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1 餃子の華 さいたま市見沼区大和田町１－１５５３－１２－１０１　 早川　麗華　 令和3年12月15日 令和9年1月31日 第2-1924号 そうざい製造業

2 ひだまり さいたま市西区塚本町３－１４２－２　 048-626-2288 見川　せつ子　 令和3年12月21日 令和10年3月31日 第2-1890号 そうざい製造業

3 氷川の杜　ＳＡＫＵＲＡ さいたま市大宮区宮町２－７　 048-648-7626 株式会社ＤＡＰ 令和3年12月20日 令和10年2月29日 第2-1866号 そうざい製造業

4 五感イタリアン＆ワイン さいたま市浦和区高砂２－１２－２０　３号マガザン浦和 利根川　宏海　 令和3年12月22日 令和10年2月29日 第2-1785号 飲食店営業

5 狼煙浦和店 さいたま市浦和区高砂２－１２－２０　マガザン浦和１Ｆ 株式会社狼煙 令和3年12月1日 令和10年2月29日 第2-1770号 飲食店営業

6 ジンジャー髙山 さいたま市浦和区上木崎１－４－１　 048-767-5856 滝口　広貴　 令和3年12月9日 令和10年2月29日 第2-1839号 飲食店営業

7 バーガーキング　与野駅西口店 さいたま市浦和区上木崎１－８－９　 株式会社ビーケー・ジャパン 令和3年12月24日 令和10年2月29日 第2-1998号 飲食店営業

8 ありのみ さいたま市浦和区針ケ谷１－７－１３　第２ユーセーハイツ１０１ 048-675-9064 芹澤　祐子　 令和3年12月20日 令和10年2月29日 第2-1997号 飲食店営業

9 ＥＣＣＯＬＡ さいたま市浦和区仲町１－５－１５　 048-824-1511 株式会社ノースコーポレーション 令和3年12月22日 令和10年2月29日 第2-1808号 飲食店営業

10 株式会社ＹＥＬＬＯＷＫＮＩＦＥ　ＢＲＥＡＤ　ＣＯＭＰＡＮＹ さいたま市浦和区仲町３－３－１１　ｓｋｙｅ１０１ 048-716-6403 株式会社ＹＥＬＬＯＷＫＮＩＦＥ　ＢＲＥＡＤ　ＣＯＭＰＡＮＹ　 令和3年12月1日 令和10年2月29日 第2-1603号 飲食店営業

11 鮨はこざき さいたま市浦和区東仲町８－２２　レオン浦和ファースト２Ｆ 箱崎　貴徳　 令和3年12月24日 令和10年2月29日 第2-1949号 飲食店営業

12 パイナポー さいたま市浦和区北浦和３－１－１０　七越ビル３Ｆ 048-799-3991 株式会社ダイシュウグループ　 令和3年12月14日 令和10年2月29日 第2-1905号 飲食店営業

13 ベルク岩槻宮町店　精肉 さいたま市岩槻区宮町１－３－３　 048-790-0900 株式会社ベルク 令和3年12月21日 令和10年1月31日 第4-20号 飲食店営業

14 ベルク岩槻宮町店　デリカ さいたま市岩槻区宮町１－３－３　 048-790-0900 株式会社ベルク 令和3年12月21日 令和10年1月31日 第4-21号 飲食店営業

15 ベルク岩槻宮町店　寿司 さいたま市岩槻区宮町１－３－３　 048-790-0900 株式会社ベルク 令和3年12月21日 令和10年1月31日 第4-22号 飲食店営業

16 カラオケスナック　フルール さいたま市岩槻区小溝２６－２０１　 048-794-9428 町田　薫　 令和3年12月20日 令和10年1月31日 第2-1915号 飲食店営業

17 摩椰 さいたま市岩槻区西町１－７－２３　 長谷川　清　 令和3年12月9日 令和10年1月31日 第2-1896号 飲食店営業

18 ローソン　岩槻谷下店 さいたま市岩槻区谷下３９０－１　 048-757-5873 株式会社きさらぎ 令和3年12月9日 令和10年1月31日 第2-1863号 飲食店営業

19 弥虎 さいたま市岩槻区東岩槻１－２－１　斉藤ビル１０３ 小林　啓一　 令和3年12月21日 令和10年1月31日 第2-1869号 飲食店営業

20 とりよし さいたま市岩槻区東岩槻６－１－４　 048-756-2520 吉川　勝三　 令和3年12月20日 令和10年1月31日 第2-1969号 飲食店営業

21 中華料理　味楽 さいたま市岩槻区東岩槻６－５－３　 048-758-2175 河野　満寿子　 令和3年12月24日 令和10年1月31日 第2-1897号 飲食店営業

22 埼玉県学校給食パン・米飯協同組合　岩槻工場 さいたま市岩槻区南平野３－１６－１　 048-757-2001 埼玉県学校給食パン・米飯協同組合 令和3年12月24日 令和10年1月31日 第2-1940号 飲食店営業

23 グルメ　たつのこ さいたま市岩槻区本丸２－１７－２４　 048-756-2380 桒野　宏寿　 令和3年12月9日 令和10年1月31日 第2-1857号 飲食店営業

24 マミーマート　岩槻店（ピザ作業室） さいたま市岩槻区本丸３－２０－５３　 048-749-8201 株式会社マミーマート　 令和3年12月20日 令和10年1月31日 第2-1844号 飲食店営業

25 マミーマート　岩槻店 さいたま市岩槻区本丸３－２０－５３　 048-749-8201 株式会社マミーマート　 令和3年12月20日 令和10年1月31日 第2-1846号 飲食店営業

26 ほっともっと岩槻本宿店 さいたま市岩槻区本宿２２５－１　 048-758-4525 ＴＦＣ合同会社 令和3年12月20日 令和10年1月31日 第2-1948号 飲食店営業

27 本家かまどや　岩槻本町店 さいたま市岩槻区本町２－３－２３　 048-757-9193 株式会社丸岩商店 令和3年12月20日 令和10年1月31日 第2-1838号 飲食店営業

28 吉野家　１６号線東大宮店 さいたま市見沼区深作３－４－９　 048-680-1564 株式会社吉野家 令和3年12月15日 令和10年1月31日 第2-1968号 飲食店営業

29 食事処　倉 さいたま市見沼区染谷３－１９１　 048-681-6300 有限会社ＳＵＰＡ企画 令和3年12月22日 令和10年1月31日 第2-1995号 飲食店営業

30 居酒屋ふみよし さいたま市見沼区大谷１７８０－８　 048-689-2535 渡辺　ふみ子　 令和3年12月22日 令和9年1月31日 第2-1914号 飲食店営業

31 餃子の華 さいたま市見沼区大和田町１－１５５３－１２－１０１　 早川　麗華　 令和3年12月15日 令和9年1月31日 第2-1925号 飲食店営業

32 ステーキハウス三喜屋 さいたま市見沼区大和田町１－１６８１－２　 048-683-0257 原　健一　 令和3年12月22日 令和10年1月31日 第2-1823号 飲食店営業

33 カラオケ　オリーブ さいたま市見沼区大和田町２－１３８４　 048-688-0356 森本　末子　 令和3年12月10日 令和10年1月31日 第2-1868号 飲食店営業

34 中華食堂　周記 さいたま市見沼区東新井８９１－１　 048-797-5658 周記商事株式会社 令和3年12月8日 令和10年1月31日 第2-1836号 飲食店営業

35 セブンイレブン　さいたま東大宮２丁目店 さいたま市見沼区東大宮２－３４－１　 048-654-6800 株式会社ライフレスワーク 令和3年12月22日 令和10年1月31日 第2-1938号 飲食店営業

36 カラオケ　あすなろ さいたま市見沼区東大宮３－１－１　 048-665-3933 湯田　喜久男　 令和3年12月22日 令和9年1月31日 第2-1916号 飲食店営業

37 やぶそば さいたま市見沼区東大宮４－１８－８　 048-665-3934 新井　得郎　 令和3年12月21日 令和10年1月31日 第2-1951号 飲食店営業

38 らーめん・ランド壱番館 さいたま市見沼区東大宮４－１８－９　ホリオビル１Ｆ 048-666-9199 有限会社伸幸商事 令和3年12月15日 令和10年1月31日 第2-1928号 飲食店営業

39 二十四亭 さいたま市見沼区東大宮５－４９－５　サクマ東大宮ハイツ１０１ 048-614-0902 佐伯　太　 令和3年12月22日 令和10年1月31日 第2-1900号 飲食店営業

40 肉の倉沢東大宮店 さいたま市見沼区東大宮７－２－３　 048-686-1327 倉沢　広司　 令和3年12月15日 令和10年1月31日 第2-1859号 飲食店営業

営業許可施設（令和03年12月）　※自動車・自動販売機・特定の食品（知事が別に定めるものに限る。）を除く　
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営業許可施設（令和03年12月）　※自動車・自動販売機・特定の食品（知事が別に定めるものに限る。）を除く　

41 宮下商店 さいたま市見沼区東門前４６４－１３　 048-685-7498 宮下　一見　 令和3年12月2日 令和10年1月31日 第2-1822号 飲食店営業

42 ととまる さいたま市見沼区片柳６４－２　 048-680-1000 株式会社エイエスケー 令和3年12月17日 令和10年1月31日 第2-1851号 飲食店営業

43 セブン－イレブンさいたま栄和２丁目店 さいたま市桜区栄和２－２６－２３　 048-859-0565 齋藤　晃　 令和3年12月15日 令和10年3月31日 第2-1878号 飲食店営業

44 セブン－イレブン浦和別所沼通り店 さいたま市桜区西堀６－１－３　 048-837-5588 河本　靖　 令和3年12月15日 令和10年3月31日 第2-1876号 飲食店営業

45 セブン－イレブンさいたま田島１丁目店 さいたま市桜区田島１－２０－５　 048-837-2707 森山　茂夫　 令和3年12月15日 令和10年3月31日 第2-1874号 飲食店営業

46 セブン－イレブン西浦和駅前店 さいたま市桜区田島５－２４－１３　 048-837-9301 森山　茂夫　 令和3年12月15日 令和10年3月31日 第2-1877号 飲食店営業

47 Ｋ’ｓ　Ｈｏｕｓｅ さいたま市西区内野本郷６１７－１９　 有限会社オフィスサポートＫ 令和3年12月1日 令和8年11月30日 第2-1701号 飲食店営業

48 ＯＢＯＲＯ さいたま市大宮区宮町１－９９－３　ＬＨ大宮ビル３Ｆ 048-662-9399 株式会社ロイズホーム 令和3年12月13日 令和10年2月29日 第2-1865号 飲食店営業

49 全国ご当地グルメコート大宮横丁 さいたま市大宮区錦町６３０　ＪＲ大宮駅改札内「エキュート大宮ノース」ＣＰ－０２／ＣＰ－０３／ＣＰ－ 048-779-8777 株式会社浜倉的商店製作所 令和3年12月16日 令和10年2月29日 第2-1454号 飲食店営業

50 ブランジェ浅野屋エキュート大宮ノース店 さいたま市大宮区錦町６３０　ＪＲ大宮駅北改札内 048-871-6390 株式会社浅野屋 令和3年12月24日 令和10年2月29日 第2-1993号 飲食店営業

51 ハニーズバー大宮店 さいたま市大宮区錦町６３０　ＪＲ大宮駅北口改札内埼京線階段下 株式会社ＪＲ東日本クロスステーション 令和3年12月13日 令和10年2月29日 第2-1911号 飲食店営業

52 ＡＫＩ　ＦＯＯＤＳ　Ｓｒｉ　Ｌａｎｋａｎ　Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ＆Ｂａｒ さいたま市大宮区櫛引町１－５２３　岡沼ビル１階 Ｈ　Ｐ　ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ合同会社 令和3年12月24日 令和10年2月29日 第2-2044号 飲食店営業

53 Ｂｉｂｌｉ さいたま市大宮区高鼻町２－１－１　 03-5413-6696 株式会社キャンプサイト 令和3年12月3日 令和10年2月29日 第2-1786号 飲食店営業

54 Ｏｒｇａｎｉｃ&Ｃｏ． さいたま市大宮区高鼻町２－１－１　Ｂｉｂｌｉ１階 048-788-4221 株式会社協同商事 令和3年12月17日 令和10年2月29日 第2-1976号 飲食店営業

55 ＰＲＯＮＴエクセルイン大宮店 さいたま市大宮区桜木町１－１６４　 048-650-5556 川村建設株式会社 令和3年12月16日 令和10年2月29日 第2-1972号 飲食店営業

56 エクセルイン大宮 さいたま市大宮区桜木町１－１６４　 048-650-1515 川村建設株式会社 令和3年12月16日 令和10年2月29日 第2-1973号 飲食店営業

57 シナボン・シアトルズベストコーヒーマルイ大宮店 さいたま市大宮区桜木町２－３　 ＪＲ九州ファーストフーズ株式会社 令和3年12月20日 令和10年2月29日 第2-1662号 飲食店営業

58 ロッテリア　大宮マルイ店 さいたま市大宮区桜木町２－３　大宮マルイ１Ｆ 048-779-8330 株式会社ロッテリア 令和3年12月7日 令和10年2月29日 第2-1812号 飲食店営業

59 イエスチキン さいたま市大宮区桜木町２－３　大宮マルイ１Ｆ 048-782-9720 株式会社永山 令和3年12月13日 令和10年2月29日 第2-1927号 飲食店営業

60 富味商 さいたま市大宮区三橋３－１２５－４　 柳澤　文秋　 令和3年12月23日 令和9年2月28日 第2-1735号 飲食店営業

61 セブンイレブン　さいたま浅間町店 さいたま市大宮区浅間町２－２６５　 048-644-0013 株式会社セブン－イレブン・ジャパン 令和3年12月27日 令和10年2月29日 第2-1979号 飲食店営業

62 ベーカリーキッチンＡＬＤＥ さいたま市大宮区大成町３－５０６　 048-607-3101 青木　秀明　 令和3年12月16日 令和10年2月29日 第2-1826号 飲食店営業

63 山下本気うどん　大宮東口 さいたま市大宮区大門町１－９３　大門町ビル１階 048-640-4333 株式会社ガーデン 令和3年12月13日 令和10年2月29日 第2-1817号 飲食店営業

64 つくねや大宮店 さいたま市大宮区大門町２－１１７　 株式会社ルーツ 令和3年12月1日 令和10年2月29日 第2-1755号 飲食店営業

65 ｆｒｏｍＨｅｓｓｅ さいたま市大宮区大門町３－１０８　 崔　眞實　 令和3年12月3日 令和10年2月29日 第2-1806号 飲食店営業

66 うどんキクヤ さいたま市大宮区大門町３－１０８　 菊地　早希子　 令和3年12月24日 令和10年2月29日 第2-1856号 飲食店営業

67 大宮029 さいたま市大宮区大門町３－１０８　 米山　健一郎　 令和3年12月8日 令和10年2月29日 第2-1858号 飲食店営業

68 Ａ’ｓ さいたま市大宮区仲町１－１０８－１１－１０　東通プラザ１ＦＡ－１ 048-871-9250 星野　空良　 令和3年12月24日 令和10年2月29日 第2-2025号 飲食店営業

69 大宮牡蠣Ｂａｒ さいたま市大宮区仲町１－５３　田村ビル１Ｆ 048-782-7816 株式会社ドリーム・イニシアティブ 令和3年12月3日 令和10年2月29日 第2-1793号 飲食店営業

70 四代目　喜川 さいたま市大宮区仲町１－５３　田村ビル１Ｆ 048-662-9552 株式会社ドリーム・イニシアティブ 令和3年12月3日 令和10年2月29日 第2-1794号 飲食店営業

71 宮崎辛麺　みやび さいたま市大宮区仲町１－６２－３　 048-788-3375 株式会社ＬＢＫ 令和3年12月6日 令和10年2月29日 第4-17号 飲食店営業

72 ＫＯＡＬＡ さいたま市大宮区仲町１－６４　 048-645-5056 株式会社ルミエール 令和3年12月8日 令和9年2月28日 第2-1736号 飲食店営業

73 ラピスラズリ さいたま市大宮区仲町１－８８　菊水ビル地下１階 合同会社ビックパラス 令和3年12月20日 令和10年2月29日 第2-1912号 飲食店営業

74 ＧＵＲＵ－ＧＵＲＵ さいたま市大宮区仲町２－５１　東海第二ビル４０１ 048-662-9607 松村　達裕　 令和3年12月23日 令和10年2月29日 第2-2009号 飲食店営業

75 Ｂａｒ＆Ｄｉｎｉｎｇ　ＤＩＳＣＯＶＥＲＹ さいたま市大宮区仲町２－５７　ＡＸＩＳ仲町ビル２Ｆ ＩＮＦＩＮＩＴＹ株式会社 令和3年12月13日 令和10年2月29日 第2-1942号 飲食店営業

76 つくねや与野店 さいたま市中央区下落合１０３２　栗原ビル１Ｆ 株式会社ルーツ 令和3年12月1日 令和9年11月30日 第2-1754号 飲食店営業

77 ファミリーマート北与野駅前店 さいたま市中央区上落合２－１０－１　 048-840-4660 株式会社ドリームカプセルマーケッツ 令和3年12月1日 令和9年11月30日 第2-1825号 飲食店営業

78 和食処銀蔵　さいたま新都心店 さいたま市中央区新都心１０　けやきひろば１Ｆ 048-601-2511 株式会社だん家 令和3年12月2日 令和10年3月31日 第2-1627号 飲食店営業

79 マクドナルド南与野店 さいたま市中央区大戸６－１３０８－１　 048-857-1107 日本マクドナルド株式会社 令和3年12月17日 令和10年3月31日 第2-1907号 飲食店営業

80 豚丼屋　ＴＯＮＴＯＮ さいたま市中央区本町西２－１－２９　本町公園ビル１０１室 048-706-1865 株式会社ＧＴＭ 令和3年12月3日 令和10年3月31日 第2-1834号 飲食店営業
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81 セブン－イレブン　さいたま円正寺店 さいたま市南区円正寺５０３－１　 048-884-5205 白石　貴志　 令和3年12月9日 令和10年1月31日 第2-1883号 飲食店営業

82 ベルク浦和根岸店　精肉 さいたま市南区根岸５－１７－１　 048-710-6400 株式会社ベルク 令和3年12月24日 令和10年1月31日 第4-26号 飲食店営業

83 ベルク浦和根岸店　デリカ さいたま市南区根岸５－１７－１　 048-710-6400 株式会社ベルク　 令和3年12月24日 令和10年1月31日 第4-27号 飲食店営業

84 ベルク浦和根岸店　寿司 さいたま市南区根岸５－１７－１　 048-710-6400 株式会社ベルク　 令和3年12月24日 令和10年1月31日 第4-28号 飲食店営業

85 らーめん　きよつき さいたま市南区四谷２－１１－１６　メゾン中村第２　１０２ 048-838-6635 清水　誠二　 令和3年12月24日 令和10年1月31日 第2-1929号 飲食店営業

86 セブン－イレブンさいたま鹿手袋店 さいたま市南区鹿手袋７－２０－７　 048-837-6103 森山　茂夫　 令和3年12月15日 令和10年1月31日 第2-1875号 飲食店営業

87 だがし屋 さいたま市南区太田窪１２８４－７　 細川　尚之　 令和3年12月20日 令和10年1月31日 第2-1980号 飲食店営業

88 とこしえ さいたま市南区大谷場１－１６－１９　 株式会社とこしえ 令和3年12月21日 令和10年1月31日 第2-1228号 飲食店営業

89 スエヒロ館浦和辻店 さいたま市南区辻２－１－１０　 048-710-4129 株式会社スエヒロレストランシステム　 令和3年12月24日 令和10年1月31日 第2-2007号 飲食店営業

90 セブン－イレブン　南浦和駅東口店 さいたま市南区南浦和２－３６－１２　 048-886-7177 井原商事株式会社 令和3年12月9日 令和10年1月31日 第2-1882号 飲食店営業

91 株式会社マルエツ　南浦和店　惣菜 さいたま市南区南浦和２－４４－１　 048-887-6131 株式会社マルエツ　 令和3年12月1日 令和10年1月31日 第2-1801号 飲食店営業

92 焼肉ぱんち さいたま市南区南浦和２－４４－７　柳川屋ビル４Ｆ 048-676-1055 合同会社巴 令和3年12月20日 令和10年1月31日 第2-1947号 飲食店営業

93 セブン－イレブン南浦和３丁目店 さいたま市南区南浦和３－４４－６　 048-881-2252 高橋　博子　 令和3年12月9日 令和10年1月31日 第2-1881号 飲食店営業

94 ローソン・スリーエフさいたま白幡五丁目店 さいたま市南区白幡５－１３－１０　 048-872-3310 池本　篤史　 令和3年12月22日 令和10年1月31日 第2-1934号 飲食店営業

95 さすけ　２ さいたま市北区櫛引町２－１８５－５　 五味田　正　 令和3年12月9日 令和10年3月31日 第2-1248号 飲食店営業

96 ファミリーマート　大宮本郷町店 さいたま市北区本郷町６４９　 048-662-8823 株式会社ＭＳ 令和3年12月1日 令和9年11月30日 第2-1830号 飲食店営業

97 さいたま市立大砂土保育園給食室 さいたま市北区盆栽町４５３　 株式会社レパスト 令和3年12月20日 令和10年3月31日 第2-1787号 飲食店営業

98 平良久亭 さいたま市緑区三室２０９　 048-876-2412 飯野　平久　 令和3年12月24日 令和10年1月31日 第2-1850号 飲食店営業

99 ＳＩＥＳＴＡ さいたま市緑区大間木１６５２－１　 048-762-8337 橋本　慎哉　 令和3年12月23日 令和10年1月31日 第2-1985号 飲食店営業

100 越後屋 さいたま市緑区大間木５４９－１２　 048-873-2432 横須賀　章利　 令和3年12月7日 令和10年1月31日 第2-1852号 飲食店営業

101 星野珈琲店　東浦和店 さいたま市緑区大間木５７９－６　 048-764-8899 日本レストランシステム株式会社 令和3年12月7日 令和10年1月31日 第2-1821号 飲食店営業

102 ローソン　さいたま大門店 さいたま市緑区大門１６６５－１　 048-812-3336 株式会社きさらぎ 令和3年12月22日 令和10年1月31日 第2-1864号 飲食店営業

103 レストラン・レデュール さいたま市緑区大門２７８８－６　 048-878-3905 岩下　実代子　 令和3年12月22日 令和10年1月31日 第2-1816号 飲食店営業

104 デイリーヤマザキ　浦和美園駅 さいたま市緑区大門宮下３８８８　 048-878-3308 山崎製パン株式会社 令和3年12月22日 令和10年1月31日 第2-1873号 飲食店営業

105 居酒屋　壱の陣 さいたま市緑区東浦和１－５－１０　 048-875-8595 有限会社壱の陣 令和3年12月23日 令和10年1月31日 第2-1872号 飲食店営業

106 そば処　丸花 さいたま市緑区東浦和５－２７－２　 048-874-8505 榎本　裕之　 令和3年12月7日 令和10年1月31日 第2-1843号 飲食店営業

107 セブンイレブンさいたま中尾店 さいたま市緑区東浦和９－２０－１５　 048-874-8780 茂木　正博　 令和3年12月20日 令和10年1月31日 第2-1837号 飲食店営業

108 ジョリーパスタ浦和大門店 さいたま市緑区東大門２－２－１６　 048-878-6283 株式会社ジョリーパスタ 令和3年12月22日 令和10年1月31日 第2-1862号 飲食店営業

109 丸亀製麺さいたま道祖土 さいたま市緑区道祖土２－１８－１６　 048-884-2077 株式会社丸亀製麺 令和3年12月24日 令和10年1月31日 第2-1945号 飲食店営業

110 和洋レストランしみず さいたま市緑区南部領辻３６８６－１　 048-878-2382 清水　豊美　 令和3年12月24日 令和10年1月31日 第2-1861号 飲食店営業

111 株式会社ＹＥＬＬＯＷＫＮＩＦＥ　ＢＲＥＡＤ　ＣＯＭＰＡＮＹ さいたま市浦和区仲町３－３－１１　ｓｋｙｅ１０１ 048-716-6403 株式会社ＹＥＬＬＯＷＫＮＩＦＥ　ＢＲＥＡＤ　ＣＯＭＰＡＮＹ 令和3年12月1日 令和10年2月29日 第2-1604号 菓子製造業

112 埼玉県学校給食パン・米飯協同組合　岩槻工場 さいたま市岩槻区南平野３－１６－１　 048-757-2001 埼玉県学校給食パン・米飯協同組合 令和3年12月24日 令和10年1月31日 第2-1939号 菓子製造業

113 餃子の華 さいたま市見沼区大和田町１－１５５３－１２－１０１　 早川　麗華　 令和3年12月15日 令和9年1月31日 第2-1923号 菓子製造業

114 シナボン・シアトルズベストコーヒーマルイ大宮店 さいたま市大宮区桜木町２－３　 ＪＲ九州ファーストフーズ株式会社 令和3年12月20日 令和10年2月29日 第2-1663号 菓子製造業

115 朱－ｓｈｕｉｒｏ－ さいたま市大宮区桜木町２－４９１－２　 おおみやカカオ株式会社 令和3年12月3日 令和10年2月29日 第2-1814号 菓子製造業

116 ベーカリーキッチンＡＬＤＥ さいたま市大宮区大成町３－５０６　 048-607-3101 青木　秀明　 令和3年12月16日 令和10年2月29日 第2-1827号 菓子製造業

117 トネリコ製作所 さいたま市大宮区大門町３－１０８　 鹿野　香穂里　 令和3年12月24日 令和10年2月29日 第2-2010号 菓子製造業

118 ベルヴィ大宮サンパレス／ＧＬＡＮＺ さいたま市大宮区仲町１－１２３　 048-642-1122 サイカンシステム株式会社 令和3年12月16日 令和10年2月29日 第2-1867号 菓子製造業

119 ＭＥＬＯＮ ＬＡＢ．　宮原店 さいたま市北区日進町３－７３８－１　関根ビル１階 髙橋　真澄　 令和3年12月15日 令和10年3月31日 第2-1965号 菓子製造業

120 ベルク岩槻宮町店　海産 さいたま市岩槻区宮町１－３－３　 048-790-0900 株式会社ベルク 令和3年12月21日 令和10年1月31日 第4-18号 魚介類販売業
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121 マミーマート　岩槻店 さいたま市岩槻区本丸３－２０－５３　 048-749-8201 株式会社マミーマート 令和3年12月20日 令和10年1月31日 第2-1847号 魚介類販売業

122 ベルク浦和根岸店　海産 さいたま市南区根岸５－１７－１　 048-710-6400 株式会社ベルク 令和3年12月24日 令和10年1月31日 第4-24号 魚介類販売業

123 ふるさと さいたま市南区辻２－１２－１８　 048-864-8000 株式会社丸正 令和3年12月22日 令和10年1月31日 第2-1841号 魚介類販売業

124 ベルク岩槻宮町店　精肉 さいたま市岩槻区宮町１－３－３　 048-790-0900 株式会社ベルク 令和3年12月21日 令和10年1月31日 第4-19号 食肉販売業

125 マミーマート　岩槻店 さいたま市岩槻区本丸３－２０－５３　 048-749-8201 株式会社マミーマート 令和3年12月20日 令和10年1月31日 第2-1845号 食肉販売業

126 株式会社Ｇ－７ミートテラバヤシ　東新井店 さいたま市見沼区東新井３３６－１　業務スーパー東新井店内 048-685-0808 株式会社Ｇ－７ミートテラバヤシ 令和3年12月17日 令和10年1月31日 第2-1739号 食肉販売業

127 肉の倉沢東大宮店 さいたま市見沼区東大宮７－２－３　 048-686-1327 倉沢　広司　 令和3年12月15日 令和10年1月31日 第2-1860号 食肉販売業

128 ベルク浦和根岸店　精肉 さいたま市南区根岸５－１７－１　 048-710-6400 株式会社ベルク 令和3年12月24日 令和10年1月31日 第4-25号 食肉販売業

129 とこしえ さいたま市南区大谷場１－１６－１９　 株式会社とこしえ 令和3年12月21日 令和10年1月31日 第2-1229号 食肉販売業

130 ＥＣＣＯＬＡ さいたま市浦和区仲町１－５－１５　 048-824-1511 株式会社ノースコーポレーション 令和3年12月22日 令和10年2月29日 第2-1807号 食品の小分け業

131 ふるさと さいたま市南区辻２－１２－１８　 048-864-8000 株式会社丸正 令和3年12月22日 令和10年1月31日 第2-1842号 漬物製造業

132 ひだまり さいたま市西区塚本町３－１４２－２　 048-626-2288 見川　せつ子　 令和3年12月21日 令和10年3月31日 第2-1891号 密封包装食品製造業

133 山下本気うどん　大宮東口 さいたま市大宮区大門町１－９３　大門町ビル１階 048-640-4333 株式会社ガーデン 令和3年12月13日 令和10年2月29日 第2-1818号 麺類製造業

134 丸亀製麺さいたま道祖土 さいたま市緑区道祖土２－１８－１６　 048-884-2077 株式会社丸亀製麺 令和3年12月24日 令和10年1月31日 第2-1946号 麺類製造業

135 埼玉県学校給食パン・米飯協同組合　岩槻工場 さいたま市岩槻区南平野３－１６－１　 048-757-2001 埼玉県学校給食パン・米飯協同組合 令和3年12月24日 令和10年1月31日 第2-1941号 冷凍食品製造業
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