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1 ＪＳ団地キッチン田島（小） さいたま市桜区田島６－１－２０　 048-767-6404 日本総合住生活株式会社　 令和4年12月19日 令和11年3月31日 第2-1438号 そうざい製造業

2 ＪＳ団地キッチン田島（大） さいたま市桜区田島６－１－２０　 048-767-6404 日本総合住生活株式会社　 令和4年12月19日 令和11年3月31日 第2-1439号 そうざい製造業

3 ステラ・デル・アンジェロ さいたま市中央区上落合２－１－２５　 048-840-2222 株式会社埼玉冠婚葬祭センター　 令和4年12月8日 令和11年3月31日 第2-1363号 そうざい製造業

4 角上生鮮市場ホームズさいたま中央店 さいたま市中央区上落合８－３　 048-892-9481 角上魚類株式会社　 令和4年12月13日 令和11年3月31日 第2-1409号 そうざい製造業

5 ＥＣＣＯＬＡ中浦和キッチン さいたま市南区鹿手袋１－２－２６　 株式会社ノースコーポレーション　 令和4年12月12日 令和11年1月31日 第2-1430号 そうざい製造業

6 株式会社　うらわ餃子 さいたま市南区大谷口７２０－８　 株式会社うらわ餃子　 令和4年12月9日 令和11年1月31日 第2-1407号 そうざい製造業

7 手打ち蕎麦　しば田 さいたま市浦和区高砂２－２－２　ＢＡＩＧＹＯＫＵ．Ｓビル１階 048-400-2150 柴田　育資　 令和4年12月22日 令和11年2月28日 第2-1392号 飲食店営業

8 ほっともっと上木崎５丁目店 さいたま市浦和区上木崎５－７－１　 048-814-2388 株式会社ＪＯＹ　ＳＰＡＲＫ　 令和4年12月27日 令和11年2月28日 第2-1532号 飲食店営業

9 Ｏｐｅｎ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　然 さいたま市浦和区仲町４－４－１０　 048-861-8629 河本　栄樹　 令和4年12月12日 令和11年2月28日 第2-1158号 飲食店営業

10 ＣＡＬＡＭＡＲＩ さいたま市浦和区北浦和３－１０－５　斉藤アパート１０１ 寺元　隆士　 令和4年12月13日 令和11年2月28日 第2-1400号 飲食店営業

11 仁川 さいたま市岩槻区加倉２－１６－４　 048-749-4160 郭　智英　 令和4年12月26日 令和10年1月31日 第2-1522号 飲食店営業

12 リゾートホテルＷ さいたま市岩槻区加倉３－２－１９　 048-757-1533 ＴＳアセットコーポレイション株式会社 令和4年12月13日 令和11年1月31日 第2-1431号 飲食店営業

13 ホテル　エル さいたま市岩槻区原町１２－５３　 048-757-8588 株式会社Ｈ岩槻　 令和4年12月26日 令和11年1月31日 第2-1521号 飲食店営業

14 三光園 さいたま市岩槻区小溝９２１－１１７　 048-794-9938 中村　敏章　 令和4年12月22日 令和11年1月31日 第2-1385号 飲食店営業

15 サン・レモン さいたま市岩槻区小溝９２１－２５５　 048-794-0644 田口　紀子　 令和4年12月22日 令和11年1月31日 第2-1449号 飲食店営業

16 清月堂 さいたま市岩槻区城南２－６－１０　 03-6824-1664 株式会社ｍｂ　 令和4年12月5日 令和11年1月31日 第2-1129号 飲食店営業

17 さん天　岩槻店 さいたま市岩槻区東町１－８－１５　 048-878-9020 サトフードサービス株式会社　 令和4年12月26日 令和11年1月31日 第2-1482号 飲食店営業

18 スシロー　岩槻店 さいたま市岩槻区南平野３－２６－１０　 048-790-4351 株式会社あきんどスシロー　 令和4年12月22日 令和11年1月31日 第4-90号 飲食店営業

19 三園（Ｍｅ　ａｔ　Ｓｏ　Ｎｏ） さいたま市岩槻区美園東１－５－１　ヴィラロイヤル美園東１０５ 矢島　裕太　 令和4年12月5日 令和11年1月31日 第2-1356号 飲食店営業

20 ミニストップ　メガガイア岩槻店 さいたま市岩槻区府内３－６－３９　 048-798-8772 株式会社トポスエンタープライズ　 令和4年12月26日 令和11年1月31日 第2-1479号 飲食店営業

21 スナック　歩扉圍 さいたま市岩槻区本丸２－１６－３４　 048-757-2520 石井　節代　 令和4年12月22日 令和10年1月31日 第2-1397号 飲食店営業

22 鮨　くりや川 さいたま市岩槻区本宿２１８－１　 048-757-9233 栗谷川　博文　 令和4年12月22日 令和11年1月31日 第2-1398号 飲食店営業

23 ファミリーマート岩槻本宿店 さいたま市岩槻区本宿９４－２　 048-749-8102 髙橋　利行　 令和4年12月26日 令和11年1月31日 第2-1470号 飲食店営業

24 東横ＩＮＮさいたま岩槻駅前 さいたま市岩槻区本町１－２－３　 048-615-1045 株式会社東横イン　 令和4年12月26日 令和11年1月31日 第2-1501号 飲食店営業

25 錦 さいたま市岩槻区本町１－４－１６　 048-757-0353 田中　雄大　 令和4年12月5日 令和11年1月31日 第2-1337号 飲食店営業

26 シェリル さいたま市岩槻区本町３－１０－１　勝田ビル２Ｆ 山口　崇　 令和4年12月6日 令和11年1月31日 第2-1375号 飲食店営業

27 靖月　少納言 さいたま市岩槻区本町４－５－９　 048-792-0334 有限会社靖月人形　 令和4年12月26日 令和10年1月31日 第2-1459号 飲食店営業

28 ミニストップ　メガガイア東大宮店 さいたま市見沼区丸ケ崎２９２９－１　 048-686-3601 株式会社トポスエンタープライズ　 令和4年12月20日 令和11年1月31日 第2-1480号 飲食店営業

29 コミュニティハウス　こまち さいたま市見沼区春岡２－２７－１２　 佐藤　奈津子　 令和4年12月26日 令和10年1月31日 第2-1468号 飲食店営業

30 神納屋商店 さいたま市見沼区新堤１２１　 048-685-5719 小林　勝也　 令和4年12月15日 令和11年1月31日 第2-1477号 飲食店営業

31 大谷食堂 さいたま市見沼区大谷１７６６　 048-683-7473 佐々木　英代　 令和4年12月16日 令和11年1月31日 第2-1374号 飲食店営業

32 田菜 さいたま市見沼区大和田町１－５７６－４　 048-683-4618 福田　栄　 令和4年12月15日 令和10年1月31日 第2-1437号 飲食店営業

33 喫茶　ぺんぎん村 さいたま市見沼区東新井７１０－１００　 048-686-1326 石井　敏之　 令和4年12月15日 令和11年1月31日 第2-1490号 飲食店営業

34 Ｂｅｅｒ　Ｂａｒ（ＳＯＮ　ＡＮＨレストラン） さいたま市見沼区東大宮４－１５－９　ハイスクエア東大宮２Ｆ 株式会社ＨＡＳＹ　 令和4年12月6日 令和10年1月31日 第2-1395号 飲食店営業

35 ともる さいたま市見沼区東大宮４－４６－８　５号室 048-783-3410 黒澤　智美　 令和4年12月7日 令和10年1月31日 第2-1378号 飲食店営業

36 すき家　東大宮駅前店 さいたま市見沼区東大宮５－１－２　東大宮東口扶桑ビル１Ｆ 株式会社すき家　 令和4年12月20日 令和11年1月31日 第4-92号 飲食店営業

37 麺飯菜館じょうじょう さいたま市見沼区東大宮５－３０－２　 048-689-2233 ＧＯ・ＹＥＬＬ株式会社　 令和4年12月7日 令和11年1月31日 第2-1393号 飲食店営業

38 １００Ｖ さいたま市見沼区東大宮５－６－１９　東大宮中央ビル１０３ 048-797-9699 君波　千香子　 令和4年12月21日 令和11年1月31日 第2-1466号 飲食店営業

39 バーミヤン東大宮店 さいたま市見沼区東大宮７－２－１　 048-680-1088 株式会社すかいらーくレストランツ　 令和4年12月15日 令和11年1月31日 第4-89号 飲食店営業

40 そんぽの家　大宮見沼 さいたま市見沼区南中丸３１７－２　 048-682-3121 ＳＯＭＰＯケアフーズ株式会社　 令和4年12月15日 令和11年1月31日 第4-88号 飲食店営業

営業許可施設（令和04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04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 大村庵 さいたま市見沼区堀崎町４６５－２　 048-683-6423 川田　勇　 令和4年12月6日 令和11年1月31日 第2-1383号 飲食店営業

42 さいたま　和処　あべべのべ さいたま市桜区南元宿１－１４－１９　Ｋ’ｓビル１Ｆ 048-606-3638 阿部　裕之　 令和4年12月27日 令和11年3月31日 第2-1376号 飲食店営業

43 ファミリーマートさいたま三橋五丁目店 さいたま市西区三橋５－２１８１－１　 048-625-8220 稲垣　悟　 令和4年12月2日 令和11年3月31日 第2-1317号 飲食店営業

44 居酒屋　暖 さいたま市西区指扇領別所３８２－８　 048-729-6788 大塚　きみ子　 令和4年12月7日 令和10年3月31日 第2-1394号 飲食店営業

45 ミニストップ大宮内野本郷店 さいたま市西区内野本郷５６２－１　 048-625-0215 李　莉　 令和4年12月2日 令和11年3月31日 第2-1371号 飲食店営業

46 Ｇａｒｄｅｎ　ＤａＤａ さいたま市大宮区宮町１－４８　５Ｆ 048-729-8094 株式会社億中　 令和4年12月9日 令和11年2月28日 第2-1254号 飲食店営業

47 なつかし家 さいたま市大宮区宮町１－７１　 048-649-0777 嶋田　恭子　 令和4年12月9日 令和11年2月28日 第2-1388号 飲食店営業

48 ５感　大宮 さいたま市大宮区大門町１－７１－１　第１０ホクシンビル１番館１Ｆ 048-644-8272 海江田　卓　 令和4年12月16日 令和11年2月28日 第2-1460号 飲食店営業

49 参道バル　神家食堂 さいたま市大宮区大門町３－５０　ビップロイヤル氷川台１階 048-642-3833 株式会社神谷コーポレーション　 令和4年12月21日 令和11年2月28日 第2-1467号 飲食店営業

50 ＬＥＭＯＮ さいたま市大宮区仲町１－２６　小嶋ビル２階 048-788-1165 合同会社融旺　 令和4年12月9日 令和11年2月28日 第2-1402号 飲食店営業

51 ダイナマイト さいたま市大宮区仲町１－２７－４　長澤ビル３階 048-708-2066 合同会社ＢＢＱ　 令和4年12月19日 令和11年2月28日 第2-1454号 飲食店営業

52 Ｃｌｕｂ　Ｌｅｐｕｓ さいたま市大宮区仲町１－７７－１　南銀センタービル３階　Ｂ号室 048-606-3310 株式会社Ｎ－Ｓｔｙｌｅ　 令和4年12月7日 令和11年2月28日 第2-781号 飲食店営業

53 Ｎｉｙａ さいたま市大宮区仲町１－９０　仲町光ビル４階 小林　良　 令和4年12月16日 令和11年2月28日 第2-1410号 飲食店営業

54 コーヒーと軽食のある喫茶店 さいたま市大宮区東町１－１０７－５　 048-641-7787 株式会社アンダードッグ　 令和4年12月14日 令和11年2月28日 第2-1380号 飲食店営業

55 珈琲屋　３３ さいたま市中央区下落合３－５－８　 白石　昌也　 令和4年12月14日 令和11年3月31日 第2-1379号 飲食店営業

56 ステラ・デル・アンジェロ さいたま市中央区上落合２－１－２５　 048-840-2222 株式会社埼玉冠婚葬祭センター　 令和4年12月8日 令和11年3月31日 第2-1364号 飲食店営業

57 ほっともっと北与野駅前店 さいたま市中央区上落合２－４－３　 048-858-9830 株式会社ＪＯＹ　ＳＰＡＲＫ　 令和4年12月23日 令和11年3月31日 第2-1531号 飲食店営業

58 ナポリの窯　与野店 さいたま市中央区新中里４－１－２３　 048-826-4715 株式会社ストロベリーコーンズ　 令和4年12月8日 令和11年3月31日 第2-1360号 飲食店営業

59 セントラルキッチン さいたま市中央区新都心１０　たまアリタウンクリスマスマーケット ＬＡＦ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ株式会社　 令和4年12月8日 令和10年3月31日 第2-1411号 飲食店営業

60 Ｈａｐｐｙ　Ｂｅｒｒｙ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｇｒｅｅｎ さいたま市中央区新都心１０　たまアリタウンクリスマスマーケット ＬＡＦ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ株式会社　 令和4年12月8日 令和11年3月31日 第2-1412号 飲食店営業

61 Ｈａｐｐｙ　Ｂｅｒｒｙ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｒｅｄ さいたま市中央区新都心１０　たまアリタウンクリスマスマーケット ＬＡＦ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ株式会社　 令和4年12月8日 令和11年3月31日 第2-1413号 飲食店営業

62 ふるーつなのに～昔懐かし、あの味～ さいたま市中央区新都心１０　たまアリタウンクリスマスマーケット 谷地　真稀　 令和4年12月8日 令和11年3月31日 第2-1417号 飲食店営業

63 Ｐｉｍｉｒｉ　Ｃａｆｅ さいたま市中央区新都心１０　たまアリタウンクリスマスマーケット 株式会社にし山　 令和4年12月8日 令和10年3月31日 第2-1418号 飲食店営業

64 王様の苺プリン さいたま市中央区新都心１０　たまアリタウンクリスマスマーケット 042-512-8757 株式会社ｐａｐａｒ’ｓ　 令和4年12月8日 令和10年3月31日 第2-1419号 飲食店営業

65 ｂｅｒｒｙ　ｂｅｒｒｙ　ｃｒａｚｙ さいたま市中央区新都心１０　たまアリタウンクリスマスマーケット 011-299-5858 株式会社ＳＯＷＡＫＡ　 令和4年12月8日 令和11年3月31日 第2-1420号 飲食店営業

66 ＳＡＫＵＲＡ さいたま市中央区新都心１０　たまアリタウンクリスマスマーケット 小池　徹　 令和4年12月8日 令和11年3月31日 第2-1421号 飲食店営業

67 あんこスイーツラボ豆金 さいたま市中央区新都心１０　たまアリタウンクリスマスマーケット 03-6459-5535 株式会社リプロふじ　 令和4年12月8日 令和11年3月31日 第2-1423号 飲食店営業

68 ラーメン専門店　麺屋若菜 さいたま市中央区新都心１－１　さいたま新都心合同庁舎１号館１階 株式会社若菜　 令和4年12月19日 令和11年3月31日 第2-1475号 飲食店営業

69 Ｍｅｅｓ　Ｄｏｎｕｔｓ さいたま市中央区鈴谷２－７９３－２　アリビオ１０２号 髙田　瑞恵　 令和4年12月23日 令和10年3月31日 第2-1404号 飲食店営業

70 ほろよい さいたま市南区曲本２－９－１１　 048-865-0376 山田　昌男　 令和4年12月16日 令和11年1月31日 第2-1445号 飲食店営業

71 中華家庭料理　福軒 さいたま市南区曲本４－１１－１５　第２日野１０１ 048-762-7648 廉　静　 令和4年12月20日 令和11年1月31日 第2-1473号 飲食店営業

72 ロイヤルホスト浦和南店 さいたま市南区根岸３－２０－１４　 048-866-3531 ロイヤルフードサービス株式会社　 令和4年12月22日 令和11年1月31日 第2-1461号 飲食店営業

73 Ｍｉｌｏ’ｓ　Ｓｐｉｃｅ さいたま市南区四谷１－４－１　 048-617-0295 小林　敏行　 令和4年12月9日 令和11年1月31日 第2-1396号 飲食店営業

74 柳明館 さいたま市南区辻１－１８－１７　 048-863-5591 株式会社柳明館　 令和4年12月12日 令和11年1月31日 第2-1384号 飲食店営業

75 ピザ工房　馬車道　西浦和店 さいたま市南区内谷５－１３－１２　 048-836-3311 株式会社馬車道　 令和4年12月16日 令和11年1月31日 第2-1457号 飲食店営業

76 飲み喰い処　ゆう来 さいたま市南区南浦和３－３３－６　第二光陽ハイツ１Ｆ 濵江　玲子　 令和4年12月9日 令和11年1月31日 第2-1354号 飲食店営業

77 ライブ＆カフェ　宮内家 さいたま市南区南本町２－３－８　志賀パレスＢ１Ｆ 048-788-6033 マゴズハンド株式会社　 令和4年12月19日 令和11年1月31日 第2-1433号 飲食店営業

78 文蔵そば萬吉郎 さいたま市南区文蔵４－８－３　 048-863-8238 大野　正太郎　 令和4年12月5日 令和11年1月31日 第2-1368号 飲食店営業

79 Ｎｏｏｄｌｅ　Ｓｔｕｄｉｏ　ＳＹＵ さいたま市北区宮原町２－１７－６　栗原ビル１Ｆ 金子　周平　 令和4年12月23日 令和11年3月31日 第2-1481号 飲食店営業

80 カラオケスタジオシャレード さいたま市北区奈良町１９－８　 趙　萬鎬　 令和4年12月19日 令和11年3月31日 第2-1441号 飲食店営業
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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04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

81 カリエ さいたま市北区本郷町３４　オレンジハウス１０１ 青木　理恵　 令和4年12月9日 令和11年3月31日 第2-1447号 飲食店営業

82 やきとり　次男坊 さいたま市緑区宮本２－１０－１　 048-874-0808 平田　弘康　 令和4年12月9日 令和11年1月31日 第2-1432号 飲食店営業

83 ジャパン亭　浦和三室店 さいたま市緑区三室１５２３－２　 048-876-1022 加藤　佳世子　 令和4年12月21日 令和11年1月31日 第2-1495号 飲食店営業

84 居酒屋　ことぶき さいたま市緑区大間木１５８４－３　 小野　治子　 令和4年12月26日 令和11年1月31日 第2-1456号 飲食店営業

85 ちょこっと さいたま市緑区大間木２－２２－１　 048-875-1275 岡村　幸枝　 令和4年12月20日 令和10年1月31日 第2-1455号 飲食店営業

86 日本マクドナルド株式会社　浦和大間木店 さいたま市緑区大間木５５０　 048-875-3042 日本マクドナルド株式会社　 令和4年12月26日 令和11年1月31日 第2-1448号 飲食店営業

87 田舎路 さいたま市緑区大牧１２１６－１６　 048-874-0772 遠藤　光　 令和4年12月9日 令和11年1月31日 第2-1401号 飲食店営業

88 ＩＳＬＡＭ　ＣＡＦＥ　ＡＮＤ　ＢＡＮＧＡＬ　ＢＩＲＹＡＮＩ　ＨＯＵＳＥ さいたま市緑区中尾１５０８－３　 株式会社廣瀬製作所　 令和4年12月27日 令和11年1月31日 第2-1543号 飲食店営業

89 彩懐石　東浦和高砂 さいたま市緑区東浦和１－２１－１　 048-874-0159 株式会社明徳 令和4年12月21日 令和11年1月31日 第2-1462号 飲食店営業

90 楓の音 さいたま市緑区東浦和４－１２－７　 048-874-1838 野村　瞳　 令和4年12月9日 令和10年1月31日 第2-1446号 飲食店営業

91 纏 さいたま市緑区東浦和７－４３－７　 048-699-3038 鈴木　利幸　 令和4年12月26日 令和11年1月31日 第2-1391号 飲食店営業

92 くるまやラーメン浦和東大門店 さいたま市緑区東大門２－１７　 048-878-4120 株式会社くるまやラーメン　 令和4年12月20日 令和11年1月31日 第2-1486号 飲食店営業

93 串家物語　イオンモール浦和美園 さいたま市緑区美園５－５０－１　イオンモール浦和美園１Ｆ 048-878-5888 合同会社ｓｕｎｎｙ　ｆｉｌｄ　 令和4年12月12日 令和11年1月31日 第2-1386号 飲食店営業

94 Ａｌｃｈｉｉ さいたま市岩槻区加倉５－１０－５４　 048-679-6045 君塚　浩二　 令和4年12月26日 令和11年1月31日 第2-1474号 菓子製造業

95 メルシーノグチ さいたま市見沼区大谷１７７４－１　 048-683-1657 有限会社ハニーマート　 令和4年12月15日 令和11年1月31日 第2-1382号 菓子製造業

96 ｃｈｕｆｆｆ　ｃａｆｅ さいたま市見沼区大和田町２－１３２０－６　大和田駅前ルーラルシティ１Ｆ 林　大介　 令和4年12月26日 令和11年1月31日 第2-1321号 菓子製造業

97 神威 さいたま市見沼区東門前６２－３　水村コーポプラザⅡ　１０１ 株式会社ＭＳＨ　 令和4年12月21日 令和11年1月31日 第2-1314号 菓子製造業

98 ＪＳ団地キッチン田島 さいたま市桜区田島６－１－２０　 048-767-6404 日本総合住生活株式会社　 令和4年12月19日 令和11年3月31日 第2-1440号 菓子製造業

99 Ｍｅｅｓ　Ｄｏｎｕｔｓ さいたま市中央区鈴谷２－７９３－２　アリビオ１０２号 髙田　瑞恵　 令和4年12月23日 令和10年3月31日 第2-1403号 菓子製造業

100 ル・ブルジョン さいたま市南区根岸１－１９－６　 048-863-0502 田中　由也　 令和4年12月22日 令和11年1月31日 第2-1485号 菓子製造業

101 ヴィヴァン さいたま市南区沼影１－２５－１２　 048-839-4311 ヴィヴァン合同会社　 令和4年12月7日 令和11年1月31日 第2-1434号 菓子製造業

102 ありパン さいたま市緑区芝原３－１９－４１　 有田　僚子　 令和4年12月26日 令和10年1月31日 第2-1399号 菓子製造業

103 まいむ さいたま市緑区東浦和４－２７－７　 048-876-1808 特定非営利活動法人いちご福祉会　 令和4年12月21日 令和10年1月31日 第2-1452号 菓子製造業

104 Ｕ．Ｂ．Ｐ　ＢＲＥＷＥＲＹ さいたま市浦和区高砂２－１－１９　浦和ワシントンホテル１Ｆ 048-674-4685 株式会社ＵＲＡＷＡ・ＢＥＥＲ・ＰＲＯＪＥＣＴ　 令和4年12月7日 令和11年2月28日 第2-1326号 酒類製造業

105 神納屋商店 さいたま市見沼区新堤１２１　 048-685-5719 小林　勝也　 令和4年12月15日 令和11年1月31日 第2-1476号 食肉販売業
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