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1 キーコーヒー さいたま市浦和区高砂１－１５－１　　伊勢丹浦和店１Ｆ 株式会社三越伊勢丹　代表取締役　杉江　俊彦 令和2年12月14日 令和9年2月28日 第1-1723号 飲食店営業

2 ＮＯＧ　ＣＯＦＦＥＥ　ＢＲＥＷＥＲＳ さいたま市浦和区高砂２－１２－２０ ネイビーブルー株式会社　代表取締役　長岡　英史 令和2年12月25日 令和8年2月28日 第1-1803号 飲食店営業

3 Ａｓｉａｎ　Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ｇｉｔａ さいたま市浦和区上木崎１－７－１ ＲＢＴ株式会社　代表取締役　ニウレ・バルクリスナ 令和2年12月21日 令和9年2月28日 第1-1790号 飲食店営業

4 焼肉　平安閣 さいたま市浦和区常盤２－１０－１７ 斉藤　淳一 令和2年12月3日 令和9年2月28日 第1-1629号 飲食店営業

5 やきとり家すみれ　浦和店 さいたま市浦和区仲町１－３－２　　浦和仲壺マンションＢ１ 048-814-0229 株式会社中馬工業　代表取締役　中馬　誠 令和2年12月2日 令和9年2月28日 第1-1749号 飲食店営業

6 スナック　ニューリンドン さいたま市浦和区仲町１－８－１ 株式会社ケイエムシナジー　代表取締役　皆葉　和洋 令和2年12月28日 令和9年2月28日 第1-1801号 飲食店営業

7 麺工房　凛や さいたま市浦和区東高砂町１１－１　　浦和パルコ５Ｆ 株式会社クレア　代表取締役　小野　洋 令和2年12月14日 令和9年2月28日 第1-1627号 飲食店営業

8 ＭＥＭＢＥＲ’ＳＢＡＲ　Ｃｉｅｌ さいたま市浦和区東仲町４－１４　　ＮＳビル１Ｆ 合同会社とりぞう　代表社員　杉本　弘章 令和2年12月15日 令和9年2月28日 第1-1767号 飲食店営業

9 大衆モダン　かたりたむ さいたま市浦和区北浦和４－６－１　　ポピー北浦和Ｃ号 048-755-9003 石川　良亮 令和2年12月16日 令和9年2月28日 第1-1779号 飲食店営業

10 Ｂｅｎｋｅｉ さいたま市岩槻区城南５－１－８ 北原　信一 令和2年12月2日 令和9年1月31日 第1-1744号 飲食店営業

11 かさねや岩槻店／肉メシドットコム岩槻店 さいたま市岩槻区仲町１－９－２０　　フォートアタラクシア１Ｆ 株式会社ＳＢＩＣ　代表取締役　鬼頭　宏昌 令和2年12月17日 令和9年1月31日 第1-1741号 飲食店営業

12 居酒屋＆ＢＡＲにぃと さいたま市岩槻区東岩槻４－８－８ 石川　優吾 令和2年12月22日 令和8年1月31日 第1-1782号 飲食店営業

13 ぽこちゃん さいたま市岩槻区本町１－１－２２　　ユアーズショップＢ－３－１Ｇ１ 堀江　和博 令和2年12月4日 令和8年1月31日 第1-1716号 飲食店営業

14 ローソンさいたま大谷店 さいたま市見沼区大谷４９１－１ 048-797-5559 株式会社ブルーマウンテンズ　代表取締役　岩佐　充晃 令和2年12月3日 令和9年1月31日 第1-1351号 飲食店営業

15 八時ちようど さいたま市見沼区中川４３６－３ 阿部　侑太 令和2年12月15日 令和8年1月31日 第1-1761号 飲食店営業

16 ヨークマート　ハレノテラス東大宮店 さいたま市見沼区島町３９３　　Ａ棟１０１区画 048-686-3122 株式会社ヨーク　代表取締役　大竹　正人 令和2年12月16日 令和9年1月31日 第1-1770号 飲食店営業

17 ドミノ・ピザ埼大通り店 さいたま市桜区栄和３－２１－１６ 株式会社ドミノ・ピザジャパン　代表取締役　ジョシュア・ピーター・キリムニック 令和2年12月1日 令和8年11月30日 第1-1619号 飲食店営業

18 ヨークマート　南本宿店 さいたま市桜区南元宿２－８－１ 048-854-1123 株式会社ヨーク　代表取締役　大竹　正人 令和2年12月16日 令和9年3月31日 第1-1765号 飲食店営業

19 さくらテラス さいたま市西区島根７９５－２ 齊藤　正明 令和2年12月15日 令和9年3月31日 第1-1738号 飲食店営業

20 焼売のジョー　大宮店 さいたま市大宮区宮町１－５１　　大宮みのやビル１Ｆ 株式会社ＩＮＧＳ　代表取締役　青柳　誠希 令和2年12月8日 令和9年2月28日 第1-1717号 飲食店営業

21 Ｂａｃｃｈｕｓ さいたま市大宮区宮町４－１０７ 横嶋　拓也 令和2年12月9日 令和9年2月28日 第1-1726号 飲食店営業

22 ワッフル工房Ｓｍａｋｅｌｉｊｋ！ さいたま市大宮区三橋２－５９６－６ 岩本　恵 令和2年12月23日 令和9年2月28日 第1-1797号 飲食店営業

23 大宮コーヒーロースターズ　スイートアンドビター さいたま市大宮区三橋４－２８０－３　　フランチェスカ１０１ 株式会社大宮コーヒーロースター　代表取締役　坂部　俊夫 令和2年12月10日 令和9年2月28日 第1-1532号 飲食店営業

24 一龍 さいたま市大宮区大成町２－１９１ 岡安　俊之 令和2年12月7日 令和9年2月28日 第1-1763号 飲食店営業

25 ベトナムレストラン　フォン　リ さいたま市大宮区大門町１－１４ ＶＪＳ合同会社　代表社員　グエン・ティ・トゥ・フォン 令和2年12月24日 令和9年2月28日 第1-1777号 飲食店営業

26 ＣＬＯＣＫ　ＫＩＴＣＨＥＮ さいたま市大宮区大門町３－１０８ 株式会社コミュニティコム　代表取締役　星野　邦敏 令和2年12月11日 令和9年2月28日 第1-1757号 飲食店営業

27 ときわ亭　大宮店 さいたま市大宮区仲町１－５３　　田村ビル２Ｆ ＧＯＳＳＯ株式会社　代表取締役　藤田　建 令和2年12月9日 令和9年2月28日 第1-1589号 飲食店営業

28 スナック輿 さいたま市大宮区仲町１－６４－１ 048-643-2808 倉持　高志 令和2年12月28日 令和9年2月28日 第1-1821号 飲食店営業

29 英 さいたま市大宮区仲町２－３６　　１Ｆ 武田　良子 令和2年12月9日 令和8年2月28日 第1-1748号 飲食店営業

30 ＣＡＦＦＥ＆ＤＩＮＩＮＧ　ＳＨＡＣＨＩ さいたま市大宮区東町２－２８９－１ 株式会社海獣カンパニー　代表取締役　坂井　勇二 令和2年12月11日 令和9年2月28日 第1-1720号 飲食店営業

31 酒蔵　力　工場直売所 さいたま市大宮区堀の内町１－６８９ 株式会社力　代表取締役　神宮字　麗 令和2年12月8日 令和9年2月28日 第1-1569号 飲食店営業

32 配食のふれ愛　大宮本店 さいたま市大宮区堀の内町２－２５６－１　　シグママンション１０２ アビリティ株式会社　代表取締役　狩行　久幸 令和2年12月11日 令和9年2月28日 第1-1727号 飲食店営業

33 魚吉　丼丸 さいたま市中央区本町東２－１－１ 048-853-5072 大塚　珠恵 令和2年12月10日 令和9年3月31日 第1-1707号 飲食店営業

34 ブルーシール南与野店 さいたま市中央区鈴谷２－５４８－２ 株式会社ＤＣＴ．ｃｏｍｐａｎｙ　代表取締役　髙山　嬢次 令和2年12月1日 令和8年11月30日 第1-1655号 飲食店営業

35 中華食堂　真心　浦和太田窪店 さいたま市南区太田窪４－１６ 株式会社ハイデイ日高　代表取締役　高橋　均 令和2年12月1日 令和9年1月31日 第1-1508号 飲食店営業

36 カラリノ　ｋｉｔｃｈｅｎ さいたま市南区南浦和２－２３－６　　木村ビル１Ｆ 遠山　深 令和2年12月11日 令和9年1月31日 第1-1742号 飲食店営業

37 個室焼肉　和苑 さいたま市南区南浦和２－３８－１　　北原ビル２Ｆ 株式会社和幸　代表取締役　井山　紳 令和2年12月17日 令和9年1月31日 第1-1751号 飲食店営業

38 Ｒｉｂｅｌ さいたま市南区南本町１－３－１５ 048-767-4140 村田　洋司 令和2年12月7日 令和9年1月31日 第1-1725号 飲食店営業

39 鉄板ぶるじょわ さいたま市南区南本町１－３－１５　　３Ｆ 株式会社大恩　代表取締役　和泉　雄太 令和2年12月7日 令和9年1月31日 第1-1724号 飲食店営業

40 パティスリー　ロタンティック さいたま市南区文蔵２－２９－１９ 株式会社ロタンティック　代表取締役　関本　祐二 令和2年12月8日 令和9年1月31日 第1-1688号 飲食店営業

営業許可施設（令和02年12月）　※自動車・自動販売機・簡易な営業・行商を除く　
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営業許可施設（令和02年12月）　※自動車・自動販売機・簡易な営業・行商を除く　

41 ショートステイ　しらかば さいたま市北区吉野町２－２１０－１ ハーベスト株式会社　代表取締役　脇本　実 令和2年12月23日 令和9年3月31日 第1-1807号 飲食店営業

42 麺場　田所商店　大宮宮原店 さいたま市北区宮原町１－１８９－１ 株式会社利久　代表取締役　亀井　利二 令和2年12月9日 令和9年3月31日 第1-1613号 飲食店営業

43 サマリテーヌ さいたま市北区土呂町１－１０－９ 一般社団法人空想庭園　代表理事　内野　千惠子 令和2年12月21日 令和8年3月31日 第1-1754号 飲食店営業

44 観月 さいたま市北区東大成町２－６０５－２ 048-779-8259 一般社団法人スマイル上尾　代表理事　荒木　旬 令和2年12月4日 令和9年3月31日 第1-1740号 飲食店営業

45 Ｃａｆｅ＆Ｇａｌｌｅｒｙ北大 さいたま市北区別所町１２３－４ 048-665-4573 須賀　英雄 令和2年12月18日 令和9年3月31日 第1-1465号 飲食店営業

46 花味 さいたま市緑区原山３－２１－１４ 大和　拓也 令和2年12月1日 令和9年1月31日 第1-1704号 飲食店営業

47 ローソンさいたま東浦和七丁目店 さいたま市緑区東浦和７－４１－１０ 048-875-2076 株式会社ブルーマウンテンズ　代表取締役　岩佐　充晃 令和2年12月2日 令和9年1月31日 第1-1350号 飲食店営業

48 コバトン＊カフェ さいたま市浦和区高砂３－１３－３　　衛生会館１階 株式会社ＲＥＤ－ＪＡＰＡＮ　代表取締役　栗原　真弓 令和2年12月10日 令和9年2月28日 第1-1760号 菓子製造業

49 焼きたて食パン専門店　一本堂　浦和仲町店 さいたま市浦和区仲町２－１７－４ 048-708-0210 島村　秀樹 令和2年12月8日 令和9年2月28日 第1-1587号 菓子製造業

50 ローソンさいたま大谷店 さいたま市見沼区大谷４９１－１ 株式会社ブルーマウンテンズ　代表取締役　岩佐　充晃 令和2年12月3日 令和9年1月31日 第1-1351号 菓子製造業

51 大宮コーヒーロースターズ　スイートアンドビター さいたま市大宮区三橋４－２８０－３　　フランチェスカ１０１ 株式会社大宮コーヒーロースター　代表取締役　坂部　俊夫 令和2年12月10日 令和9年2月28日 第1-1532号 菓子製造業

52 ＣＬＯＣＫ　ＫＩＴＣＨＥＮ さいたま市大宮区大門町３－１０８ 株式会社コミュニティコム　代表取締役　星野　邦敏 令和2年12月11日 令和9年2月28日 第1-1757号 菓子製造業

53 パティスリー　ロタンティック さいたま市南区文蔵２－２９－１９ 048-839-8227 株式会社ロタンティック　代表取締役　関本　祐二 令和2年12月8日 令和9年1月31日 第1-1688号 菓子製造業

54 Ｓｔｒａｗｂｅｒｒｙ　Ｒｏｏｍ　ステラタウン大宮店 さいたま市北区宮原町１－８５４－１　　ステラモール１２０Ｂ 株式会社なつめ　代表取締役　音石　朋恵 令和2年12月7日 令和9年3月31日 第1-1753号 菓子製造業

55 ローソンさいたま東浦和七丁目店 さいたま市緑区東浦和７－４１－１０ 株式会社ブルーマウンテンズ　代表取締役　岩佐　充晃 令和2年12月2日 令和9年1月31日 第1-1350号 菓子製造業

56 Ｓｔｒａｗｂｅｒｒｙ　Ｒｏｏｍ　ステラタウン大宮店 さいたま市北区宮原町１－８５４－１　　ステラモール１２０Ｂ 株式会社なつめ　代表取締役　音石　朋恵 令和2年12月7日 令和9年3月31日 第1-1753号 喫茶店営業

57 株式会社志田水産 さいたま市北区吉野町１－４４１－１ 株式会社志田水産　代表取締役　志田　朗 令和2年12月18日 令和9年3月31日 第1-1690号 魚介類加工業

58 ローソンさいたま大谷店 さいたま市見沼区大谷４９１－１ 株式会社ブルーマウンテンズ　代表取締役　岩佐　充晃 令和2年12月3日 令和9年1月31日 第1-1351号 魚介類販売業

59 ゴーストレストランさいたま新都心 さいたま市大宮区吉敷町４－２６２－１８　　さいたま新都心東口ビル１階 株式会社アスラボ　代表取締役　片岡　義隆 令和2年12月21日 令和9年2月28日 第1-1769号 魚介類販売業

60 ベトナムレストラン　フォン　リ さいたま市大宮区大門町１－１４ ＶＪＳ合同会社　代表社員　グエン・ティ・トゥ・フォン 令和2年12月24日 令和9年2月28日 第1-1777号 魚介類販売業

61 株式会社志田水産 さいたま市北区吉野町１－４４１－１ 株式会社志田水産　代表取締役　志田　朗 令和2年12月18日 令和9年3月31日 第1-1690号 魚介類販売業

62 ローソンさいたま東浦和七丁目店 さいたま市緑区東浦和７－４１－１０ 株式会社ブルーマウンテンズ　代表取締役　岩佐　充晃 令和2年12月2日 令和9年1月31日 第1-1350号 魚介類販売業

63 エビス北浦和総本店 さいたま市浦和区北浦和４－３－１０ 048-831-8888 株式会社Ｌｕｅｂ　代表取締役　島田　龍海 令和2年12月1日 令和9年2月28日 第1-1676号 食肉販売業

64 和食レストラン　とんでん岩槻店 さいたま市岩槻区東町２－７－２１ とんでん株式会社　代表取締役　長尾　治人 令和2年12月4日 令和9年1月31日 第1-1715号 食肉販売業

65 ローソンさいたま大谷店 さいたま市見沼区大谷４９１－１ 048-797-5559 株式会社ブルーマウンテンズ　代表取締役　岩佐　充晃 令和2年12月3日 令和9年1月31日 第1-1351号 食肉販売業

66 徳樹庵さいたま指扇店 さいたま市西区指扇１２２２－１ 048-620-2511 株式会社馬車道　代表取締役　木村　商一 令和2年12月4日 令和9年3月31日 第1-1745号 食肉販売業

67 ゴーストレストランさいたま新都心 さいたま市大宮区吉敷町４－２６２－１８　　さいたま新都心東口ビル１階 株式会社アスラボ　代表取締役　片岡　義隆 令和2年12月21日 令和9年2月28日 第1-1769号 食肉販売業

68 ベトナムレストラン　フォン　リ さいたま市大宮区大門町１－１４ ＶＪＳ合同会社　代表社員　グエン・ティ・トゥ・フォン 令和2年12月24日 令和9年2月28日 第1-1777号 食肉販売業

69 徳樹庵さいたま宮原店 さいたま市北区宮原町４－１４２－１ 株式会社馬車道　代表取締役　木村　商一 令和2年12月7日 令和9年3月31日 第1-1746号 食肉販売業

70 ローソンさいたま東浦和七丁目店 さいたま市緑区東浦和７－４１－１０ 048-875-2076 株式会社ブルーマウンテンズ　代表取締役　岩佐　充晃 令和2年12月2日 令和9年1月31日 第1-1350号 食肉販売業

71 徳樹庵浦和美園店 さいたま市緑区美園６－１１－１１ 048-812-6711 株式会社馬車道　代表取締役　木村　商一 令和2年12月7日 令和9年1月31日 第1-1747号 食肉販売業

72 麺工房　凛や さいたま市浦和区東高砂町１１－１　　浦和パルコ５Ｆ 048-711-9988 株式会社クレア　代表取締役　小野　洋 令和2年12月14日 令和9年2月28日 第1-1627号 食料品販売業

73 エビス北浦和総本店 さいたま市浦和区北浦和４－３－１０ 株式会社Ｌｕｅｂ　代表取締役　島田　龍海 令和2年12月1日 令和9年2月28日 第1-1676号 食料品販売業

74 ローソンさいたま大谷店 さいたま市見沼区大谷４９１－１ 048-797-5559 株式会社ブルーマウンテンズ　代表取締役　岩佐　充晃 令和2年12月3日 令和9年1月31日 第1-1351号 食料品販売業

75 ＣＬＯＣＫ　ＫＩＴＣＨＥＮ さいたま市大宮区大門町３－１０８ 株式会社コミュニティコム　代表取締役　星野　邦敏 令和2年12月11日 令和9年2月28日 第1-1757号 食料品販売業

76 パティスリー　ロタンティック さいたま市南区文蔵２－２９－１９ 株式会社ロタンティック　代表取締役　関本　祐二 令和2年12月8日 令和9年1月31日 第1-1688号 食料品販売業

77 ローソンさいたま東浦和七丁目店 さいたま市緑区東浦和７－４１－１０ 株式会社ブルーマウンテンズ　代表取締役　岩佐　充晃 令和2年12月2日 令和9年1月31日 第1-1350号 食料品販売業

78 酒蔵　力　工場直売所 さいたま市大宮区堀の内町１－６８９ 株式会社力　代表取締役　神宮字　麗 令和2年12月8日 令和9年2月28日 第1-1569号 総菜製造業

79 ＧＯＨＡＮ－ＭＡＹＵ　Ｓｏｕｐ＆Ｄｅｌｉ さいたま市南区沼影１－２５－１２ 吉澤　麻由 令和2年12月28日 令和9年1月31日 第1-1824号 総菜製造業

80 ローソンさいたま大谷店 さいたま市見沼区大谷４９１－１ 株式会社ブルーマウンテンズ　代表取締役　岩佐　充晃 令和2年12月3日 令和9年1月31日 第1-1351号 乳類販売業
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№ 営業所名称 営業所所在地 営業所電話番号 申請者名 許可開始日 許可期限
許可番号

指令保保所食
業種

営業許可施設（令和02年12月）　※自動車・自動販売機・簡易な営業・行商を除く　

81 ローソンさいたま東浦和七丁目店 さいたま市緑区東浦和７－４１－１０ 048-875-2076 株式会社ブルーマウンテンズ　代表取締役　岩佐　充晃 令和2年12月2日 令和9年1月31日 第1-1350号 乳類販売業
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