FAX :　03-5201-3712
E-mail :　s.ito@knowledge-st.com
ＵＲＬ :　http://www.knowledge-st.com

すみえ社会保険労務士事務所

うかじ　すみえ
宇 梶　純 江

労働・社会保険・年金・助成金に関する、お客様の、
「忙しくて手続きの時間が無い！」「難しくてわからない・・・」「困った・・・」
を全力でサポートします。お客様の”課題”をお聞かせください。
一緒に解決しましょう。

さいたま市北区土呂町1-24-15西口高安ビル1F
ＴＥＬ : 048-783-3979 / FAX : 048-783-3449
E-mail : info@sumie-sr.com
ＵＲＬ : http://www.sumie-sr.com/

スピカデザイン

おおした　のぶお
大 下　修 央

CAD、部品手配、デザインで、ものづくりをサポートいたします。
◇ AUTO CADでの図面作成　/　バラシ図面・電子化　他
◇ 工業部品の製作手配　/　ケーブルアッセンブリ・挽き物・型物　他
◇ 紙媒体 デザイン　/　チラシ・ポスター・パッケージ・ロゴマーク　他
製造・設計現場 や デザイン実績のあるスタッフが対応いたします。

〒351-0005
朝霞市根岸台2-17-26工藤グリーンハイツ5
TEL : 080-1396-2350 / FAX : 048-610-8482
E-mail : spica-design@mbr.nifty.com
URL : http://spicadesign.image.coocan.jp/

株式会社Ｍｉｏ　取締役会長
 ＮＰＯ法人さいたま起業家協議会

 理事相談役

　おおた　　のぼる
 太　田　　昇

1947年 山形県生。1976年に床暖房販売施工の武蔵野総業株式会社を
設立 代表取締役就任。1989年「Mio浦和」を開業。現在はさいたま市内
6ヵ所でレンタルオフィスを運営。2001年入居・地域起業家とＮＰＯ法人さ
いたま起業家協議会設立。

〒338-0001
さいたま市中央区上落合2丁目3番2号　5階
ＴＥＬ : 048-859-3330 / FAX : 048-859-3335
URL : https://mio-u.com/

大林茂樹税理士事務所

おおばやし　しげき
大　林　　茂　樹

川越駅を西向けば、税務の110番はこちらです。企業家の意思決定に勇
気を与え、社会を変え人を変えるために貢献することを理想として、1999
年の開業から業務に精励を続けております。
開業以来、上場企業から個人事業まで幅広く経験を重ねて来ましたが、
もっとも得意とするのは、従業員5名以下の小さな会社の税務顧問で
す。「早い、わかりやすい、頼みやすい」の3本柱で、お客様の満足を提
供します。

〒350-1126
埼玉県川越市旭町1-4-38
ＴＥＬ：090-9294-3435 / ＦＡＸ：049-246-6110
E-mail：info@zeimu110.com

行政書士大森法務事務所

おおもり　やすゆき
大　森　靖　之

契約書の「専門メーカー」、「総合相談窓口」です。契約書雛形集に無い
ような契約書は、ご依頼者さまとご一緒に一から設計・デザインさせてい
ただきます。社長様・経営者様の頼れる社外法務部を目指しています。

さいたま市浦和区仲町2－5－1地下1階Mio浦和
TEL : 048-814-1241
E-mail : y.omori@omoripartners.com
URL : http://www.omoripartners.com/

ユナイテッド・インシュアランス株式会社

　かわはら　かずとも
河　原　一　友

保険代理店・ビジネスマッチング業務
〒330-0021
さいたま市南区別所6-8-10-404
TEL : 090-4535-9076

有限会社プライパス
　

かんのこうへい　かんのかおる
代表　菅野宏平／菅野かおる

中小企業に特化したオフィスのサポートサービスを行っております。
クラウド営業支援ツール「salesforce」の導入・活用支援などのITサポート
から、礼儀あいさつ強化、管理職研修の 社員教育まで、オフィス内での
困りごと、あったらいいこと、改善したいことなど、問題の特定から解決ま
でニーズに合わせサポートをさせていただいております。

福島県岩瀬郡天栄村田良尾芝草1-21

NPO法人  さいたま起業家協議会  会員のご紹介
（必ずお役に立てることがあると思います。お気軽に声をおかけください。）
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都市防犯プランニング社
株式会社　ケイプロ

　きど　 りょうき
木　戸　良　樹

弊社にてプランニングしたセキュリティプランを一流の警備会社であるセ
コム・ＡＬＳＯＫ・ＣＳＰへインフラ面を委託し、お客様の安全・安心をお守
りする日本初のシステムです。また、セキュリティのプロの目から見た防
犯カメラの設計施工、ビルメンテナンス等の防犯・防災に関わる事業を
行っています。
　『お客様の満足度』がコンセプトであり、道徳経済一体型経営を心掛け
ています。

蕨市中央1-7-1シティータワー蕨2004
TEL048-446-9445
E-mail : kido@ｋ-puro.co.jp
URL : http://www.k-puro.co.jp

オフィス・キモト

きもと　ひろゆき
木　元　広　之

ファイナンシャルプランニング：中小企業経営者及び個人事業主を対象
に、現在の財産・債務、今後の予想収入・予想支出を基にライフ資金プ
ランを作成し、資金面でのコンサルティングを行います。
経理事務代行：仕訳入力・財務書類作成・資金計画作成等、企業の経
理事務をサポートします。

熊谷市葛和田650
TEL : 048-788-1248 / FAX : 048-788-1249
E-mail : kimoto@office-kmt.jp
URL : http://office-kmt.jp

株式会社HITOYOSHI

くろかわ　ゆきひろ
黒　川　幸　博

法人向けファイナンシャルプランナーとして法人のみならず
経営者様の個人のお金のご相談も承ります。
法人の収入アップ、コスト削減、経営者様個人の手取りアップ等、
税理士や銀行も知らない情報をお客様にお伝え致します。
初回のご相談は一切無料ですので、お気軽にお声かけ下さい。
また収支改善が出来なければコンサルティング料金は全額返金致しま
す。
お客様にはリスクは一切ございませんのでお気軽にご相談下さい。

さいたま市浦和区仲町2－5－1 ロイヤルパインズホテルB1
Mio浦和
TEL : 048-816-9992 / FAＸ : 048-814-1303

　　　　　　　こんどう　みえこ
中小企業診断士　近藤　美恵子

起業をお考えの方、また事業を始められた方の事業計画策定の支援お
よび経営に関するご相談を行っております。事業でお悩みの方、ぜひご
相談ください。

志木市幸町3-10-4
TEL : 048-203-6057 / FAX : 048-471-9057
E-Ｍａｉｌ : mkondou0705@nifty.com

ボイスクリエーションシュクル

　さとう　　めぐみ
佐　藤　　恵

声のチカラを磨いてコミュニケーションと業績向上を後押しするボイス&
プレゼンテーション研修を行っています。

さいたま市浦和区仲町1-15-1エスプリ浦和103号
 TEL : 048-829-9624 / FAX : 048-829-9634
 E-mail : megumi@vcsucre.com
 http://www.vcsucre.com
 http://www.mgsucre.com

株式会社ブライナ
彩都総合特許事務所

              さはら　　まさし
代表弁理士　佐　原　雅　史

知的財産に関する総合コンサルティングを行う株式会社ブライナと、具
体的な権利化手続を実行する彩都総合特許事務所を運営しています。
創業支援の部分でもお役に立てれば幸いです。詳細はＨＰを参照くださ
い。

ＴＥＬ : 048-650-2286
E-mail : sahara@braina.com
株式会社ブライナ　http://braina.com/jp/
彩都総合特許事務所　http://braina.com/sight/

株式会社静谷建築設計

 しずや　まさと
静 谷　雅 人

木造注文住宅の企画・設計監理・施工　　（ノイエカーサ　NEUE　CASA）
（パッシブデザインによる快適・省エネ・安全構造住宅）
RC造・S造のビル・マンション等の新築設計監理業務　改修設計監理業
務　　　　　　　マンション大規模修繕　設計コンサルティング
子供の姿勢を守る椅子アップライトチェアの販売

さいたま市北区日進町2-970-3
ＴＥＬ : 048-782-5795 / ＦＡＸ : 048-782-9647
E-mail : info@shizuya-design.co.jp
URL : http://www.shizuya-design.co.jp

株式会社ウェブリク
　　　　　　すがぬま　だいき
代表取締役　菅　沼　大　樹

医療機関向けの成功報酬型ホームページ
ＩＴコンサルティングなど

〒332-0014
川口市金山町12-1　サウスゲートタワー川口２階
ＴＥＬ : 090-7174-3774

株式会社エステック

　　　　　　すだ　　なおき
代表取締役　須　田　直　樹

各種産業機械装置の部品作成から組立までを一括で承っております。
お客様の要望を伺った上で、二人三脚でのモノづくりをモットーにしてお
ります。
いつでもご連絡下さい。

〒335-0031
戸田市美女木6-15-13
ＴＥＬ : 048-421-1465（代表） / ＦＡＸ : 048-421-1336

測量＆登記　田中事務所

たなか　なおこ
田　中　尚 子

司法書士・土地家屋調査士業務全般
調査測量・不動産登記・商業登記
相続・後見・債務整理・債権回収・簡裁手続きなど

〒131-0032
東京都墨田区東向島6丁目52番2号
電話　03-3610-5911
ＵＲＬ　 http://nttbj.itp.nt.jp/0336105911

ＭＥテック・ラボラトリー合同会社

　　　　たなか　よしかず
代表社員　田　中　嘉　一

医療機器による事故発生率を低減するサービスを提供しています。
また、類する企業にこのサービスを新サービスとしてエンドユーザーに
提供してもらい、その企業に技術提供しています。

〒174-0046
東京都板橋区蓮根2-27-12　古谷野ビル２F-10
ＴＥＬ＆ＦＡＸ : 03-6240-9475
Ｅ－ｍａｉｌ : yotanaka025@gmail.com

 田幡ＦＰ・行政書士事務所

たばた　えつこ
田　幡　悦　子

 安心・確実・迅速をモットーに経営者の皆様には、法人設立・各種許認
可申請、登録・契約書作成・記帳代行業務を。個人の皆様には、ライフ
プランニングをともに考え、身近な課題である遺言・相続・成年後見など
で皆様方の日々のお仕事や生活を支えています。

ＴＥＬ : 048-851-5092 / ＦＡＸ : 048-814-1303
E-mail : eko-tabata@nifty.com
URL : http://www.tabataoffice.com/

アイソトープ社会保険労務士事務所

代表社会保険労務士

とがみ　　さとし
砥　上　　聡　史

中小企業の経営者の方が本業に専念できるよう裏方として全力でサ
ポートいたします。
★入社から退職までの面倒な雇用保険・社会保険の手続き代行
★給与計算代行
★未払い残業代リスク診断
★就業規則・各種規程のご提案
★「こんなときどうする？」答えのない労働トラブル解決案のご提示
★返済不要の雇用関係助成金の申請代行

〒151-0053
東京都渋谷区代々木2-23-1　ニューステイトメナー1249

一般社団法人地質・防災普及協会
保健師・看護師

　　　　　　とべ　ひろみ
代表理事　戸 邉　博 美

地質調査報告書の作成／防災地質学の啓蒙活動／健康相談や健診結
果の説明／保健指導および特定保健指導の実施／
健康増進に関する講演活動／大学教員との防災地質学・看護学を組み
合わせた共同研究
弊会は、疾病も広い意味での災害に含まれると考えており、防災地質学
とともに、その予防のための情報の普及に努めております。

〒206-0033
東京都多摩市落合1-46-1
ココリア多摩センター7階コワーキングcocoプレイス
Ｅ－ｍａｉｌ：tobegeo@voice.ocn.ne.jp
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豊田明　行政書士事務所

　　　　　　　とよだ　あきら
行政書士　　豊　田　　明

各種法人の設立、および設立後のサポート業務
相続・遺言業務、渉外業務を含む入管業務

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1丁目42番15号ライゼオフィス303号
TEL : 090-5209-3754 / FAX : 03-5539-3520
Ｅ－ｍａｉｌ：info.gyoseisyoshi.toyoda@gmail.com

キャリア17年の法律・登記の専門家

　　　　　　なかた　まさと
司法書士　　中 田　真 人

依頼者数1,200人 解決件数2,500件 リピート・紹介率200％の専門家
が、ささいなご相談でもわかりやすく解決します。
＜よくあるご相談例＞
会社…会社の役員改選は必ずやらなくてはいけない？
相続…親が亡くなったが何から手続きすればよいか？
債権…お客さんが代金を払ってくれないがどうやったら支払ってもらえる
か？
etc.

さいたま市中央区上落合2-3-2　新都心ビジネス交流プラザ5
階
営業時間　平日09：00～20：00
TEL : 048-858-8656
E-mail : m.nakata@cronos.ocn.ne.jp
URL http://www.nakata-shihoshoshi.com/　⇒「さいたま市
中田」で検索

くすのき測地登記
　　　　のざわ　ゆたか
代表　　野 沢　　豊

　みなさまの大切な資産、土地建物に関する測量・登記等をなりわいとし
ています。業務エリアは埼玉が中心ですが、ご依頼ならばと結局関東一
円まで伺っております。フットワークは軽いと思います。お気軽にお声掛
けください。

〒365-0074
鴻巣市神明2-4-10
TEL＆FAX : 048-596-0093
E-mail : mail@office-kusunoki.com
URL : http://office-kusunoki.com/

株式会社三共ホーム

　　　　　　　はやし　のぼる
代表取締役　　　林　　　昇

マンション買取り、リノベ後再販、不動産仲介業、リフォーム全般、競売
代行
今後はオーダーメイドキッチンの販売にも力を入れていく予定です。

川口市仲町2-8-104
ＴＥＬ : 048-290-8406 / ＦＡＸ : 048-290-8407
E-mail : n.hayashi@sankyou-home.co.jp

株式会社キョーリク

　　　　　　はらだ　いさお
代表取締役　原 田　勲

中高一貫校生のための学習塾SOCRA
小学校・中学校受験生のためSOCRAジュニア
新しいカタチの学習塾SOCRAワンダー

熊谷市桜木町2-82　セレッソ１階
TEL : 048-521-9234 / FAX : 048-521-6727
E-mail : harada@socra.jp

株式会社 FP　Residential

クライアント・パートナー

ひらお　ひろのり
平　尾　博　紀

北与野駅前に事務所を構える独立系FP会社です。
徹底したヒアリングをもとに、不動産、投資、生保、損保を用いて今後の
日本での人生を楽しく生き抜くためのお手伝いを致します。

〒338-0001
さいたま市中央区上落合2-3-2　Mio新都心
TEL : 048-762-7628 / FAX : 048-762-7668
E-mail : hironori.hirao@fp-residential.co.jp
 URL : https://www.fp-residential.co.jp/

福薗会計事務所

公認会計士・税理士

　　ふくぞの　たけし
　福　薗　健

創業から中堅大起業まで企業の成長ステージに応じた会計・税務の支
援を中心に行います。業務内容は、記帳や申告書作成の一般な業務に
留まらず、翌月10日を目途にした月次決算体制、事業部門別の損益管
理及び資金繰管理など、会社の経営意思決定に質する情報提供が可
能となる管理体制を経営者と同じ目線で組み立てていきます。

さいたま市浦和区高砂3-10-4 Ｍｉｏ高砂
TEL&FAX : 048-762-6321
E-mail : fukuzono@ms01.jicpa.or.jp

武蔵浦和法律事務所

　　　　　みねぎし たかひろ
代表弁護士　峯 岸　孝 浩

さいたま市南区で開業している弁護士です。
私と年代の近い３０代から４０代の経営者の方の顧問を，多数担当して
おります。
債権回収，労務問題，契約書作成，損賠賠償請求，破産管財事件な
ど，様々な分野に対応できます。
「転ばぬ先の杖」として，皆様のお役に立てれば何よりです。

さいたま市南区白幡3-2-7　オリオンビル2階
武蔵浦和法律事務所
TEL : 048-789-6941 / FAX : 048-789-6942
ＵＲＬ : http://www.msu-law.com

ゆいまーるサービス

 もちき　ひろし
持 木　宏

アフラックの代理店・エクセルエイド少額短期保険会社の代理店・ドク
ターエアータオルの代理店・海外積立ファンドの紹介等お任せください。

さいたま市北区奈良町21-12　ソレイユ大宮101
ＴＥＬ＆ＦＡＸ : 048-637-0832
Ｅ－ｍａｉｌ：mochiki@syd.odn.ne.jp

山口社会保険労務士オフィス

社会保険労務士・行政書士・ＦＰ

やまぐち　えみこ
 山　口　恵 美 子

「会社と働く人の“架け橋”」　　　起業支援、中小企業支援をメインに、
社会保険・労働保険のエキスパートとして、企業や従業員が元気になる
お手伝い（社会保険・労働保険の手続き、就業規則作成、労務管理、助
成金相談等）を行っています。私と一緒に、起業・企業を大きくしていきま
しょう！！

さいたま市中央区上落合2-3-2 Mio新都心
ＴＥＬ : 048-851-6933
E-mail : yama-408@tbn.t-com.ne.jp
URL : http://www.sharoushi-net.com/

株式会社チェリービー

　　　　　　　やまぐち　まさと
代表取締役　　山口　正人

チェリービーは、埼玉県で一番安心できる映像会社を目指しています！
チェリービーは、技術屋ではありません。課題を解決する動画制作会社
です。
私は、関わるみんなが幸せになる仕事しかしません。

〒330-0062
さいたま市浦和区仲町1-3-9レインボービル302
ＴＥＬ : 048-762-7907 / ＦＡＸ : 048-762-7909
E-mail : masato@cherrybee.tv

　　　　ライフプランナー

 　　　やまもと　かずのり
　　　　山　本　和　範

生命保険、
世界で唯一あなただけの保険を設計します。

さいたま市大宮区桜木町1-9-1　三谷ビル8Ｆ
ＴＥＬ : 048-615-0321 /　ＦＡＸ : 048-615-0325

株式会社ICST

　　　　　　 よこ い　ひろゆき
代表取締役　横 井　博 之

2004年6月にロシア・台湾・日本の３カ国出資でインキュベーション施設
ＭＩＯ北浦和にて起業。各国の強みを生かし医療・ 健康機器の輸出入・
販売と研究開発を行いBRICs等新興国市場および国内市場へ製品を流
通させるグローバルな企業です。

ＴＥＬ : 048-857-8026
E-mail : yokoi@icst.jp
URL : http://www.icst.jp


