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1 ボンズ製麺所 さいたま市桜区下大久保８４１－１ 株式会社梵　代表取締役　吉田　昌平 令和3年1月18日 令和9年3月31日 第1-1810号 めん類製造業

2 Ｃｏｐｅｎｈａｇｅｎ’ｓ　Ｂａｒ さいたま市浦和区岸町５－１－１ 大江　一之 令和3年1月14日 令和8年2月28日 第1-1921号 飲食店営業

3 パブ　ＴＯＭＡＴＯ倶楽部 さいたま市浦和区高砂１－１０－１２ 有限会社スカイ商事　取締役　向井　紀子 令和3年1月22日 令和8年2月28日 第1-1951号 飲食店営業

4 イル　マーレ　ディ　タク さいたま市浦和区高砂２－７－７　　セブンビル１Ｆ 048-767-6355 新日本テクノ株式会社　代表取締役　関根　守 令和3年1月14日 令和9年2月28日 第1-1899号 飲食店営業

5 みのむしファイブ さいたま市浦和区上木崎１－１０－１　　グランデュオ１０１Ａ 熊谷　実 令和3年1月5日 令和9年2月28日 第1-1706号 飲食店営業

6 カフェ　いち さいたま市浦和区上木崎４－１２－９ 覚地　敏夫 令和3年1月20日 令和9年2月28日 第1-1920号 飲食店営業

7 ピッツァメッセ さいたま市浦和区常盤９－１１－１２　　吉野ビル１Ｆ－２号室 吉留　拓弥 令和3年1月14日 令和9年2月28日 第1-1915号 飲食店営業

8 ＢＲキッチン　浦和 さいたま市浦和区仲町１－１－１０　　ウイング浦和地下１階 048-767-8383 株式会社ＯＮＥＴＥＡＭ・エソラ　代表取締役　玉岡　宏樹 令和3年1月6日 令和9年2月28日 第1-1830号 飲食店営業

9 スナック　コスモス さいたま市浦和区仲町１－１１－２０　　レインボー仲－１　１階１０１号 長谷川　悦子 令和3年1月14日 令和9年2月28日 第1-1768号 飲食店営業

10 ウラカンフット さいたま市浦和区仲町１－２－８　　山川ビル２Ｆ 山根　拓巳 令和3年1月5日 令和9年2月28日 第1-1783号 飲食店営業

11 Ｐｕｂ　Ｊ　Ａｎｎｅｘ さいたま市浦和区仲町１－８－５ Ｊ合同会社　代表社員　内山　茂 令和3年1月12日 令和9年2月28日 第1-1833号 飲食店営業

12 らあめん花月嵐浦和仲町店 さいたま市浦和区仲町２－１－１３ 坂上　兵郎 令和3年1月18日 令和9年2月28日 第1-1979号 飲食店営業

13 パウンドケーキ専門店　くみぱうんど さいたま市浦和区仲町２－１７－７－１０１ 048-708-2018 株式会社クミパウンド　代表取締役　吉川　公美 令和3年1月22日 令和9年2月28日 第1-1900号 飲食店営業

14 さかえや浦和本店 さいたま市浦和区東高砂町１１－１　　浦和パルコ５Ｆ（５１０区画） 株式会社ダイヤモンドダイニング　代表取締役　鹿中　一志 令和3年1月28日 令和9年2月28日 第1-2016号 飲食店営業

15 ＢＡＲ　ｉｔ さいたま市浦和区東仲町１１－１　　ステラ浦和１階 048-789-6141 株式会社ショーテック　代表取締役　小松　誠 令和3年1月4日 令和9年2月28日 第1-1832号 飲食店営業

16 深夜食堂じょーじ さいたま市浦和区北浦和１－２－２ 柳元　城治 令和3年1月7日 令和8年2月28日 第1-1861号 飲食店営業

17 居酒屋　赤とんぼ さいたま市浦和区北浦和１－２２－１０ 加藤　真矢 令和3年1月21日 令和8年2月28日 第1-2011号 飲食店営業

18 めし家 さいたま市岩槻区岩槻３７７５ 北川　和昭 令和3年1月14日 令和9年1月31日 第1-1925号 飲食店営業

19 ローソン岩槻笹久保店 さいたま市岩槻区笹久保１８１５－１ 株式会社フォレックス　代表取締役　大津　輝生 令和3年1月6日 令和9年1月31日 第1-1639号 飲食店営業

20 よし花 さいたま市岩槻区東岩槻１－２－１　　１Ｆ 菅野　美智子 令和3年1月19日 令和9年1月31日 第1-479号 飲食店営業

21 ダイニング　拓 さいたま市岩槻区東岩槻１－９－３８ 新日本テクノ株式会社　代表取締役　関根　守 令和3年1月19日 令和8年1月31日 第1-1924号 飲食店営業

22 カラオケ　ひばり さいたま市岩槻区南下新井４０６－７　　斉藤ビル１０１ 西村　光春 令和3年1月25日 令和9年1月31日 第1-593号 飲食店営業

23 味道 さいたま市岩槻区表慈恩寺２５６－１ 菱赫合同会社　代表社員　張　金　花 令和3年1月6日 令和9年1月31日 第1-1820号 飲食店営業

24 コーヒーとお菓子のお店　ＣＨＩＬＬ さいたま市岩槻区本町３－８－２　　島田貸店舗１０３ 森谷　敦 令和3年1月19日 令和9年1月31日 第1-1977号 飲食店営業

25 居酒屋なおみ さいたま市岩槻区末田２０５４－３ 内田　幸夫 令和3年1月19日 令和8年1月31日 第1-1948号 飲食店営業

26 るい さいたま市見沼区深作２－４－１１ 野口　ふみ子 令和3年1月19日 令和8年1月31日 第1-1974号 飲食店営業

27 鮨・燻製　月場砂 さいたま市見沼区東大宮３－２－６５ 佐々木　翼 令和3年1月28日 令和9年1月31日 第1-2013号 飲食店営業

28 ＳＯＮ　ＡＮＨ　ＱＵＡＮ さいたま市見沼区東大宮４－１８－７　　Ｆ１ 株式会社ＨＡＳＹ　代表取締役　レ・ティ・アン 令和3年1月6日 令和9年1月31日 第1-1818号 飲食店営業

29 ヴィ・ド・フランス東大宮店 さいたま市見沼区東大宮４－７６－１ 株式会社ヴィ・ド・フランス　代表取締役　神﨑　朗 令和3年1月12日 令和9年1月31日 第1-1752号 飲食店営業

30 和らく さいたま市見沼区東門前３７０ 秀　和子 令和3年1月25日 令和8年1月31日 第1-2012号 飲食店営業

31 ＢＡＲ　酒笑 さいたま市桜区栄和３－２０－１３－１０６ 川北　誠治 令和3年1月15日 令和8年3月31日 第1-1897号 飲食店営業

32 からあげ屋 さいたま市桜区栄和４－２３－６　　マルショウハイツ１Ｆ 株式会社田むら　代表取締役　田村　英樹 令和3年1月8日 令和9年3月31日 第1-1883号 飲食店営業

33 らーめん梵’ｓ さいたま市桜区下大久保８４１－１ 株式会社梵　代表取締役　吉田　昌平 令和3年1月15日 令和9年3月31日 第1-1809号 飲食店営業

34 居酒屋くぼちゃん さいたま市桜区田島５－２２－２６　　サンシティ西浦和１０１ 久保田　昭宏 令和3年1月28日 令和9年3月31日 第1-2103号 飲食店営業

35 えくぼ さいたま市西区高木８５ 鈴木　紀久子 令和3年1月22日 令和8年3月31日 第1-2025号 飲食店営業

36 昭和のスナック　ツバキ さいたま市大宮区下町１－２５ 山田　美香 令和3年1月8日 令和9年2月28日 第1-1866号 飲食店営業

37 ＷＡＶＹ　ＯＭＩＹＡ さいたま市大宮区下町１－３８－３ ＷｅＦｏｒｗａｒｄ株式会社　代表取締役　山岸　透 令和3年1月28日 令和8年2月28日 第1-1936号 飲食店営業

38 ローソンＳグランドミッドタワーズ大宮店 さいたま市大宮区下町３－７－１ 株式会社ローソンアーバンワークス　代表取締役　大嶋　隆 令和3年1月12日 令和9年2月28日 第1-1819号 飲食店営業

39 ｃａｆｅ＆ｂａｒ　Ａｌａｄｄｉｎ さいたま市大宮区吉敷町１－２５　　小沢ビル２階 鈴木　拓磨 令和3年1月22日 令和9年2月28日 第1-1926号 飲食店営業

40 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　Ｃｉｃｃｉｏ さいたま市大宮区吉敷町４－９７－１ 株式会社チッチョ　代表取締役　西田　博 令和3年1月19日 令和9年2月28日 第1-1933号 飲食店営業

営業許可施設（令和03年1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03年1月）　※自動車・自動販売機・簡易な営業・行商を除く　

41 Ｃｅ－Ｃａｆｅ さいたま市大宮区宮町１－３６　　見留ビル１Ｆ 阿部　敬一 令和3年1月7日 令和9年2月28日 第1-1848号 飲食店営業

42 セブンイレブン大宮一の宮通り店 さいたま市大宮区宮町２－７ 株式会社柳田屋　代表取締役　柳田　哲平 令和3年1月18日 令和9年2月28日 第1-1791号 飲食店営業

43 夢 さいたま市大宮区宮町４－８　　２Ｆ 石岡　久子 令和3年1月20日 令和9年2月28日 第1-1989号 飲食店営業

44 宅配クック　１２３　さいたま大宮店 さいたま市大宮区櫛引町１－１３０　　玉昇マンション１０３号・１０５号 048-783-2970 株式会社ライフケア　代表取締役　竹内　善彦 令和3年1月21日 令和9年2月28日 第1-1904号 飲食店営業

45 友多加亭 さいたま市大宮区櫛引町１－６１７－３ 048-653-1038 李（中村）　かつ江 令和3年1月25日 令和8年2月28日 第1-1916号 飲食店営業

46 ＴＡＲＵＹＡ さいたま市大宮区桜木町１－２－４　　金子ビル３Ｆ 松山　裕斗 令和3年1月19日 令和9年2月28日 第1-1961号 飲食店営業

47 Ｓａｋｕｒａｇｉ さいたま市大宮区桜木町２－１６４　　イワセビル１Ｆ－Ｂ 有限会社二葉　取締役　五十田　勤 令和3年1月14日 令和9年2月28日 第1-1917号 飲食店営業

48 鳥尋 さいたま市大宮区桜木町２－１８２－２　　矢島ビル 合同会社鳥尋　代表社員　金田　泰和 令和3年1月15日 令和9年2月28日 第1-1945号 飲食店営業

49 海鮮焼・焼鳥・孝ちゃん さいたま市大宮区桜木町２－４７８－５ 048-651-8787 岡田　孝子 令和3年1月14日 令和9年2月28日 第1-1898号 飲食店営業

50 アプリシア さいたま市大宮区桜木町４－４０ 佐藤　悦子 令和3年1月13日 令和9年2月28日 第1-1884号 飲食店営業

51 くまだな さいたま市大宮区桜木町４－５６ 有限会社蓜島住宅設備機器　代表取締役　蓜島　茂 令和3年1月15日 令和9年2月28日 第1-1931号 飲食店営業

52 リモーネ さいたま市大宮区桜木町４－６９－４ 赤澤　正 令和3年1月22日 令和8年2月28日 第1-2018号 飲食店営業

53 パブ６ぽんぎ さいたま市大宮区三橋２－８９７－５ 048-644-9763 株式会社六本木興産　代表取締役　井原　祥之 令和3年1月22日 令和9年2月28日 第1-1922号 飲食店営業

54 バル　デ　エスパーニャ　セロ さいたま市大宮区浅間町２－４－１ 青木　拓朗 令和3年1月8日 令和9年2月28日 第1-1846号 飲食店営業

55 娘娘　大成店 さいたま市大宮区大成町１－２４８－３ 玉田　光 令和3年1月29日 令和9年2月28日 第1-2026号 飲食店営業

56 パブ黄河 さいたま市大宮区大門町１－１４ 佐藤　裕美 令和3年1月21日 令和8年2月28日 第1-2021号 飲食店営業

57 路地裏食堂　たけぞう さいたま市大宮区大門町２－２８　　第１松ビル１Ｆ 株式会社たけぞう　代表取締役　山本　充典 令和3年1月28日 令和9年2月28日 第1-1997号 飲食店営業

58 大宮まぜそば誠治 さいたま市大宮区大門町３－１０８ 小澤　峻 令和3年1月7日 令和9年2月28日 第1-1844号 飲食店営業

59 はる庭 さいたま市大宮区大門町３－１０８ 渡邉　基治 令和3年1月25日 令和9年2月28日 第1-1998号 飲食店営業

60 ニューラーメンショップ さいたま市大宮区大門町３－２２－２５－１ 有限会社野口興業　取締役　野口　秀樹 令和3年1月4日 令和9年2月28日 第1-1829号 飲食店営業

61 Ｗｈｉｔｅ　ｓｍｏｋｅ さいたま市大宮区大門町３－３７－８ 048-788-4840 矢口　一哉 令和3年1月8日 令和9年2月28日 第1-1862号 飲食店営業

62 焔　大宮南銀店 さいたま市大宮区仲町１－１０５－４ 株式会社Ｓｔａｇｅ　代表取締役　藤本　剛志 令和3年1月28日 令和9年2月28日 第1-2045号 飲食店営業

63 ドリーム さいたま市大宮区仲町１－１１１－２　　マルハチビル１階１Ｆ－Ｃ 梅村　津一 令和3年1月15日 令和9年2月28日 第1-1903号 飲食店営業

64 地鶏匠 さいたま市大宮区仲町１－１７　　ＤＡＩＴＯビル２Ｆ 048-778-8738 株式会社アミグループ　代表取締役　秋山　和広 令和3年1月15日 令和9年2月28日 第1-1923号 飲食店営業

65 ＢＡＲ　ホワイト さいたま市大宮区仲町１－６４－１ 相馬　康平 令和3年1月8日 令和9年2月28日 第1-1822号 飲食店営業

66 夜来香 さいたま市大宮区仲町１－６４－１ 048-644-3290 片桐　正好 令和3年1月28日 令和8年2月28日 第1-2081号 飲食店営業

67 Ｃｌｕｂ　ＪｕＪｕ さいたま市大宮区仲町１－７８－１　　ガルボ仲町ビル４階 周　梁 令和3年1月14日 令和9年2月28日 第1-1902号 飲食店営業

68 ユートピア さいたま市大宮区仲町１－９７　　第２ヨシケンビル３Ｆ 048-645-7588 株式会社毎日サービス　代表取締役　岡野　勝巳 令和3年1月15日 令和9年2月28日 第1-1935号 飲食店営業

69 風来坊　大宮店 さいたま市大宮区仲町２－３６　　ＴＨＡＮＫ　ＣＯＭＩＮＧ　ＢＹ　ＢＵＩＬＤＩＮＧ３Ｆ 048-645-8700 ＮＫＭＭＳ株式会社　代表取締役　佐藤　典夫 令和3年1月29日 令和9年2月28日 第1-2079号 飲食店営業

70 ナイトラウンジ　Ｌｉｎｄｏ さいたま市大宮区仲町２－４２　　セッテイン大宮ビル５Ｆ 048-645-8255 磯野　利江 令和3年1月22日 令和9年2月28日 第1-2015号 飲食店営業

71 Ｐｉｓｃａ－Ｐｉｓｃａ さいたま市大宮区仲町２－５７　　ＡＸＩＳ仲町ビル５階 興　則孝 令和3年1月4日 令和9年2月28日 第1-1814号 飲食店営業

72 香港食源 さいたま市大宮区土手町３－８　　加藤ビル１Ｆ 048-642-7598 令和3年1月8日 令和9年2月28日 第1-1867号 飲食店営業

73 カラオケ・居酒屋　凛 さいたま市大宮区北袋町２－４０９ ＳＥＫＩＮＥ　ＡＹＬＥＮ　ＭＯＲＡＬＥＳ 令和3年1月14日 令和8年2月28日 第1-1901号 飲食店営業

74 焼とり　福酉 さいたま市中央区下落合６－１９－４ 影山　泰男 令和3年1月8日 令和9年3月31日 第1-1870号 飲食店営業

75 ｄａ　Ｕｍａ さいたま市中央区上落合２－１２－４　　エスニックハイツ１０３ 福井　祐馬 令和3年1月12日 令和9年3月31日 第1-1648号 飲食店営業

76 肉の髙山 さいたま市中央区鈴谷２－５４９－２２ 株式会社ＤＣＴ．ｃｏｍｐａｎｙ　代表取締役　髙山　嬢次 令和3年1月28日 令和9年3月31日 第1-1983号 飲食店営業

77 人生酒場「心」 さいたま市南区四谷２－５－１９ 048-839-7141 芝野　利子 令和3年1月19日 令和8年1月31日 第1-1963号 飲食店営業

78 居酒屋　おたふく さいたま市南区太田窪２－１－８　　グリーンハイツ１０１ 青木　喜代子 令和3年1月19日 令和9年1月31日 第1-1949号 飲食店営業

79 スナック　ふじ さいたま市南区辻４－１０－３ 関　ひとみ 令和3年1月22日 令和8年1月31日 第1-2028号 飲食店営業

80 田むら さいたま市南区南浦和２－２８－１１ 048-885-6938 近藤　俊雄 令和3年1月19日 令和9年1月31日 第1-1934号 飲食店営業
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営業許可施設（令和03年1月）　※自動車・自動販売機・簡易な営業・行商を除く　

81 カラオケ　ひかる さいたま市南区南浦和２－３１－１８ 的場　次夫 令和3年1月7日 令和8年1月31日 第1-1854号 飲食店営業

82 岡田 さいたま市南区白幡５－１９－５ 048-866-1040 岡田　匡由 令和3年1月5日 令和9年1月31日 第1-1808号 飲食店営業

83 カラオケ　かんちゃん さいたま市北区宮原町２－１７－９ 神田　芳尾 令和3年1月19日 令和9年3月31日 第1-1914号 飲食店営業

84 旬おふくろ亭 さいたま市北区宮原町３－１８７－５　　桜テラス１Ｆ 原田　豊 令和3年1月7日 令和8年3月31日 第1-1815号 飲食店営業

85 ＣＵＥ さいたま市北区宮原町３－３７１ 山下　修平 令和3年1月6日 令和8年3月31日 第1-1860号 飲食店営業

86 アロケートウエディングメセナ大宮館 さいたま市北区大成町４－２２７ 株式会社プレミアウェディングバンク　代表取締役　関口　義則 令和3年1月19日 令和9年3月31日 第1-1975号 飲食店営業

87 かくれ食堂　吉民 さいたま市北区日進町２－１２５８－２ 048-628-5979 青山　德民 令和3年1月26日 令和8年3月31日 第1-1972号 飲食店営業

88 居酒屋　さぼちゃん さいたま市北区日進町２－１８２１ 048-669-0152 ＳＨフーズ株式会社　代表取締役　佐々木　謙二 令和3年1月26日 令和9年3月31日 第1-2014号 飲食店営業

89 一代元　浦和上野田店 さいたま市緑区上野田１８５－３ 合同会社スリーハーツ　代表社員　吉田　純也 令和3年1月13日 令和9年1月31日 第1-1855号 飲食店営業

90 パウンドケーキ専門店　くみぱうんど さいたま市浦和区仲町２－１７－７－１０１ 048-708-2018 株式会社クミパウンド　代表取締役　吉川　公美 令和3年1月22日 令和9年2月28日 第1-1900号 菓子製造業

91 ヴィ・ド・フランス東大宮店 さいたま市見沼区東大宮４－７６－１ 048-788-4870 株式会社ヴィ・ド・フランス　代表取締役　神﨑　朗 令和3年1月12日 令和9年1月31日 第1-1752号 菓子製造業

92 パティスリー　リエノワ さいたま市緑区道祖土１－２７－１０ 株式会社リエノワ　代表取締役　横井　信明 令和3年1月14日 令和9年1月31日 第1-1913号 菓子製造業

93 パティスリー　リエノワ さいたま市緑区道祖土１－２７－１０ 048-711-4533 株式会社リエノワ　代表取締役　横井　信明 令和3年1月14日 令和9年1月31日 第1-1913号 喫茶店営業

94 ローソン岩槻笹久保店 さいたま市岩槻区笹久保１８１５－１ 048-884-8786 株式会社フォレックス　代表取締役　大津　輝生 令和3年1月6日 令和9年1月31日 第1-1639号 魚介類販売業

95 居酒屋　いっちょやってみっか！ さいたま市大宮区下町１－５－１　　第２マルハチビル１０６ 048-641-9191 滝口　広貴 令和3年1月22日 令和9年2月28日 第1-2000号 魚介類販売業

96 ローソンＳグランドミッドタワーズ大宮店 さいたま市大宮区下町３－７－１ 048-641-8021 株式会社ローソンアーバンワークス　代表取締役　大嶋　隆 令和3年1月12日 令和9年2月28日 第1-1819号 魚介類販売業

97 セブンイレブン大宮一の宮通り店 さいたま市大宮区宮町２－７ 048-643-8410 株式会社柳田屋　代表取締役　柳田　哲平 令和3年1月18日 令和9年2月28日 第1-1791号 魚介類販売業

98 Ｄｉｎｉｎｇ　＆　Ｂａｒ　Ｃｈｅｅｒｓ さいたま市大宮区桜木町２－２２３　　モナークヴィラ１Ｆ 048-871-6058 株式会社チアーズ　代表取締役　関澤　容子 令和3年1月13日 令和9年2月28日 第1-1885号 魚介類販売業

99 ロヂャース浦和店 さいたま市桜区山久保１－１１－１ 048-852-2510 北辰商事株式会社　代表取締役　太田　順康 令和3年1月7日 令和9年3月31日 第1-1798号 食肉処理業

100 肉の髙山 さいたま市中央区鈴谷２－５４９－２２ 株式会社ＤＣＴ．ｃｏｍｐａｎｙ　代表取締役　髙山　嬢次 令和3年1月28日 令和9年3月31日 第1-1983号 食肉処理業

101 サイボク さいたま市浦和区高砂１－１５－１　　伊勢丹浦和店Ｂ１Ｆ 048-834-1111 株式会社三越伊勢丹　代表取締役　杉江　俊彦 令和3年1月25日 令和9年2月28日 第1-2044号 食肉販売業

102 ローソン岩槻笹久保店 さいたま市岩槻区笹久保１８１５－１ 048-884-8786 株式会社フォレックス　代表取締役　大津　輝生 令和3年1月6日 令和9年1月31日 第1-1639号 食肉販売業

103 敬馬 さいたま市見沼区春野１－４－１０－５０２ 中山　敬介 令和3年1月25日 令和9年1月31日 第1-2017号 食肉販売業

104 居酒屋　いっちょやってみっか！ さいたま市大宮区下町１－５－１　　第２マルハチビル１０６ 048-641-9191 滝口　広貴 令和3年1月22日 令和9年2月28日 第1-2000号 食肉販売業

105 ローソンＳグランドミッドタワーズ大宮店 さいたま市大宮区下町３－７－１ 048-641-8021 株式会社ローソンアーバンワークス　代表取締役　大嶋　隆 令和3年1月12日 令和9年2月28日 第1-1819号 食肉販売業

106 セブンイレブン大宮一の宮通り店 さいたま市大宮区宮町２－７ 048-643-8410 株式会社柳田屋　代表取締役　柳田　哲平 令和3年1月18日 令和9年2月28日 第1-1791号 食肉販売業

107 Ｄｉｎｉｎｇ　＆　Ｂａｒ　Ｃｈｅｅｒｓ さいたま市大宮区桜木町２－２２３　　モナークヴィラ１Ｆ 048-871-6058 株式会社チアーズ　代表取締役　関澤　容子 令和3年1月13日 令和9年2月28日 第1-1885号 食肉販売業

108 ＳＫ　ＢＡＺＡＡＲ　ＳＯＵＴＨ　ＡＳＩＡＮ　ＦＯＯＤ　ＭＡＲＴ さいたま市大宮区土手町３－１４１－１　　北大宮ハイツ１０１号 048-871-5003 ＫＲＹＳＴＡＬ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ合同会社　代表社員　パディヤ・スニル 令和3年1月21日 令和9年2月28日 第1-2009号 食肉販売業

109 肉の髙山 さいたま市中央区鈴谷２－５４９－２２ 株式会社ＤＣＴ．ｃｏｍｐａｎｙ　代表取締役　髙山　嬢次 令和3年1月28日 令和9年3月31日 第1-1983号 食肉販売業

110 ブランジェ浅野屋 さいたま市浦和区東高砂町１１－１　　１階 048-611-8000 株式会社浅野屋　代表取締役　高橋　英司 令和3年1月21日 令和9年2月28日 第1-1802号 食料品販売業

111 ＶＡＮＳＡＮ　北浦和店 さいたま市浦和区北浦和４－３－４ 048-827-7023 株式会社ＶＡＮＳＡＮ　代表取締役　相原　希 令和3年1月19日 令和9年2月28日 第1-1919号 食料品販売業

112 ローソン岩槻笹久保店 さいたま市岩槻区笹久保１８１５－１ 048-884-8786 株式会社フォレックス　代表取締役　大津　輝生 令和3年1月6日 令和9年1月31日 第1-1639号 食料品販売業

113 ガスト大宮三橋店 さいたま市西区三橋５－９２３ 048-620-1020 株式会社すかいらーくレストランツ　代表取締役　大川原　利明 令和3年1月27日 令和9年3月31日 第1-2059号 食料品販売業

114 ゴルフランド三橋店 さいたま市西区三橋６－９５５－１ 048-795-8380 株式会社やらまいか　代表取締役　小山　義徳 令和3年1月18日 令和9年3月31日 第1-1823号 食料品販売業

115 居酒屋　いっちょやってみっか！ さいたま市大宮区下町１－５－１　　第２マルハチビル１０６ 048-641-9191 滝口　広貴 令和3年1月22日 令和9年2月28日 第1-2000号 食料品販売業

116 ローソンＳグランドミッドタワーズ大宮店 さいたま市大宮区下町３－７－１ 048-641-8021 株式会社ローソンアーバンワークス　代表取締役　大嶋　隆 令和3年1月12日 令和9年2月28日 第1-1819号 食料品販売業

117 セブンイレブン大宮一の宮通り店 さいたま市大宮区宮町２－７ 048-643-8410 株式会社柳田屋　代表取締役　柳田　哲平 令和3年1月18日 令和9年2月28日 第1-1791号 食料品販売業

118 ＶＩＣＴＯＲＹ　ＤＩＮＩＮＧ　氷川ポイント さいたま市大宮区高鼻町１－２０－１　　大宮中央ビル 048-871-6206 ＪＧＳ株式会社　代表取締役　土屋　隆弘 令和3年1月22日 令和9年2月28日 第1-1978号 食料品販売業

119 ＶＩＣＴＯＲＹ　ＤＩＮＩＮＧ　上小店 さいたま市大宮区上小町４８１ 048-642-3540 ＪＧＳ株式会社　代表取締役　土屋　隆弘 令和3年1月19日 令和9年2月28日 第1-1950号 食料品販売業

120 有限会社八百力商店大門町店 さいたま市大宮区大門町３－２０８ 048-649-0099 有限会社八百力商店　代表取締役　加藤　秀夫 令和3年1月5日 令和9年2月28日 第1-1656号 食料品販売業
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営業許可施設（令和03年1月）　※自動車・自動販売機・簡易な営業・行商を除く　

121 丸亀製麺　イオンモール浦和美園店 さいたま市緑区美園５－５０－１ 048-812-6607 株式会社丸亀製麺　代表取締役　山口　寛 令和3年1月29日 令和9年1月31日 第1-2024号 食料品販売業

122 肉の髙山 さいたま市中央区鈴谷２－５４９－２２ 株式会社ＤＣＴ．ｃｏｍｐａｎｙ　代表取締役　髙山　嬢次 令和3年1月28日 令和9年3月31日 第1-1983号 総菜製造業

123 ローソン岩槻笹久保店 さいたま市岩槻区笹久保１８１５－１ 048-884-8786 株式会社フォレックス　代表取締役　大津　輝生 令和3年1月6日 令和9年1月31日 第1-1639号 乳類販売業

124 ローソンＳグランドミッドタワーズ大宮店 さいたま市大宮区下町３－７－１ 048-641-8021 株式会社ローソンアーバンワークス　代表取締役　大嶋　隆 令和3年1月12日 令和9年2月28日 第1-1819号 乳類販売業

125 セブンイレブン大宮一の宮通り店 さいたま市大宮区宮町２－７ 048-643-8410 株式会社柳田屋　代表取締役　柳田　哲平 令和3年1月18日 令和9年2月28日 第1-1791号 乳類販売業

126 宅配クック　１２３　さいたま大宮店 さいたま市大宮区櫛引町１－１３０　　玉昇マンション１０３号・１０５号 048-783-2970 株式会社ライフケア　代表取締役　竹内　善彦 令和3年1月21日 令和9年2月28日 第1-1904号 乳類販売業
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