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1 北辰商事株式会社　プロセスセンター さいたま市岩槻区掛５６４－１　 048-790-1811 北辰商事株式会社 令和4年1月11日 令和10年1月31日 第2-2048号 そうざい製造業

2 （株）鯉平 さいたま市見沼区卸町１－２３　 048-682-0525 株式会社鯉平 令和4年1月13日 令和10年1月31日 第2-2089号 そうざい製造業

3 ８０８酒場 さいたま市桜区西堀９－１４－５　 - 株式会社ＳＨＩＮＯＤＡ　ＦＯＯＤＳ 令和4年1月27日 令和10年3月31日 第2-2197号 そうざい製造業

4 もつ焼まるちゃん さいたま市浦和区高砂２－１２－２０　マガザンビル１Ｆ 048-822-4682 遠井　祐樹　 令和4年1月12日 令和10年2月29日 第2-2036号 飲食店営業

5 ＡＧＮＥＳ’ＰＯＲＴＵＧＵＥＳＥ　ＢＡＫＥ　ＳＨＯＰ　ＵＲＡＷＡ さいたま市浦和区高砂２－１２－２０　マガザン浦和１階②区画 - 株式会社ＱＩ 令和4年1月5日 令和10年2月29日 第2-1780号 飲食店営業

6 信濃屋 さいたま市浦和区上木崎１－３－３　 048-822-6462 水野　和雄　 令和4年1月18日 令和10年2月29日 第2-2073号 飲食店営業

7 中華王様 さいたま市浦和区上木崎１－７－４　 - 柳沢　興安　 令和4年1月27日 令和10年2月29日 第2-2169号 飲食店営業

8 居酒屋　靜八本店 さいたま市浦和区上木崎４－１－１３　昭栄エクセレント浦和１０５ 048-755-9352 株式会社ゴラッソ 令和4年1月24日 令和10年2月29日 第2-2185号 飲食店営業

9 アトリエ・モモ さいたま市浦和区上木崎６－９－３　 048-831-1709 有限会社福祉ネットワークさくら 令和4年1月18日 令和10年2月29日 第2-1778号 飲食店営業

10 セブンイレブン浦和常盤１０丁目店 さいたま市浦和区常盤１０－１２－１７　 048-835-3307 小野塚　猛　 令和4年1月24日 令和10年2月29日 第2-2078号 飲食店営業

11 洋食　武藤 さいたま市浦和区瀬ケ崎２－１６－１８　 048-882-8933 門松　泰吉　 令和4年1月14日 令和9年2月28日 第2-2059号 飲食店営業

12 大成ロテック（浦和） さいたま市浦和区瀬ケ崎２－３－１１　 048-884-3783 ジャパンフード株式会社 令和4年1月13日 令和10年2月29日 第2-2016号 飲食店営業

13 ＫＵＮＩ　ＨＯＵＳＥ さいたま市浦和区仲町１－８－１　 - 國吉　朋　 令和4年1月13日 令和10年2月29日 第2-2071号 飲食店営業

14 炭火焼肉　田の十 さいたま市浦和区仲町１－８－１２　 048-824-2910 有限会社桜友 令和4年1月28日 令和10年2月29日 第2-2074号 飲食店営業

15 イタリアワイン酒場モンレアーレ さいたま市浦和区仲町２－２－６－１０３　 - 鈴木　秀人　 令和4年1月17日 令和10年2月29日 第2-2106号 飲食店営業

16 浦和事業所 さいたま市浦和区仲町２－５－１　 048-831-0705 株式会社センダン 令和4年1月28日 令和10年2月29日 第2-2176号 飲食店営業

17 ローソンストア１００　浦和東高砂町店 さいたま市浦和区東高砂町２４－１７　 048-811-2699 株式会社ローソンストア１００ 令和4年1月24日 令和10年2月29日 第2-2103号 飲食店営業

18 Ｂａｒ　Ｌｏｕｇｈ さいたま市浦和区北浦和１－２－１３　栄ビル２Ｆ 048-711-6510 株式会社ケアル 令和4年1月18日 令和10年2月29日 第2-2060号 飲食店営業

19 ＳＮＡＣＫ　みぃ さいたま市浦和区北浦和３－１０－５　 048-834-0931 鈴木　浩美　 令和4年1月27日 令和9年2月28日 第2-2149号 飲食店営業

20 ベックスコーヒーショップ北浦和店 さいたま市浦和区北浦和３－３－５　ＪＲ北浦和駅西口橋上 - 株式会社ＪＲ東日本クロスステーション 令和4年1月27日 令和10年2月29日 第2-2202号 飲食店営業

21 Ｂａｒ　北浦和 さいたま市浦和区北浦和３－７－１　 - シー・アンド・エヌ・エンジニアリング株式会社 令和4年1月24日 令和10年2月29日 第2-2183号 飲食店営業

22 カラオケ居酒屋　歩夢 さいたま市浦和区木崎４－１９－３１　 - 小山　健一　 令和4年1月19日 令和10年2月29日 第2-2135号 飲食店営業

23 そば処砂場 さいたま市岩槻区加倉３－７－３３　 048-757-9511 有限会社仲神 令和4年1月14日 令和10年1月31日 第2-2094号 飲食店営業

24 一文 さいたま市岩槻区岩槻５４７７　 048-756-5543 鈴木　宏昌　 令和4年1月25日 令和10年1月31日 第2-2045号 飲食店営業

25 ソシアル＆カラオケ　はな さいたま市岩槻区上野２－１－１８　 048-795-1366 田中　功　 令和4年1月25日 令和9年1月31日 第2-2141号 飲食店営業

26 泉食堂 さいたま市岩槻区仲町１－３－２４　 048-756-4639 老川　潔　 令和4年1月14日 令和10年1月31日 第2-1975号 飲食店営業

27 たからや さいたま市岩槻区仲町１－４－１１　 048-757-1442 岡野　進　 令和4年1月12日 令和10年1月31日 第2-1892号 飲食店営業

28 麻雀　積木の部屋 さいたま市岩槻区仲町２－１１－２０　 048-757-0008 小林　真理子　 令和4年1月11日 令和9年1月31日 第2-1992号 飲食店営業

29 ラーメン亭 さいたま市岩槻区東町２－５－４　 048-758-3781 平川　正英　 令和4年1月12日 令和10年1月31日 第2-1984号 飲食店営業

30 岩槻オルゴゴルフガーデン さいたま市岩槻区馬込１１２５－１　 048-758-0055 株式会社スエーニョ 令和4年1月25日 令和10年1月31日 第2-2123号 飲食店営業

31 マリサンテレサ さいたま市岩槻区柏崎８８４－１　 - 石井　本美　 令和4年1月27日 令和9年1月31日 第2-1503号 飲食店営業

32 酒楽っ来 さいたま市岩槻区美幸町３－５　 048-757-2188 深田　妙子　 令和4年1月12日 令和10年1月31日 第2-2030号 飲食店営業

33 ラーメン中華居酒屋　たまちゃん さいたま市岩槻区表慈恩寺２５６－１　 048-795-2508 株式会社ヒロミ 令和4年1月26日 令和10年1月31日 第2-2166号 飲食店営業

34 海鮮居酒屋　かのん さいたま市岩槻区本丸３－１６－５８　 048-758-7887 小島　ヤイ子　 令和4年1月12日 令和10年1月31日 第2-1854号 飲食店営業

35 天国　岩槻店 さいたま市岩槻区本町１－１１－１０　 048-757-2011 株式会社天国 令和4年1月14日 令和10年1月31日 第2-1981号 飲食店営業

36 アジア料理　ディ　ヒマラヤキッチン さいたま市岩槻区本町４－２－１２　 048-884-8153 ＲＢ　ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ合同会社 令和4年1月25日 令和10年1月31日 第2-2077号 飲食店営業

37 カフェ＆ギャラリー　温々 さいたま市見沼区丸ケ崎１８５６　 048-686-3620 有限会社温温 令和4年1月18日 令和10年1月31日 第2-1840号 飲食店営業

38 ファミリーマート　大宮御蔵店 さいたま市見沼区御蔵１３９　 048-682-1720 瀧華株式会社 令和4年1月31日 令和10年1月31日 第2-2213号 飲食店営業

39 オープン　セサミ さいたま市見沼区深作３－３７－１３　 048-687-5966 神田　智　 令和4年1月18日 令和10年1月31日 第2-1987号 飲食店営業

40 そば処ますだや さいたま市見沼区大谷１７８２－３　 048-684-3392 有限会社ますだや 令和4年1月20日 令和10年1月31日 第2-2006号 飲食店営業

営業許可施設（令和04年1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1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 ハーブ茶屋ひとやすみ さいたま市見沼区大和田町１－２０１２－２　 048-812-7082 酒井　秀和　 令和4年1月6日 令和9年1月31日 第2-1966号 飲食店営業

42 手打蕎麦　椋庵 さいたま市見沼区大和田町１－２２１－４　 048-687-0596 松本　英明　 令和4年1月13日 令和10年1月31日 第2-1933号 飲食店営業

43 ヤオコー　大宮島町店（惣菜・寿司） さいたま市見沼区島町１－９－１　 048-682-4711 株式会社ヤオコー 令和4年1月26日 令和10年1月31日 第4-30号 飲食店営業

44 ヤオコー　大宮島町店（精肉） さいたま市見沼区島町１－９－１　 048-682-4711 株式会社ヤオコー 令和4年1月26日 令和10年1月31日 第4-33号 飲食店営業

45 ギャラリー　エソラⅡ さいたま市見沼区東新井５８８－１　 - 室越　光夫　 令和4年1月17日 令和9年1月31日 第2-2029号 飲食店営業

46 ＫＡＴＨＭＡＮＤＵ　ＫＩＴＣＨＥＮ＆ＢＡＲ さいたま市見沼区東大宮４－１９－８　（１Ｆ） 048-665-5272 ＳＡＳＨＩ株式会社 令和4年1月6日 令和10年1月31日 第2-2040号 飲食店営業

47 まんまんや さいたま市見沼区東大宮５－３５－２３　１Ｆ - 張　亮　 令和4年1月6日 令和10年1月31日 第2-2068号 飲食店営業

48 カフェバー　アゲイン さいたま市見沼区東大宮６－２７－１　 048-688-7009 小川　光子　 令和4年1月18日 令和9年1月31日 第2-1895号 飲食店営業

49 居酒屋　のぶ さいたま市見沼区東門前５６－１　 048-687-3562 佐々木　信子　 令和4年1月18日 令和9年1月31日 第2-2028号 飲食店営業

50 ＯＬＤ　ＳＡＩＧＯＮ さいたま市見沼区東門前７５－１　 - 株式会社ＬＥ　ＭＯＴＯＲ 令和4年1月13日 令和10年1月31日 第2-2096号 飲食店営業

51 スーパーバリュー　見沼南中野店 さいたま市見沼区南中野２８２－５　 048-681-5881 株式会社スーパーバリュー 令和4年1月20日 令和10年1月31日 第2-1919号 飲食店営業

52 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　Ｐａｐａ’ｓ さいたま市見沼区風渡野２６１－６　１Ｆ１０６ 048-792-0673 リファス株式会社 令和4年1月26日 令和10年1月31日 第2-2237号 飲食店営業

53 旅人 さいたま市見沼区風渡野３５１－１　 048-686-6778 山川　博　 令和4年1月19日 令和9年1月31日 第2-1913号 飲食店営業

54 スナック　リョー さいたま市桜区栄和３－１３－１５　 048-859-3379 荒川　清　 令和4年1月21日 令和9年3月31日 第2-2163号 飲食店営業

55 セブン－イレブン　さいたま下大久保店 さいたま市桜区下大久保１００２　 048-859-1771 有限会社コマツ 令和4年1月5日 令和10年3月31日 第2-1956号 飲食店営業

56 シュラスコレストラン　Ｖａｍｏｓ さいたま市桜区下大久保７２６－１　 - 合同会社ＨａｐｙＲｅｓ 令和4年1月25日 令和10年3月31日 第2-2095号 飲食店営業

57 セブン－イレブン　浦和埼玉大学店 さいたま市桜区下大久保７６５　 048-855-1966 株式会社エクセル 令和4年1月5日 令和10年3月31日 第2-1957号 飲食店営業

58 セブン－イレブンさいたま大久保小学校前店 さいたま市桜区五関７　 048-858-5521 薛　超　 令和4年1月27日 令和10年3月31日 第2-2216号 飲食店営業

59 ８０８酒場 さいたま市桜区西堀９－１４－５　 - 株式会社ＳＨＩＮＯＤＡ　ＦＯＯＤＳ 令和4年1月27日 令和10年3月31日 第2-2196号 飲食店営業

60 セブン－イレブン　さいたま大久保店 さいたま市桜区大久保領家５５５－７　 048-852-1576 株式会社エスアール 令和4年1月5日 令和10年3月31日 第2-1955号 飲食店営業

61 セブン－イレブンさいたま町谷１丁目店 さいたま市桜区町谷１－１６－１１　 048-862-7110 大村　将也　 令和4年1月7日 令和10年3月31日 第2-1898号 飲食店営業

62 セブン－イレブン　さいたま田島７丁目店 さいたま市桜区田島７－１７－２７　 048-865-6617 清水　茂　 令和4年1月5日 令和10年3月31日 第2-1954号 飲食店営業

63 マル　マル　キッチン さいたま市桜区道場８５４－８　 - ＭＯＨＡＭＭＡＤＩ　ＴＡＲＡＺＫＯＵＨＩ　ＭＡＳＯＵＤ　 令和4年1月27日 令和10年3月31日 第2-2066号 飲食店営業

64 青山餃子房白鍬店 さいたま市桜区白鍬２９５　 048-708-2476 株式会社青山共栄 令和4年1月14日 令和10年3月31日 第2-2046号 飲食店営業

65 セブン－イレブン　さいたま白鍬店 さいたま市桜区白鍬４９５－１　 048-858-2833 浅見　保　 令和4年1月5日 令和10年3月31日 第2-1953号 飲食店営業

66 生蕎麦と創作料理木天蓼 さいたま市西区西遊馬３１３１　 048-779-8448 増田　享　  令和4年1月25日 令和9年3月31日 第2-2101号 飲食店営業

67 串カツ田中　コクーン店 さいたま市大宮区吉敷町４－２６７－２　Ｃ１－Ａ２－２１７区画 048-767-7594 株式会社串カツ田中 令和4年1月20日 令和10年2月29日 第2-2058号 飲食店営業

68 すし酒家　一歩 さいたま市大宮区宮町１－３５－２　パイオランドホテルＢ１Ｆ 048-788-1039 有限会社萬年屋 令和4年1月26日 令和10年2月29日 第2-2189号 飲食店営業

69 松屋大宮東口店 さいたま市大宮区宮町１－５　 048-640-1532 株式会社松屋フーズ 令和4年1月28日 令和10年2月29日 第2-2153号 飲食店営業

70 大宮牛タンいろ葉 さいたま市大宮区宮町１－７７－５　マガザン大宮 048-641-5855 株式会社エイトゼロ 令和4年1月31日 令和10年2月29日 第2-2180号 飲食店営業

71 ベトナムレストランＮＧＯＮ－２号店 さいたま市大宮区宮町１－９７－２　大宮二葉ビル３Ｆ - ＶＴＬ株式会社 令和4年1月17日 令和10年2月29日 第2-2082号 飲食店営業

72 しゃぶしゃぶ火鍋亭 さいたま市大宮区宮町１－９９－３　Ｌ．Ｈ大宮ビル２階 - 弓長クリーニング株式会社 令和4年1月21日 令和10年2月29日 第2-2017号 飲食店営業

73 大宮公園内３号売店 さいたま市大宮区高鼻町４　 - 三浦　のぶ子　 令和4年1月26日 令和10年2月29日 第2-2112号 飲食店営業

74 そごう大宮店社員食堂 さいたま市大宮区桜木町１－６－２　そごう大宮店Ｂ２Ｆ - コンパスグループ・ジャパン株式会社 令和4年1月21日 令和10年2月29日 第4-29号 飲食店営業

75 カウンターラウンジ　Ｋｅｉ さいたま市大宮区桜木町１－８－３　三有ビルＢ１Ｆ 048-642-4154 夏山　桂子　 令和4年1月31日 令和10年2月29日 第2-2201号 飲食店営業

76 株式会社ダイエー大宮店総菜コーナー さいたま市大宮区桜木町２－３　 048-645-4147 株式会社ダイエー 令和4年1月26日 令和10年2月29日 第2-2099号 飲食店営業

77 株式会社ダイエー大宮店寿司コーナー さいたま市大宮区桜木町２－３　ダイエーオオミヤテンＢ１Ｆ 048-645-4147 株式会社ダイエー 令和4年1月26日 令和10年2月29日 第2-2100号 飲食店営業

78 ヨリミチ さいたま市大宮区桜木町２－４９１－２　ＰＯＳＴＯＭＩＹＡ１０２ - 中島　史路　 令和4年1月13日 令和10年2月29日 第2-2057号 飲食店営業

79 なが山 さいたま市大宮区三橋３－１４２－２０　 048-643-2475 永山　清枝　 令和4年1月31日 令和10年2月29日 第2-2027号 飲食店営業

80 末広 さいたま市大宮区大門町１－１３　 048-644-9074 椿沢　満　 令和4年1月31日 令和9年2月28日 第2-2258号 飲食店営業
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81 博多風龍　大宮東口駅前店 さいたま市大宮区大門町１－２１　町田ビルＢ１Ｆ 048-783-5803 株式会社マイクロン 令和4年1月28日 令和10年2月29日 第2-2173号 飲食店営業

82 すごい煮干ラーメン凪　大宮店 さいたま市大宮区大門町１－２４－１　大一ビル１Ｆ 048-776-9696 株式会社凪スピリッツジャパン 令和4年1月31日 令和10年2月29日 第2-2147号 飲食店営業

83 有限会社東鮨 さいたま市大宮区大門町１－７　 048-641-2481 有限会社東鮨 令和4年1月28日 令和10年2月29日 第2-2267号 飲食店営業

84 和らい家　じゅうべい さいたま市大宮区大門町２－２８　第一松ビル１Ｆ 048-645-7219 西塚　充　 令和4年1月28日 令和10年2月29日 第2-2110号 飲食店営業

85 ＥＩＧＨＴ　ＢＵＲＧＥＲ さいたま市大宮区大門町２－９３　大宮大門町２丁目ビル１階 048-642-9422 株式会社ＡＣＲＯＳＳ　ＴＨＥ　ＵＮＩＶＥＲＳＥ 令和4年1月17日 令和10年2月29日 第2-2091号 飲食店営業

86 ｈｏｒｉｋｉ　ｃｏｆｆｅｅ さいたま市大宮区大門町３－１０８　 - 大木　紀寿　 令和4年1月28日 令和10年2月29日 第2-2086号 飲食店営業

87 Ｓｔａｎｄ　Ｂａｒ　Ｆｒｅｓｃｏ　大宮南銀座店 さいたま市大宮区仲町１－３３　モンクール仲町第２ビル１階 048-871-7350 近江　利奈　 令和4年1月21日 令和10年2月29日 第2-2069号 飲食店営業

88 クラブ　ショコラ さいたま市大宮区仲町１－３３－２　野口ビル地下１階 048-645-5133 株式会社みらい 令和4年1月26日 令和10年2月29日 第2-2093号 飲食店営業

89 譚鴨血老火鍋 さいたま市大宮区仲町１－６０　アイスビル３階 - 王　博　 令和4年1月11日 令和10年2月29日 第2-1813号 飲食店営業

90 龍宮楼飯店 さいたま市大宮区仲町１－６５－２　金井ビル２階 048-649-3683 株式会社未来計画 令和4年1月20日 令和10年2月29日 第2-2148号 飲食店営業

91 ローソンさいたま上落合八丁目店 さいたま市中央区上落合８－１４－２４　 048-840-3963 青木　大樹　 令和4年1月28日 令和10年3月31日 第2-2223号 飲食店営業

92 鶏豚骨らーめん御成屋 さいたま市中央区本町東２　１２８番外 048-711-7779 株式会社ビッグボンズ 令和4年1月6日 令和10年3月31日 第2-2064号 飲食店営業

93 升馬 さいたま市中央区本町東２－１７－２　 048-855-3131 竹内　輝幸　 令和4年1月25日 令和10年3月31日 第2-2224号 飲食店営業

94 セブン－イレブン　さいたま曲本３丁目店 さいたま市南区曲本３－５－１　 048-837-2566 株式会社秩父屋 令和4年1月5日 令和10年1月31日 第2-1961号 飲食店営業

95 セブン－イレブンさいたま大谷口店 さいたま市南区広ケ谷戸１２６－１　 048-882-0202 有限会社加芽屋 令和4年1月7日 令和10年1月31日 第2-1899号 飲食店営業

96 人生酒場「心」 さいたま市南区四谷２－５－１９　 048-839-7141 中野　政弘　 令和4年1月25日 令和9年1月31日 第2-2187号 飲食店営業

97 しちりん亭 さいたま市南区鹿手袋１－３－１０　 - 平井　則幸　 令和4年1月12日 令和10年1月31日 第2-2080号 飲食店営業

98 セブンイレブンさいたま鹿手袋３丁目店 さいたま市南区鹿手袋３－２７－１６　 048-865-1711 永田　淳一　 令和4年1月7日 令和10年1月31日 第2-1960号 飲食店営業

99 ＭＡＲＵＴＥ さいたま市南区鹿手袋６－１１－１０　クィーンズヴィラ武蔵浦和１０１ 048-762-3977 株式会社ＮＮライズ 令和4年1月12日 令和9年1月31日 第2-2019号 飲食店営業

100 Ｇｅｎｋｉ’ｓ　Ｐｌａｃｅ さいたま市南区鹿手袋７－１７－７　 048-677-7274 株式会社カネダイ協立水産 令和4年1月19日 令和10年1月31日 第2-2033号 飲食店営業

101 ヘルシーカフェのら さいたま市南区鹿手袋７－３－２　 048-607-3007 合同会社のら 令和4年1月12日 令和10年1月31日 第2-2031号 飲食店営業

102 くつろぎ居酒屋　さくら さいたま市南区松本４－１－１０　 - 佐藤　美幸　 令和4年1月13日 令和9年1月31日 第2-1918号 飲食店営業

103 紅葉庵 さいたま市南区松本４－７－１３　 048-861-4235 厚澤　浩一　 令和4年1月12日 令和10年1月31日 第2-1855号 飲食店営業

104 セブン－イレブン武蔵浦和西口店 さいたま市南区沼影１－１５－４　オオイリハイツ１Ｆ 048-839-7755 齋藤　洋一　 令和4年1月5日 令和10年1月31日 第2-1887号 飲食店営業

105 居酒屋　しょうちゃん さいたま市南区沼影１－２－１４　 048-844-0696 奥田　昌一　 令和4年1月12日 令和10年1月31日 第2-1943号 飲食店営業

106 大野家 さいたま市南区沼影１－２９－１　 048-863-0932 西山　政彦　 令和4年1月14日 令和10年1月31日 第2-1986号 飲食店営業

107 ピッツェリアオオサキ　武蔵浦和店 さいたま市南区沼影１－６－１９　霜田ビル１Ｆ 048-767-3870 株式会社大﨑 令和4年1月25日 令和10年1月31日 第2-2087号 飲食店営業

108 マイネッツさいたま南 さいたま市南区沼影２－５－２１　 048-710-9991 株式会社ＮＴワークス 令和4年1月21日 令和9年1月31日 第2-1974号 飲食店営業

109 ロッテ浦和球場内食堂 さいたま市南区沼影３－８－３　 048-865-1724 株式会社ＬＥＯＣ 令和4年1月5日 令和10年1月31日 第2-1989号 飲食店営業

110 吉野 さいたま市南区太田窪２８４３－２５　 048-886-6966 伊藤　健　 令和4年1月12日 令和10年1月31日 第2-2011号 飲食店営業

111 ことぶきや さいたま市南区太田窪５－４－５　 048-887-1309 圷　新市　 令和4年1月14日 令和10年1月31日 第2-1922号 飲食店営業

112 セブンイレブンさいたま太田窪５丁目店 さいたま市南区太田窪５－４－７　 048-886-3222 谷塚　広樹　 令和4年1月7日 令和10年1月31日 第2-1959号 飲食店営業

113 ボリューム さいたま市南区太田窪５－９－１１　 048-885-5421 井上　静雄　 令和4年1月24日 令和10年1月31日 第2-2023号 飲食店営業

114 カラオケ茶屋　ＮａＫａＹｏＳｈｉ さいたま市南区大谷場２－１１－２０　 048-762-7210 中島　冨美子　 令和4年1月12日 令和10年1月31日 第2-2041号 飲食店営業

115 セブン－イレブン　さいたま大谷場店 さいたま市南区大谷場２－１４－３２　 048-885-7715 山岸　洋一　 令和4年1月7日 令和10年1月31日 第2-1962号 飲食店営業

116 ペコペコ さいたま市南区辻２－８－２１　 048-861-6217 株式会社ファミリーハウス 令和4年1月28日 令和10年1月31日 第2-2012号 飲食店営業

117 ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ　ＭＹＨＫＫ さいたま市南区辻４－１０－９　 048-866-3000 相馬　一夫　 令和4年1月13日 令和10年1月31日 第2-2013号 飲食店営業

118 肉よし精肉店 さいたま市南区辻５－４－６　 048-863-0213 中西　武二　 令和4年1月18日 令和10年1月31日 第2-1820号 飲食店営業

119 セブン－イレブンさいたま辻７丁目店 さいたま市南区辻７－１２－２０　 048-839-1777 村松　直　 令和4年1月7日 令和10年1月31日 第2-1904号 飲食店営業

120 セブンイレブン浦和内谷４丁目店 さいたま市南区内谷４－１９－１　 048-844-1671 畑　敏文　 令和4年1月7日 令和10年1月31日 第2-1958号 飲食店営業
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121 マリーンズ寮内食堂 さいたま市南区内谷７－７－１２　 048-838-1467 株式会社ＬＥＯＣ 令和4年1月5日 令和10年1月31日 第2-1990号 飲食店営業

122 セブン－イレブン南浦和１丁目店 さいたま市南区南浦和１－３０－２６　 048-886-3155 清水　信行　 令和4年1月7日 令和10年1月31日 第2-1950号 飲食店営業

123 Ｂｕｏｎ　Ｓａｐｏｒｅ さいたま市南区南浦和２－１７－８　 048-884-5568 嵯峨山　琢真　 令和4年1月12日 令和10年1月31日 第2-1901号 飲食店営業

124 一もつ さいたま市南区南浦和２－２４－１６　 - 合同会社三代目とも 令和4年1月13日 令和10年1月31日 第2-1926号 飲食店営業

125 ちゅーる。 さいたま市南区南浦和２－２７－１０　第１８まさひろ商事ビル２階Ｂ号室 - 合同会社マネー 令和4年1月19日 令和10年1月31日 第2-2022号 飲食店営業

126 アン さいたま市南区南浦和２－３１－１４　ノブビル１Ｆ 048-881-8815 山本　貞美　 令和4年1月6日 令和10年1月31日 第2-1932号 飲食店営業

127 Ｄｉｎｉｎｇ　ｂａｒ　花 さいたま市南区南浦和２－３１－５　マルヒロビル１Ｆ - 佐藤　知子　 令和4年1月13日 令和10年1月31日 第2-1906号 飲食店営業

128 アジアンレストランＧＡＵＲＡＶ さいたま市南区南浦和２－３２－１０　文ビル１Ｆ 048-886-5151 Ｍ・Ｓインターナショナル株式会社 令和4年1月5日 令和10年1月31日 第2-2051号 飲食店営業

129 パブ　スナック　ノア さいたま市南区南浦和２－４１－６　 048-882-7535 小坪　まりあ　 令和4年1月18日 令和10年1月31日 第2-1849号 飲食店営業

130 セブン－イレブン南浦和文化通り店 さいたま市南区南本町１－１７－１　 048-839-0077 株式会社セブン－イレブンジャパン 令和4年1月5日 令和10年1月31日 第2-1886号 飲食店営業

131 庄や　南浦和店 さいたま市南区南本町１－２－１３　 048-866-4987 株式会社大庄 令和4年1月25日 令和10年1月31日 第2-2136号 飲食店営業

132 鹿児島県霧島市塚田農場　南浦和西口店 さいたま市南区南本町１－２－６　三雄ビル１Ｆ 048-844-5005 株式会社エー・ピーカンパニー 令和4年1月28日 令和10年1月31日 第2-2150号 飲食店営業

133 セブン－イレブンさいたま南本町２丁目店 さいたま市南区南本町２－２０－１３　 048-825-1770 須賀　学　 令和4年1月7日 令和10年1月31日 第2-1902号 飲食店営業

134 セブン－イレブン浦和白幡６丁目店 さいたま市南区白幡６－１１－６　 048-866-2798 細渕　政志　 令和4年1月7日 令和10年1月31日 第2-1903号 飲食店営業

135 ＩＢＵＣＡ さいたま市南区別所６－１５－１６　 - 有限会社ミナト商会 令和4年1月25日 令和10年1月31日 第2-2117号 飲食店営業

136 串天さいか さいたま市南区別所７－９－２　 048-839-8392 有限会社さいか 令和4年1月20日 令和10年1月31日 第2-2039号 飲食店営業

137 魚がし天ぷら　いさば寿司　活あじ丼内浦 さいたま市北区吉野町２－２２６－１　 048-782-6929 株式会社夢七 令和4年1月14日 令和10年3月31日 第2-2085号 飲食店営業

138 カラオケ喫茶　アプローチ さいたま市北区宮原町４－１０２－１０　プレイスカトレア１０２ - 岩﨑　恵美子　 令和4年1月26日 令和10年3月31日 第2-2179号 飲食店営業

139 やまといも料理　ぎし さいたま市北区本郷町１３９３－４　 048-788-3384 川岸　正明　 令和4年1月20日 令和10年3月31日 第2-2050号 飲食店営業

140 ラーメン　どでん さいたま市緑区三室１２０７－４　メゾンアルム１Ｆ 048-607-1129 株式会社アドグッズ 令和4年1月13日 令和10年1月31日 第2-2042号 飲食店営業

141 マミーマート三室山崎店（寿司） さいたま市緑区三室３６６－２　 048-810-0600 株式会社マミーマート 令和4年1月17日 令和10年1月31日 第2-1999号 飲食店営業

142 マミーマート三室山崎店（惣菜） さいたま市緑区三室３６６－２　 048-810-0600 株式会社マミーマート 令和4年1月17日 令和10年1月31日 第2-2000号 飲食店営業

143 マミーマート三室山崎店（ピザ・生食室） さいたま市緑区三室３６６－２　 048-810-0600 株式会社マミーマート 令和4年1月17日 令和10年1月31日 第2-2001号 飲食店営業

144 マミーマート三室山崎店 さいたま市緑区三室３６６－２　 048-810-0600 株式会社マミーマート 令和4年1月17日 令和10年1月31日 第2-2002号 飲食店営業

145 ガストさいたま山崎店 さいたま市緑区山崎１－１９－１７　 048-810-2086 株式会社すかいらーくレストランツ 令和4年1月17日 令和10年1月31日 第2-1996号 飲食店営業

146 ＢＡＮＧＡＬ　ＢＩＲＹＡＮＩ　ＨＯＵＳＥ　＆　ＫＡＢＡＢ さいたま市緑区芝原１－１３－２　 0120-333-458 株式会社廣瀬製作所 令和4年1月26日 令和10年1月31日 第2-2203号 飲食店営業

147 ワールドワイドフーズ向井建設浦和寮 さいたま市緑区太田窪１－２０－１６　 048-811-3390 ワールドワイドフーズ株式会社 令和4年1月17日 令和10年1月31日 第2-2021号 飲食店営業

148 ジョナサン東浦和店 さいたま市緑区大間木１６３３－７　 048-875-8580 株式会社すかいらーくレストランツ 令和4年1月6日 令和10年1月31日 第2-2015号 飲食店営業

149 セブンイレブンさいたま中尾バイパス店 さいたま市緑区中尾１２８６－１　 048-873-3100 小野寺　義美　 令和4年1月6日 令和10年1月31日 第2-1982号 飲食店営業

150 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　浦和中尾店 さいたま市緑区中尾７９５－１　 048-810-5688 有限会社サンクアン 令和4年1月14日 令和10年1月31日 第2-1931号 飲食店営業

151 Ｋｉｔｃｈｅｎ　好吃 さいたま市緑区東浦和１－１－１　プレンディヒガシウラワ１Ｆ 048-875-1118 野明　幸子　 令和4年1月6日 令和10年1月31日 第2-1991号 飲食店営業

152 とん作 さいたま市緑区東浦和１－２２－４　 048-874-3596 広井　洋作　 令和4年1月14日 令和10年1月31日 第2-1988号 飲食店営業

153 セブン－イレブン東浦和３丁目店 さいたま市緑区東浦和３－１９－１　 048-873-0632 小島　隆司　 令和4年1月6日 令和10年1月31日 第2-2005号 飲食店営業

154 もつ焼太郎 さいたま市緑区東浦和５－１２－４　 048-873-8808 株式会社一二 令和4年1月19日 令和10年1月31日 第2-2034号 飲食店営業

155 七輪房　大間木店 さいたま市緑区東浦和９－３－５　 048-875-7269 株式会社安楽亭 令和4年1月19日 令和10年1月31日 第2-2157号 飲食店営業

156 ガスト東川口店 さいたま市緑区東大門３－１－１　 048-812-1011 株式会社すかいらーくレストランツ 令和4年1月13日 令和10年1月31日 第2-1917号 飲食店営業

157 Ｉｎｄｉａｎ　Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　ＰＡＷＡＮ　ＮＡＡＮ　ＨＯＵＳＥ さいたま市緑区道祖土２－２３－８　グリーンサイド１０１ 048-813-1252 ＹＡＤ合同会社 令和4年1月14日 令和10年1月31日 第2-2079号 飲食店営業

158 カフェブリッコ浦和美園店 さいたま市緑区美園１－１１－１　 048-878-2811 株式会社カインズフードサービス 令和4年1月24日 令和10年1月31日 第2-2198号 飲食店営業

159 イオンリテール株式会社　イオン浦和美園店　パン工場 さいたま市緑区美園５－５０－１　 048-812-6464 イオンリテール株式会社 令和4年1月24日 令和10年1月31日 第2-2159号 飲食店営業

160 アトリエ・モモ さいたま市浦和区上木崎６－９－３　 048-831-1709 有限会社福祉ネットワークさくら 令和4年1月18日 令和10年2月29日 第2-1779号 菓子製造業
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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1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　

161 パン工房ポッシュ さいたま市浦和区北浦和３－１０－５　 048-831-2823 有限会社北浦和ベーカリー 令和4年1月27日 令和10年2月29日 第2-2164号 菓子製造業

162 マルセリーノ岩槻宮町店 さいたま市岩槻区宮町１－３－３　ベルク岩槻宮町店内 048-878-8461 伊藤製パン株式会社 令和4年1月11日 令和10年1月31日 第2-1983号 菓子製造業

163 たからや さいたま市岩槻区仲町１－４－１１　 048-757-1442 岡野　進　 令和4年1月12日 令和10年1月31日 第2-1893号 菓子製造業

164 メロンラボ　岩槻店 さいたま市岩槻区本町３－３－８　 - 大井　博子　 令和4年1月14日 令和9年1月31日 第2-2037号 菓子製造業

165 パティスリー　アンフィーユ さいたま市見沼区御蔵１４７２－７　 048-796-5123 株式会社アンフィー 令和4年1月20日 令和10年1月31日 第2-1832号 菓子製造業

166 ブーランジェリー　クルミ さいたま市見沼区春岡１－２２－１　 048-685-0444 福井　清史　 令和4年1月18日 令和10年1月31日 第2-2008号 菓子製造業

167 ハーブ茶屋ひとやすみ さいたま市見沼区大和田町１－２０１２－２　 048-812-7082 酒井　秀和　 令和4年1月6日 令和9年1月31日 第2-1967号 菓子製造業

168 ヤオコー　大宮島町店（ベーカリー） さいたま市見沼区島町１－９－１　 048-682-4711 株式会社ヤオコー 令和4年1月26日 令和10年1月31日 第4-31号 菓子製造業

169 Ｃｕｒｒｙ　＆　Ｂａｋｅ さいたま市見沼区東大宮６－２９－１１　武田ビル２０１ - 佐藤　椰子　 令和4年1月25日 令和9年1月31日 第2-2116号 菓子製造業

170 ｈａｃｏ さいたま市西区内野本郷６９６－１００　 - 髙橋　明日香　 令和4年1月11日 令和9年3月31日 第2-2035号 菓子製造業

171 そごう大宮店　７階催事場（ブロックＥ－１） さいたま市大宮区桜木町１－６－２　 048-646-2111 株式会社そごう・西武 令和4年1月20日 令和10年2月29日 第2-2107号 菓子製造業

172 （有）たかしょう さいたま市大宮区大成町１－２０１－１　高橋マンション３０３ - 株式会社みらい創造ゴルファーズ委員会 令和4年1月26日 令和9年2月28日 第2-2195号 菓子製造業

173 ＣＬＯＣＫ　ＫＩＴＣＨＥＮ　大宮仲町店 さいたま市大宮区仲町１－１２３　 - 株式会社コミュニティコム 令和4年1月26日 令和10年2月29日 第2-2118号 菓子製造業

174 シャトレーゼ与野本町店 さいたま市中央区鈴谷９－６－５　 048-853-2082 株式会社エバーフロー 令和4年1月24日 令和10年3月31日 第2-2108号 菓子製造業

175 ほうせきばこ さいたま市南区辻７－２－１６　 - 福田　成美　 令和4年1月18日 令和9年1月31日 第2-2102号 菓子製造業

176 フレンズＮＥＴ さいたま市南区別所３－１６－９　安藤ビル１階１０１号室 048-838-6863 特定非営利活動法人フレンズネットワーク 令和4年1月28日 令和9年1月31日 第2-2130号 菓子製造業

177 ＹＡＫＵＭＯ さいたま市北区東大成町１－５２６　 048-780-2215 株式会社斎藤商事 令和4年1月5日 令和10年3月31日 第2-1944号 菓子製造業

178 栄屋 さいたま市緑区中尾１５３４－３９　 048-873-8355 深山　栄一　 令和4年1月6日 令和10年1月31日 第2-1971号 菓子製造業

179 パティスリー　ＣＡＢＯ さいたま市緑区東浦和１－６－１７　 048-875-7880 有限会社ＣＡＢＯ 令和4年1月14日 令和10年1月31日 第2-1833号 菓子製造業

180 カフェブリッコ浦和美園店 さいたま市緑区美園１－１１－１　 048-878-2811 株式会社カインズフードサービス 令和4年1月24日 令和10年1月31日 第2-2199号 菓子製造業

181 デポー浦和 さいたま市浦和区岸町６－１－４　アズール調の杜　１Ｆ 048-826-5941 生活クラブ生活協同組合 令和4年1月7日 令和10年2月29日 第2-2061号 魚介類販売業

182 （株）鯉平 さいたま市見沼区卸町１－２３　 048-682-0525 株式会社鯉平 令和4年1月13日 令和10年1月31日 第2-2088号 魚介類販売業

183 ヤオコー　大宮島町店（鮮魚） さいたま市見沼区島町１－９－１　 048-682-4711 株式会社ヤオコー 令和4年1月26日 令和10年1月31日 第4-34号 魚介類販売業

184 スーパーバリュー　見沼南中野店 さいたま市見沼区南中野２８２－５　 048-681-5881 株式会社スーパーバリュー 令和4年1月20日 令和10年1月31日 第2-1920号 魚介類販売業

185 株式会社ダイエー大宮店鮮魚 さいたま市大宮区桜木町２－３　チカ１カイ 048-645-4147 株式会社ダイエー 令和4年1月26日 令和10年2月29日 第2-2097号 魚介類販売業

186 マミーマート三室山崎店 さいたま市緑区三室３６６－２　 048-810-0600 株式会社マミーマート 令和4年1月17日 令和10年1月31日 第2-2003号 魚介類販売業

187 北辰商事株式会社　プロセスセンター さいたま市岩槻区掛５６４－１　 048-790-1811 北辰商事株式会社 令和4年1月11日 令和10年1月31日 第2-2049号 食肉販売業

188 ヤオコー　大宮島町店（精肉） さいたま市見沼区島町１－９－１　 048-682-4711 株式会社ヤオコー 令和4年1月26日 令和10年1月31日 第4-32号 食肉販売業

189 スーパーバリュー　見沼南中野店 さいたま市見沼区南中野２８２－５　 048-681-5881 株式会社スーパーバリュー 令和4年1月20日 令和10年1月31日 第2-1921号 食肉販売業

190 株式会社ダイエー大宮店食肉 さいたま市大宮区桜木町２－３　チカ１カイ 048-645-4147 株式会社ダイエー 令和4年1月26日 令和10年2月29日 第2-2098号 食肉販売業

191 ｃｌｕｂ　ＣLＯＷＮ さいたま市大宮区仲町１－５０　福田産業ビル２階２０２号室 048-662-9977 遠藤　暢　 令和4年1月6日 令和10年2月29日 第2-2067号 食肉販売業

192 肉よし精肉店 さいたま市南区辻５－４－６　 048-863-0213 中西　武二　 令和4年1月18日 令和10年1月31日 第2-1824号 食肉販売業

193 マミーマート三室山崎店 さいたま市緑区三室３６６－２　 048-810-0600 株式会社マミーマート 令和4年1月17日 令和10年1月31日 第2-2004号 食肉販売業

194 アグリフーズ株式会社 さいたま市岩槻区上野６－１－５　 048-794-0301 アグリフーズ株式会社 令和4年1月27日 令和10年1月31日 第2-2182号 食品の小分け業

195 株式会社フロウ さいたま市北区本郷町３３０－１０　 - 株式会社フロウ 令和4年1月26日 令和9年3月31日 第2-2139号 漬物製造業

196 (有)須賀食品 さいたま市岩槻区末田２５８７　 048-798-1766 有限会社須賀食品 令和4年1月24日 令和10年1月31日 第2-1970号 豆腐製造業

197 御成製麺所 さいたま市岩槻区西町５－３－４２　 - 株式会社ビッグボンズ 令和4年1月11日 令和10年1月31日 第2-2065号 麺類製造業
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