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1 有限会社中村家支店 さいたま市浦和区高砂３－２－１２　 048-822-2585 有限会社中村家支店 令和4年2月1日 令和10年2月29日 第2-2273号 そうざい製造業

2 おやじの水餃子 さいたま市西区プラザ６９－４　 鈴木　遥　 令和4年2月3日 令和9年3月31日 第2-2165号 そうざい製造業

3 やしま共生会　就労支援事業所 さいたま市中央区大戸３－１１－９　 048-767-6881 一般社団法人やしま共生会 令和4年2月28日 令和10年3月31日 第2-2439号 そうざい製造業

4 結八 さいたま市浦和区岸町４－２－１８　赤澤ビル１Ｆ　Ｄ 大久保　幸子　 令和4年2月21日 令和10年2月29日 第2-2132号 飲食店営業

5 市寿司 さいたま市浦和区岸町６－４－１４　 048-824-1960 小見山　三男　 令和4年2月21日 令和9年2月28日 第2-2172号 飲食店営業

6 セブンイレブン　浦和岸町７丁目店 さいたま市浦和区岸町７－１０－２３　 048-832-2020 斉藤　忠男　 令和4年2月9日 令和10年2月29日 第2-2133号 飲食店営業

7 セブンイレブン浦和元町中央店 さいたま市浦和区元町２－１７－１８　 048-886-5610 有限会社かどや 令和4年2月14日 令和10年2月29日 第2-2362号 飲食店営業

8 セブンイレブン浦和元町２丁目店 さいたま市浦和区元町２－３９－８　 048-886-3357 合同会社世城 令和4年2月9日 令和10年2月29日 第2-2228号 飲食店営業

9 星乃珈琲店　浦和店 さいたま市浦和区高砂１－１３－１２　ＭｉＲｉスクエア１Ｆ 048-711-5631 日本レストランシステム株式会社 令和4年2月14日 令和10年2月29日 第2-2247号 飲食店営業

10 米八 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 令和4年2月24日 令和10年2月29日 第2-2356号 飲食店営業

11 天一 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 令和4年2月24日 令和10年2月29日 第2-2357号 飲食店営業

12 あさ・ひる・夕ごはん豆藤 さいたま市浦和区高砂１－１６－１２　アトレ浦和 048-883-0212 有限会社豆藤 令和4年2月9日 令和10年2月29日 第2-2177号 飲食店営業

13 とんかつ新宿さぼてん（厨房） さいたま市浦和区高砂１－１６－１２　アトレ浦和 048-789-6519 株式会社グリーンハウスフーズ 令和4年2月9日 令和10年2月29日 第2-2178号 飲食店営業

14 ファミリーマート　アトレ浦和店 さいたま市浦和区高砂１－１６－１２　アトレ浦和 048-811-2225 株式会社ソウ・ツー・プラス 令和4年2月4日 令和10年2月29日 第2-2230号 飲食店営業

15 好餃子 さいたま市浦和区高砂１－１６－１２　アトレ浦和 048-883-0205 株式会社ハオチャオズ 令和4年2月9日 令和10年2月29日 第2-2239号 飲食店営業

16 肉処たかぎ さいたま市浦和区高砂１－１６－１２　アトレ浦和 048-811-2229 株式会社タカギフーズ 令和4年2月9日 令和10年2月29日 第2-2248号 飲食店営業

17 神戸屋キッチン　デリ＆カフェ　アトレ浦和店 さいたま市浦和区高砂１－１６－１２　アトレ浦和 048-811-2205 株式会社神戸屋レストラン 令和4年2月4日 令和10年2月29日 第2-2268号 飲食店営業

18 メルカートストリートカフェ　トリッパイオ　アトレ浦和店 さいたま市浦和区高砂１－１６－１２　アトレ浦和 048-789-6221 株式会社イタリアンイノベーションクッチーナ 令和4年2月9日 令和10年2月29日 第2-2282号 飲食店営業

19 プロント　アトレ浦和店 さいたま市浦和区高砂１－１６－１２　アトレ浦和 048-811-2223 株式会社プロントコーポレーション 令和4年2月4日 令和10年2月29日 第2-2294号 飲食店営業

20 アトレ浦和　京都八百一 さいたま市浦和区高砂１－１６－１２　アトレ浦和 048-883-0203 株式会社セントラル・フルーツ 令和4年2月4日 令和10年2月29日 第2-2296号 飲食店営業

21 魚力アトレ浦和店 さいたま市浦和区高砂１－１６－１２　アトレ浦和 048-811-2235 株式会社魚力 令和4年2月24日 令和10年2月29日 第2-2443号 飲食店営業

22 おぼんｄｅごはん　アトレ浦和店 さいたま市浦和区高砂１－１６－１２　アトレ浦和　１２６０区画 048-789-7596 株式会社ビー・ワイ・オー 令和4年2月24日 令和10年2月29日 第2-2400号 飲食店営業

23 アトレ浦和　アントニオ さいたま市浦和区高砂１－１６－１２　アトレ浦和　１Ｆ 048-789-6738 株式会社アントニオ 令和4年2月9日 令和10年2月29日 第2-2231号 飲食店営業

24 クリスピー・クリーム・ドーナツ　アトレ浦和店 さいたま市浦和区高砂１－１６－１２　アトレ浦和　１Ｆ 048-811-2251 クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社 令和4年2月4日 令和10年2月29日 第2-2291号 飲食店営業

25 株式会社ブッツ・デリカテッセン さいたま市浦和区高砂１－１６－１２　アトレ浦和　ショップ№１１１０ 048-711-8335 株式会社ブッツ・デリカテッセン 令和4年2月9日 令和10年2月29日 第2-2259号 飲食店営業

26 銀座　篝　アトレ浦和店 さいたま市浦和区高砂１－１６－１２　アトレ浦和２０２０ 048-883-0208 株式会社アデッソ 令和4年2月4日 令和10年2月29日 第2-2212号 飲食店営業

27 銀座　縁　アトレ浦和店（別厨房） さいたま市浦和区高砂１－１６－１２　アトレ浦和２Ｆ 048-811-2218 株式会社日本一 令和4年2月9日 令和10年2月29日 第2-2278号 飲食店営業

28 銀座　縁　アトレ浦和店（売場） さいたま市浦和区高砂１－１６－１２　アトレ浦和店１Ｆ 048-811-2218 株式会社日本一 令和4年2月9日 令和10年2月29日 第2-2279号 飲食店営業

29 マダム　ローラン さいたま市浦和区高砂１－８－３　永井ビル１Ｆ 048-833-4133 吉澤　知津子　 令和4年2月4日 令和10年2月29日 第2-2151号 飲食店営業

30 セブンイレブン浦和駅西口店 さいたま市浦和区高砂２－６－９　 048-834-0474 蓮村　慶　 令和4年2月24日 令和10年2月29日 第2-2437号 飲食店営業

31 有限会社中村家支店 さいたま市浦和区高砂３－２－１２　 048-822-2585 有限会社中村家支店 令和4年2月1日 令和10年2月29日 第2-2272号 飲食店営業

32 田舎家　旬 さいたま市浦和区上木崎１－９－１　ＹＮビル１階 048-824-1223 有限会社いなかや 令和4年2月10日 令和10年2月29日 第2-2204号 飲食店営業

33 セブンイレブンさいたま上木崎２丁目店 さいたま市浦和区上木崎２－１－１　 048-831-2227 杤木　豊　 令和4年2月18日 令和10年2月29日 第2-2376号 飲食店営業

34 かつ富 さいたま市浦和区常盤１０－９－２０　 048-833-7228 坂本　春男　 令和4年2月16日 令和10年2月29日 第2-2219号 飲食店営業

35 いなげや浦和ときわ店　寿司 さいたま市浦和区常盤５－１－３　 048-832-5864 株式会社いなげや 令和4年2月25日 令和10年2月29日 第4-37号 飲食店営業

36 ＳＡＬＡＳＡ さいたま市浦和区常盤５－１－９　 048-833-2618 立川　佳津江　 令和4年2月7日 令和10年2月29日 第2-2225号 飲食店営業

37 セブンイレブン浦和常盤店 さいたま市浦和区常盤７－１６－２２　 048-822-2722 須田　克枝　 令和4年2月18日 令和10年2月29日 第2-2399号 飲食店営業

38 ミールケア　ひなぎく幼稚園事業所 さいたま市浦和区常盤８－１－１８　 株式会社ミールケア 令和4年2月2日 令和10年2月29日 第2-2144号 飲食店営業

39 キムラヤ さいたま市浦和区常盤９－１１－１６　 048-831-4015 藤井　康弘　 令和4年2月7日 令和9年2月28日 第2-2284号 飲食店営業

40 ぎょうざの満洲　北浦和西口店 さいたま市浦和区常盤９－１９－６　ミカミウラワビル１カイＢ 048-834-6800 株式会社ぎょうざの満洲　 令和4年2月16日 令和10年2月29日 第2-2142号 飲食店営業

営業許可施設（令和04年2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2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 オステリア　ディアーナ さいたま市浦和区常盤９－２１－１４　パークサイドガクヤビル２Ｆ 048-831-1866 有限会社長谷川商事 令和4年2月25日 令和10年2月29日 第2-2245号 飲食店営業

42 キッチン・スティック－トゥ さいたま市浦和区常盤９－３３－３　ピサロビル２Ｆ 048-834-4433 清水　茂夫　 令和4年2月16日 令和10年2月29日 第2-2242号 飲食店営業

43 浦和金星 さいたま市浦和区仲町１－５－１６　今泉ビル２Ｆ 048-764-9215 株式会社クラウド 令和4年2月15日 令和10年2月29日 第2-2430号 飲食店営業

44 セブン－イレブン浦和仲町１丁目店 さいたま市浦和区仲町１－６－４　 048-825-8171 井原商事株式会社 令和4年2月21日 令和10年2月29日 第2-2297号 飲食店営業

45 おそうざいＢＡＲ　蔵 さいたま市浦和区仲町１－８－１　 048-822-0837 有限会社蔵 令和4年2月4日 令和10年2月29日 第2-2292号 飲食店営業

46 ＳＨＯＫＵ堂 さいたま市浦和区仲町１－８－３　 杉浦　恵美子　 令和4年2月4日 令和10年2月29日 第2-2320号 飲食店営業

47 カフェ・ド・カファ さいたま市浦和区仲町１－８－８　 048-824-1151 有限会社バンカム 令和4年2月25日 令和10年2月29日 第2-2386号 飲食店営業

48 砂時計 さいたま市浦和区仲町２－９－５　細井ビル１Ｆ 048-822-0426 株式会社ジョイプロジェクト 令和4年2月21日 令和10年2月29日 第2-2311号 飲食店営業

49 セブンイレブン浦和東高砂町店 さいたま市浦和区東高砂町１７－６　 048-887-6711 髙岡　正年　 令和4年2月21日 令和10年2月29日 第2-2410号 飲食店営業

50 和酒処さなぶり さいたま市浦和区東高砂町３－５　 048-882-3721 平野　文彦　 令和4年2月9日 令和10年2月29日 第2-2193号 飲食店営業

51 フレンチ居酒屋　ＢｏｎＴｉｇｇｅｒ さいたま市浦和区東仲町１２－７　 048-678-2662 株式会社ヴァンドゥ 令和4年2月8日 令和10年2月29日 第2-2143号 飲食店営業

52 美都 さいたま市浦和区東仲町１８－８　 048-885-3636 石﨑　和子　 令和4年2月8日 令和10年2月29日 第2-2140号 飲食店営業

53 寿司　よし佳 さいたま市浦和区東仲町２８－２３　 048-886-8988 株式会社キッチン田辺 令和4年2月18日 令和10年2月29日 第2-2369号 飲食店営業

54 クラブ　ナイトライフ さいたま市浦和区北浦和１－１１－２０　木村ビル２Ｆ 048-856-9139 株式会社マルチコンサルサービス 令和4年2月8日 令和10年2月29日 第2-2145号 飲食店営業

55 吉せん さいたま市浦和区北浦和１－１９－４　 048-831-6206 吉川　晃央　 令和4年2月28日 令和10年2月29日 第2-2510号 飲食店営業

56 麗彩楼　北浦和店 さいたま市浦和区北浦和１－７－１　 048-822-8187 東立商事株式会社 令和4年2月10日 令和10年2月29日 第2-2275号 飲食店営業

57 医療生協ケアステーション　うらしん さいたま市浦和区北浦和３－１０－４　 048-825-1781 株式会社ニフス 令和4年2月21日 令和10年2月29日 第2-2240号 飲食店営業

58 元祖串八珍　北浦和店 さいたま市浦和区北浦和４－１－７　川口ビル１Ｆ 048-814-2355 豊創フーズ株式会社 令和4年2月25日 令和10年2月29日 第2-2505号 飲食店営業

59 Ｆｒｅｅ さいたま市浦和区北浦和４－７－１０　 一般社団法人Ｆｒｅｅ 令和4年2月1日 令和10年2月29日 第2-2319号 飲食店営業

60 飲食店　ひさの さいたま市浦和区北浦和４－７－５　 048-822-2355 山崎　一恵　 令和4年2月28日 令和9年2月28日 第2-2160号 飲食店営業

61 うなぎ蒲焼和香 さいたま市浦和区本太３－１－１８　 048-884-0649 藤田　和彦　 令和4年2月18日 令和10年2月29日 第2-2076号 飲食店営業

62 すき家　さいたま領家店 さいたま市浦和区領家４－１４－５　 株式会社すき家 令和4年2月2日 令和10年2月29日 第4-36号 飲食店営業

63 興国インテック浦和寮 さいたま市浦和区領家４－２２－２　 048-834-2513 共立給食株式会社 令和4年2月10日 令和10年2月29日 第2-2312号 飲食店営業

64 かんのん さいたま市浦和区領家６－２７－１０　 048-831-5530 阿萬　和代　 令和4年2月25日 令和10年2月29日 第2-2485号 飲食店営業

65 リトルナイト　アルコミ さいたま市浦和区領家７－１８－９　 048-824-4044 対馬　誠　 令和4年2月10日 令和10年2月29日 第2-2243号 飲食店営業

66 居酒屋　樹正 さいたま市岩槻区愛宕町３－３　 山口　崇　 令和4年2月22日 令和10年5月31日 第2-2417号 飲食店営業

67 セブンイレブン岩槻西原台１丁目店 さいたま市岩槻区西原台１－７－８２　 048-758-8110 尾野　陽子　 令和4年2月28日 令和10年5月31日 第2-2496号 飲食店営業

68 セブンイレブンさいたま長宮店 さいたま市岩槻区長宮３２７－１　 048-799-0817 尾野　陽子　 令和4年2月28日 令和10年5月31日 第2-2494号 飲食店営業

69 つけ麺・ラーメン　玉も亭 さいたま市岩槻区釣上新田１１０９－１　 048-798-6220 株式会社玉藻製麺 令和4年2月15日 令和10年5月31日 第2-2422号 飲食店営業

70 歌姫 さいたま市岩槻区東岩槻１－１－９－１　２Ｆ 鶴谷　順　 令和4年2月7日 令和9年5月31日 第2-2285号 飲食店営業

71 スナック小恋路 さいたま市岩槻区東岩槻１－２－３　ＹＣ１０３号 048-793-0003 塩月　のり子　 令和4年2月28日 令和10年5月31日 第2-2416号 飲食店営業

72 ＨＡＮＡＢＩ さいたま市岩槻区東岩槻４－７－１６　 048-671-8844 伊藤　順彦　 令和4年2月2日 令和10年5月31日 第2-2217号 飲食店営業

73 ドミノ・ピザ岩槻店 さいたま市岩槻区東町２－６－３７　 048-790-0097 松浦　弘樹　 令和4年2月22日 令和10年5月31日 第2-2310号 飲食店営業

74 ＢＡＭＢＡ　９５０－２ さいたま市岩槻区南下新井９５０－２　 松原　亜実　 令和4年2月22日 令和9年5月31日 第2-2366号 飲食店営業

75 ミールイノベーション岩槻営業所 さいたま市岩槻区南辻２２－２　やさしえいわつき１Ｆ 048-757-1166 株式会社Ｄｅａｒ　Ｐｌｕｓ　Ｏｎｅ 令和4年2月1日 令和10年1月31日 第2-2326号 飲食店営業

76 ＬＰＰ　ＬＡＢ さいたま市岩槻区本町３－１－１　ＷＡＴＳＵ西館 池田　純也　 令和4年2月22日 令和10年5月31日 第2-2409号 飲食店営業

77 夜来香 さいたま市見沼区大谷１７５１－４　 048-884-9912 岩佐　吉祐　 令和4年2月16日 令和10年5月31日 第2-2426号 飲食店営業

78 セブン－イレブン　さいたま中川店 さいたま市見沼区中川２５８－１　 048-685-8178 本間　淑夫　 令和4年2月28日 令和10年5月31日 第2-2547号 飲食店営業

79 ｓｕｐｒｅｍｅ さいたま市見沼区東大宮４－２４－２　２Ｆ 高城　友菜　 令和4年2月25日 令和9年5月31日 第2-2471号 飲食店営業

80 百　ＭＯＭＯ さいたま市見沼区東大宮４－６１－９　 山本　奈津子　 令和4年2月16日 令和10年5月31日 第2-2375号 飲食店営業
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81 セブンイレブン東大宮駅西口 さいたま市見沼区東大宮４－７６－１　 048-653-1001 松田　良人　 令和4年2月16日 令和10年5月31日 第2-2397号 飲食店営業

82 大宮見沼ケアセンターそよ風 さいたま市見沼区南中丸３１８－１　 ＨＩＴＯＷＡフードサービス株式会社 令和4年2月21日 令和10年5月31日 第2-2398号 飲食店営業

83 柳屋 さいたま市見沼区片柳１１２７－１　 048-683-7693 遠井　好江　 令和4年2月1日 令和9年1月31日 第2-2038号 飲食店営業

84 ＤＣＭホーマック　さいたま蓮沼店 さいたま市見沼区蓮沼１４０６－１　 048-680-2288 ＤＣＭ株式会社 令和4年2月25日 令和9年5月31日 第2-2433号 飲食店営業

85 橋元屋 さいたま市桜区下大久保６９１－１　 048-854-9906 髙橋　浩行　 令和4年2月22日 令和10年3月31日 第2-2332号 飲食店営業

86 セブン－イレブン　浦和桜田２丁目店 さいたま市桜区桜田２－２４－７　 048-862-1858 門藤　貞祥　 令和4年2月21日 令和10年3月31日 第2-2365号 飲食店営業

87 くりーく さいたま市桜区町谷３－２４－１５　 齋藤　由紀子　 令和4年2月4日 令和10年3月31日 第2-2260号 飲食店営業

88 宅配キッチン西浦和店 さいたま市桜区田島３－１６－１０　メゾン宮原１０２ 合同会社カメレオン 令和4年2月21日 令和9年3月31日 第2-2413号 飲食店営業

89 アッパー・ウェスト さいたま市西区指扇２８１１－１２　 048-623-9024 菊岡　秀夫　 令和4年2月3日 令和9年3月31日 第2-2254号 飲食店営業

90 Ａｉ　Ｋａｔｚｅ さいたま市西区宝来１６５６－２９　 中山　真理子　 令和4年2月7日 令和9年3月31日 第2-2200号 飲食店営業

91 ＴＲＯＮＧ　ＤＯＮＧ　ＯＭＩＹＡ さいたま市大宮区下町１－４３－８　ＣＯＴＴＯＮＣＡＮＤＹＳＨＩＭＯＣＨＯ　２Ｆ 合同会社ＴＲＯＮＧ　ＤＯＮＧ 令和4年2月15日 令和10年2月29日 第2-2372号 飲食店営業

92 日高屋　大宮東口店 さいたま市大宮区宮町１－４７　一番ビル１Ｆ 048-650-7788 株式会社ハイデイ日高 令和4年2月10日 令和10年2月29日 第2-2256号 飲食店営業

93 ワイン酒場　コルク さいたま市大宮区宮町１－９１－１　佐藤ビル２Ｆ 栗林　祐介　 令和4年2月3日 令和10年2月29日 第2-2111号 飲食店営業

94 大宮焼肉ホルモンたけ田 さいたま市大宮区宮町２－１３－１　第１２松ビル１階 048-641-3529 株式会社ネットワーク 令和4年2月25日 令和10年2月29日 第2-2459号 飲食店営業

95 インドネパールレストラン＆バー　ＭＡＬＩＫＡ さいたま市大宮区宮町３－１６　 048-641-9766 ＳＡＲＥＥ株式会社 令和4年2月28日 令和10年2月29日 第2-2491号 飲食店営業

96 ファミリーマート大宮中央店 さいたま市大宮区宮町４－１５９　 048-644-5935 株式会社ファミリーマート 令和4年2月25日 令和10年2月29日 第2-2424号 飲食店営業

97 セブン－イレブン大宮平和通り店 さいたま市大宮区宮町４－３６－１２　 048-643-2248 中村　英二　 令和4年2月15日 令和10年2月29日 第2-2156号 飲食店営業

98 駅そば店 さいたま市大宮区錦町６３０　ＪＲオオミヤエキコウナイダイ１ホーム 048-645-3426 株式会社ルミネアソシエーツ 令和4年2月24日 令和10年2月29日 第2-2377号 飲食店営業

99 ベイクスタジオ　エキュート大宮店 さいたま市大宮区錦町６３０　ＪＲ大宮駅構内 048-648-8910 株式会社ＪＲ東日本クロスステーション 令和4年2月17日 令和10年2月29日 第2-2299号 飲食店営業

100 とりめし　祭鳥八　ｅｃｕｔｅ大宮店（厨房） さいたま市大宮区錦町６３０　ＪＲ東日本大宮駅構内　ｅｃｕｔｅ大宮 048-648-8812 株式会社米八東日本 令和4年2月17日 令和10年2月29日 第2-2303号 飲食店営業

101 カオマンガイキッチン　エキュート大宮店 さいたま市大宮区錦町６３０　大宮駅構内 048-648-8780 株式会社ミールワークス 令和4年2月17日 令和10年2月29日 第2-2161号 飲食店営業

102 利久　ＢＯＷＬＳ　エキュート大宮店 さいたま市大宮区錦町６３０　大宮駅構内 048-648-8815 株式会社利久 令和4年2月17日 令和10年2月29日 第2-2170号 飲食店営業

103 ＲＦ１＆ベジテリア　エキュート大宮店 さいたま市大宮区錦町６３０　大宮駅構内 048-648-8769 株式会社ロック・フィールド 令和4年2月17日 令和10年2月29日 第2-2221号 飲食店営業

104 ベーグル＆ベーグル　ｍｙ　ｓｔｙｌｅ　ｐｌｕｓ＋　エキュート大宮店 さいたま市大宮区錦町６３０　大宮駅構内 048-648-8783 株式会社アルテゴ 令和4年2月17日 令和10年2月29日 第2-2226号 飲食店営業

105 ＭＡＤＥ　ＩＮ　ＪＡＰＡＮ　かにチャーハンの店　エキュート大宮店 さいたま市大宮区錦町６３０　大宮駅構内 048-648-8762 株式会社ストライド 令和4年2月17日 令和10年2月29日 第2-2244号 飲食店営業

106 築地　すし兆　エキュート大宮店 さいたま市大宮区錦町６３０　大宮駅構内 048-648-8674 株式会社ちよだ鮨 令和4年2月17日 令和10年2月29日 第2-2274号 飲食店営業

107 おむすび・お味噌汁　ほんのり屋　エキュート大宮店 さいたま市大宮区錦町６３０　大宮駅構内 048-648-8758 株式会社ＪＲ東日本クロスステーション 令和4年2月17日 令和10年2月29日 第2-2298号 飲食店営業

108 セブンイレブン　さいたま櫛引町１丁目南店 さいたま市大宮区櫛引町１－４９６－１　 048-665-7001 小川　利幸　 令和4年2月18日 令和10年2月29日 第2-2445号 飲食店営業

109 カラオケ喫茶　粋歌 さいたま市大宮区高鼻町２－２８５－５　 048-788-2298 金子　富子　 令和4年2月18日 令和9年2月28日 第2-2276号 飲食店営業

110 いっぽいっぽ大宮氷川台 さいたま市大宮区高鼻町３－１－２　 048-782-6042 堤　徹也　 令和4年2月10日 令和9年2月28日 第2-2328号 飲食店営業

111 博多水炊き　可士和　大宮店 さいたま市大宮区桜木町１－１－１７　トリムビル５階 048-640-5480 みずきフレンド株式会社 令和4年2月15日 令和10年2月29日 第2-2304号 飲食店営業

112 博多もつ鍋　華雫　大宮店 さいたま市大宮区桜木町１－１－１７　トリムビル６階 048-640-5429 みずきフレンド株式会社 令和4年2月15日 令和10年2月29日 第2-2305号 飲食店営業

113 ラウンジ　月あかり さいたま市大宮区桜木町１－１－２１　東栄アネックスビル４Ｆ 048-788-3026 福村　典子　 令和4年2月15日 令和10年2月29日 第2-2324号 飲食店営業

114 Ｇ－ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　大宮店 さいたま市大宮区桜木町１－１－２１　東栄アネックスビル５Ｆ 048-640-2540 株式会社リバーリップ 令和4年2月10日 令和10年2月29日 第2-2175号 飲食店営業

115 旬鮮酒場天狗　大宮西口店 さいたま市大宮区桜木町１－１－２７　小暮ビルＢ１ 048-648-4081 テンアライド株式会社 令和4年2月17日 令和10年2月29日 第2-2233号 飲食店営業

116 牛たんや さいたま市大宮区桜木町１－３－２　 048-644-0190 株式会社力 令和4年2月18日 令和10年2月29日 第2-2349号 飲食店営業

117 酒蔵　力　大宮西口店 さいたま市大宮区桜木町１－３－２　 048-645-1228 株式会社力 令和4年2月18日 令和10年2月29日 第2-2350号 飲食店営業

118 カインドハウス　膳 さいたま市大宮区桜木町１－４－２　ＪＬＰＡビル３階 048-642-8009 株式会社カインドハウス 令和4年2月15日 令和10年2月29日 第2-2174号 飲食店営業

119 ＢＯＯＫＳ＆ＣＡＦＥ　ＵＣＣ　大宮店 さいたま市大宮区桜木町１－６－２　そごう大宮店８Ｆ 048-631-2181 ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社 令和4年2月3日 令和10年2月29日 第2-2194号 飲食店営業

120 創作オムライス　ポムの樹　そごう大宮店 さいたま市大宮区桜木町１－６－２　そごう大宮店９Ｆ 048-631-2667 株式会社ポムフード 令和4年2月3日 令和10年2月29日 第2-2122号 飲食店営業
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121 香港蒸籠 さいたま市大宮区桜木町１－６－２　そごう大宮店９Ｆ 048-631-2771 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 令和4年2月3日 令和10年2月29日 第2-2152号 飲食店営業

122 かつ友　大宮そごう店 さいたま市大宮区桜木町１－６－２　そごう大宮店９Ｆ 048-641-8741 早野商事株式会社　 令和4年2月3日 令和10年2月29日 第2-2234号 飲食店営業

123 すし波奈　大宮そごう店 さいたま市大宮区桜木町１－６－２　そごう大宮店９Ｆ 048-642-0087 早野商事株式会社 令和4年2月3日 令和10年2月29日 第2-2235号 飲食店営業

124 天一　そごう大宮店 さいたま市大宮区桜木町１－６－２　そごう大宮店９Ｆ 048-631-1211 株式会社天一食品 令和4年2月3日 令和10年2月29日 第2-2241号 飲食店営業

125 銀座アスター　大宮そごう店 さいたま市大宮区桜木町１－６－２　そごう大宮店９Ｆ 048-631-1877 銀座アスター食品株式会社 令和4年2月3日 令和10年2月29日 第2-2250号 飲食店営業

126 永坂更科布屋太兵衛 さいたま市大宮区桜木町１－６－２　そごう大宮店９Ｆ 048-646-2595 株式会社永坂更科布屋太兵衛 令和4年2月3日 令和10年2月29日 第2-2253号 飲食店営業

127 京懐石　美濃吉　そごう大宮店 さいたま市大宮区桜木町１－６－２　そごう大宮店９Ｆ 048-646-2351 株式会社美濃吉 令和4年2月3日 令和10年2月29日 第2-2263号 飲食店営業

128 さんるーむ　そごう大宮店 さいたま市大宮区桜木町１－６－２　そごう大宮店９Ｆ 048-640-1080 日本レストランシステム株式会社 令和4年2月7日 令和10年2月29日 第2-2339号 飲食店営業

129 スバル興業株式会社　ドトールコーヒーショップ　大宮駅前店 さいたま市大宮区桜木町１－８－１　ベルヴュオフィス大宮１Ｆ 048-647-5707 スバル興業株式会社 令和4年2月14日 令和10年2月29日 第2-2281号 飲食店営業

130 喜鳥 さいたま市大宮区桜木町２－１８２－２　矢島ビル 048-662-9899 知花　鉄也　 令和4年2月16日 令和10年2月29日 第2-2384号 飲食店営業

131 大衆割烹ますや さいたま市大宮区桜木町２－１９１－３　 048-641-1182 株式会社桝屋 令和4年2月17日 令和10年2月29日 第2-2264号 飲食店営業

132 ＤＥＬＨＩ　ＤＡＲＢＡＲ さいたま市大宮区桜木町２－３　Ｂ１ Ｕ．Ｐ．Ｎｉｕｒｅ株式会社 令和4年2月10日 令和10年2月29日 第2-2343号 飲食店営業

133 すき家　大宮桜木町店 さいたま市大宮区桜木町２－３６２　シンメイ桜木ビル１Ｆ 株式会社すき家 令和4年2月7日 令和10年2月29日 第4-35号 飲食店営業

134 小桜 さいたま市大宮区桜木町２－４－２４　カツミビル２Ｆ 田口　美紀　 令和4年2月15日 令和10年2月29日 第2-2192号 飲食店営業

135 大宮コーヒーロースターズ　オアシス さいたま市大宮区桜木町２－４９１－２　ｐｏｓｔｏｍｉｙａ２号棟１０１ 048-644-6851 株式会社大宮コーヒーロースター 令和4年2月3日 令和10年2月29日 第2-2154号 飲食店営業

136 中国料理　龍園 さいたま市大宮区桜木町４－５１８－１　 048-642-4927 深井　隆司　 令和4年2月16日 令和10年2月29日 第2-2293号 飲食店営業

137 禅味　はすみ さいたま市大宮区桜木町４－８９４　 048-643-2043 有限会社はすみ 令和4年2月15日 令和10年2月29日 第2-2255号 飲食店営業

138 おた福商店　大宮店 さいたま市大宮区三橋１－７３－１　大成ビル１０３号室 048-662-9910 株式会社ＳＢＩＣ 令和4年2月10日 令和10年2月29日 第2-2126号 飲食店営業

139 藍屋　大宮公園店 さいたま市大宮区寿能町１－８１－２　 048-647-3220 株式会社すかいらーくレストランツ 令和4年2月24日 令和10年2月29日 第2-2420号 飲食店営業

140 滝乃家 さいたま市大宮区上小町１１０８　 048-641-5080 滝澤　仁志　 令和4年2月7日 令和10年2月29日 第2-2075号 飲食店営業

141 北野麦酒場 さいたま市大宮区浅間町２－４７　ｃｈｅｎｅ氷川参道２Ｆ 北野　貴之　 令和4年2月18日 令和10年2月29日 第2-2218号 飲食店営業

142 安楽亭　大宮大成店 さいたま市大宮区大成町２－１９５　 048-654-2861 株式会社ＦＳＤ 令和4年2月24日 令和10年2月29日 第2-2421号 飲食店営業

143 匠 さいたま市大宮区大成町３－３３８　 048-665-3808 井出　武男　 令和4年2月7日 令和10年2月29日 第2-2127号 飲食店営業

144 居酒屋　童 さいたま市大宮区大成町３－５０６　 048-653-3977 齋藤　由美子　 令和4年2月18日 令和10年2月29日 第2-2188号 飲食店営業

145 セブンイレブンさいたま大成町３丁目店 さいたま市大宮区大成町３－５４４－１　 048-654-0775 藤野　佳子　 令和4年2月4日 令和10年2月29日 第2-2246号 飲食店営業

146 むーんしゃいん さいたま市大宮区大門町２－１１３－３　 048-643-2674 星野　剛久　 令和4年2月2日 令和10年2月29日 第2-2290号 飲食店営業

147 Ｂ＆Ｉ　１３０７ さいたま市大宮区大門町２－１１８　 048-641-5311 グリーンホスピタリティフードサービス株式会社 令和4年2月25日 令和10年2月29日 第2-2137号 飲食店営業

148 ＣｏｎｅＹａｋｉ－０４８ さいたま市大宮区大門町３－１９７　 048-782-5059 株式会社ＪＯＹＮＴ　ＬＩＦＥ 令和4年2月16日 令和10年2月29日 第2-2295号 飲食店営業

149 ｇｉｒｌ’ｓ　ｃａｆｅ　Ａ－ｇｉｒｌ さいたま市大宮区仲町１－１０８－１１　東通プラザ１Ｆ 048-648-2300 合同会社Ｓ 令和4年2月17日 令和10年2月29日 第2-2265号 飲食店営業

150 Ｋ’ｓ　ＬＡＢＯ さいたま市大宮区仲町１－１０８－７　２．３Ｆ 048-645-5115 北見　忍　 令和4年2月18日 令和10年2月29日 第2-2232号 飲食店営業

151 牛たん　司　分店鷹 さいたま市大宮区仲町１－１２５－１４　日置ビル１Ｆ 048-642-2217 株式会社オリオン 令和4年2月24日 令和10年2月29日 第2-2452号 飲食店営業

152 ろばた焼　北海 さいたま市大宮区仲町１－５０　 048-647-2525 有限会社北海 令和4年2月2日 令和10年2月29日 第2-2238号 飲食店営業

153 春日 さいたま市大宮区仲町１－６２　 048-644-9043 纐纈　武志　 令和4年2月3日 令和10年2月29日 第2-2124号 飲食店営業

154 樹 さいたま市大宮区仲町１－６２－３　 048-644-9017 大島　樹蓮　 令和4年2月10日 令和9年2月28日 第2-2229号 飲食店営業

155 ＣＲＵＮＫ　ＲＡＮＧＥＲＳ　ＣＬＵＢ さいたま市大宮区仲町１－６６－２　ドミノ杉浦ビル　２Ｆ　Ａ号室 堀内　信人　 令和4年2月15日 令和10年2月29日 第2-2345号 飲食店営業

156 セイリング さいたま市大宮区仲町１－８０　もりくま４　２階 048-644-9110 合同会社平安 令和4年2月10日 令和10年2月29日 第2-2266号 飲食店営業

157 ミュージックラウンジ　アンジュ さいたま市大宮区仲町２－５４　ＭＧビル３Ｆ 048-642-1944 株式会社ＴＭＳ 令和4年2月3日 令和10年2月29日 第2-2283号 飲食店営業

158 ファミリーマート大宮仲町二丁目店 さいたま市大宮区仲町２－７５－１　 048-650-9510 株式会社ファミリーマート 令和4年2月25日 令和10年2月29日 第2-2425号 飲食店営業

159 Ｎｉｃａｉ さいたま市大宮区天沼町１－１０９－２　 山崎　克也　 令和4年2月10日 令和9年2月28日 第2-2346号 飲食店営業

160 愛花夢 さいたま市大宮区天沼町１－６２１－１４２　トヨシマハイツ１Ｆ 048-642-0538 関井　みち子　 令和4年2月15日 令和9年2月28日 第2-2191号 飲食店営業

4 / 6 ページ



№ 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
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161 手打ち麺　しまばら さいたま市大宮区天沼町１－６５　 048-648-3308 小川　洋　 令和4年2月2日 令和10年2月29日 第2-2128号 飲食店営業

162 串焼きうまか市場　まるし　さいたま新都心店 さいたま市大宮区北袋町１－１０３－１　中村ビル１Ｆ 048-783-4317 マルシ株式会社 令和4年2月28日 令和10年2月29日 第2-2501号 飲食店営業

163 アルピーノ さいたま市大宮区北袋町１－１３０－１　 048-641-9489 株式会社アルピーノ 令和4年2月3日 令和10年2月29日 第2-2168号 飲食店営業

164 新道山家（旅館部） さいたま市大宮区堀の内町３－１１０　 048-641-0501 有限会社新道山家 令和4年2月25日 令和10年2月29日 第2-2307号 飲食店営業

165 新道山家（料亭部） さいたま市大宮区堀の内町３－１１０　 048-641-0501 有限会社新道山家 令和4年2月25日 令和10年2月29日 第2-2308号 飲食店営業

166 めんこいや さいたま市中央区下落合４－１４－１７　 048-711-3700 ｎｏｕｖｅ株式会社 令和4年2月22日 令和10年3月31日 第2-2323号 飲食店営業

167 Ｌｅ　Ｃｏｆｆｒｅｔ さいたま市中央区上落合３－７－８　 048-859-1520 野間　敬二　 令和4年2月8日 令和10年3月31日 第2-2341号 飲食店営業

168 ＧＡＬＡ　ＢＡＲ　ＭＩＺＵＮＯ さいたま市中央区上落合４－２－２３　 048-859-3511 株式会社ＧＡＬＡ　ＭＩＺＵＮＯ 令和4年2月15日 令和10年3月31日 第2-2338号 飲食店営業

169 唐揚げ　醍醐味　大戸店 さいたま市中央区大戸３－１１－９　 048-711-8187 株式会社Ｃ－ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 令和4年2月28日 令和10年3月31日 第2-2438号 飲食店営業

170 ハローシステムエンジニアリング株式会社 さいたま市中央区八王子４－４－２０　 048-840-2155 ハローシステムエンジニアリング株式会社 令和4年2月8日 令和10年3月31日 第2-2215号 飲食店営業

171 ミント さいたま市中央区本町西１－１－１７　 048-852-2215 寺山　佳代子　 令和4年2月18日 令和10年3月31日 第2-2382号 飲食店営業

172 うなぎ相川屋 さいたま市中央区本町東５－８－７　 048-853-6141 菊地　ゆみ　 令和4年2月24日 令和10年3月31日 第2-2406号 飲食店営業

173 宅食ライフ浦和店 さいたま市南区太田窪２６３５－１　 048-789-6946 岩崎　修一　 令和4年2月2日 令和9年5月31日 第2-2146号 飲食店営業

174 里美食堂 さいたま市南区大谷場１－８－４２　２号スタンド１階 浅野　里美　 令和4年2月9日 令和10年5月31日 第2-2322号 飲食店営業

175 辰巳屋 さいたま市南区大谷場１－８－４２　３号スタンド４階 吉田　ひろみ　 令和4年2月16日 令和10年5月31日 第2-2236号 飲食店営業

176 プレミアムカルビ浦和店 さいたま市南区辻３－１－２５　 048-845-2929 株式会社神戸物産 令和4年2月25日 令和10年5月31日 第2-2330号 飲食店営業

177 げんきや さいたま市南区南浦和２－２３－６　１Ｆ 清宮　香　 令和4年2月9日 令和10年5月31日 第2-2329号 飲食店営業

178 ガリ飯くん　南浦和店 さいたま市南区南浦和２－２７－６　 Ｓ．Ｈ．Ｎ株式会社 令和4年2月14日 令和10年5月31日 第2-2363号 飲食店営業

179 笑福万来 さいたま市南区南浦和２－３３－２　 深海　万記　 令和4年2月4日 令和9年5月31日 第2-2155号 飲食店営業

180 ぶるじょわ さいたま市南区南本町１－３－１５　 048-762-7773 村田　洋司　 令和4年2月14日 令和10年5月31日 第2-2306号 飲食店営業

181 ファミリーマート　さいたま白幡四丁目 さいたま市南区白幡４－２８－１２　 048-872-8335 張　剣虹　 令和4年2月17日 令和10年5月31日 第2-2385号 飲食店営業

182 セブン－イレブン　さいたま文蔵５丁目店 さいたま市南区文蔵５－６－１０　 048-838-1710 但木　満宏　 令和4年2月4日 令和10年5月31日 第2-2214号 飲食店営業

183 ヤマショウ　定食事業部 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2月15日 令和10年3月31日 第2-2396号 飲食店営業

184 ぎょうざの満洲　宮原駅前店 さいたま市北区宮原町２－２１－５　サクラビル大宮１階 048-651-1023 株式会社ぎょうざの満洲 令和4年2月24日 令和10年3月31日 第2-2427号 飲食店営業

185 ｂｅｋｋａｎ さいたま市北区宮原町２－２２－１４　ＡＸＩＳ宮原駅前ビル１Ａ号室 048-788-3090 株式会社キルク 令和4年2月28日 令和10年3月31日 第2-2474号 飲食店営業

186 インドカレーヘブン　宮原店 さいたま市北区宮原町３－３７６－１　 048-729-6477 株式会社エス・ピ 令和4年2月24日 令和10年3月31日 第2-2393号 飲食店営業

187 コメダ珈琲店　大宮土呂店 さいたま市北区土呂町１－６３－９　 048-788-2166 株式会社カゴハラゴルフ 令和4年2月28日 令和10年3月31日 第2-2508号 飲食店営業

188 ライフデリ大宮・北店 さいたま市北区東大成町１－４５４－２　１階 ＨＵＢｓ合同会社 令和4年2月15日 令和9年3月31日 第2-2371号 飲食店営業

189 株式会社国土信和 さいたま市北区日進町１－４０－７　 048-663-4241 株式会社国土信和 令和4年2月24日 令和10年3月31日 第2-2412号 飲食店営業

190 ガリ飯くん　土呂店 さいたま市北区本郷町３３０－１１　 Ｓ．Ｈ．Ｎ株式会社 令和4年2月7日 令和10年3月31日 第2-2325号 飲食店営業

191 かよちゃん家 さいたま市緑区三室１３５８－４　 加藤　佳世子　 令和4年2月16日 令和10年5月31日 第2-2347号 飲食店営業

192 サンマルク　浦和芝原店 さいたま市緑区芝原２－１－１　 048-876-2309 株式会社サンマルク 令和4年2月1日 令和10年1月31日 第2-2313号 飲食店営業

193 季節料理　さざ波 さいたま市緑区太田窪３－２－４－１　 048-884-5653 山崎　武　 令和4年2月8日 令和10年5月31日 第2-2134号 飲食店営業

194 セブン－イレブンさいたま中尾緑島店 さいたま市緑区中尾２５０１－１　 048-875-7771 北井　健次　 令和4年2月21日 令和10年5月31日 第2-2431号 飲食店営業

195 セブン－イレブンさいたま中尾駒前店 さいたま市緑区中尾３６３６　 048-873-7106 澤海　良之　 令和4年2月21日 令和10年5月31日 第2-2436号 飲食店営業

196 ローソンさいたま東浦和二丁目店 さいたま市緑区東浦和２－２３－１０　 048-810-6060 株式会社ローソンアーバンワークス 令和4年2月17日 令和10年5月31日 第4-40号 飲食店営業

197 セブンイレブン東浦和駅北通り店 さいたま市緑区東浦和３－１－１　 048-875-2778 髙岡　正年　 令和4年2月17日 令和10年5月31日 第2-2411号 飲食店営業

198 串と餃子と屋台料理　５５酒場 さいたま市緑区東浦和４－１－２６　ＥＸビル１階 048-829-9222 株式会社ロット 令和4年2月1日 令和10年1月31日 第2-2171号 飲食店営業

199 セブン－イレブンさいたま道祖土２丁目店 さいたま市緑区道祖土２－１７－１６　 048-881-7227 木名瀬　宏則　 令和4年2月21日 令和10年5月31日 第2-2447号 飲食店営業

200 セブン－イレブン　浦和美園駅前店 さいたま市緑区美園４－１１－９　 048-878-5555 簑口　一博　 令和4年2月22日 令和10年5月31日 第2-2458号 飲食店営業
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201 Ｌｅｓ　Ｊｕｍｅｌｌｅｓ　Ｄｅｕｘ さいたま市浦和区岸町６－５－２２　シャンボール浦和１０４号 風見　由佳子　 令和4年2月14日 令和10年2月29日 第2-2331号 菓子製造業

202 フロプレステージュ 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 令和4年2月24日 令和10年2月29日 第2-2358号 菓子製造業

203 神戸屋キッチン　デリ＆カフェ　アトレ浦和店 さいたま市浦和区高砂１－１６－１２　アトレ浦和 048-811-2205 株式会社神戸屋レストラン 令和4年2月4日 令和10年2月29日 第2-2269号 菓子製造業

204 ソイスタイル　スイーツ さいたま市浦和区常盤９－３３－２　 048-711-7788 株式会社ソイスタイル 令和4年2月18日 令和10年2月29日 第2-2121号 菓子製造業

205 ＯｔＴＩＭＯ さいたま市浦和区常盤９－３３－３　 048-825-2266 株式会社エス・ユナイテッド 令和4年2月16日 令和10年2月29日 第2-2227号 菓子製造業

206 ＢＡＭＢＡ　９５０－２ さいたま市岩槻区南下新井９５０－２　 松原　亜実　 令和4年2月22日 令和9年5月31日 第2-2367号 菓子製造業

207 焼き菓子工房　福美屋 さいたま市見沼区堀崎町１１０７－１６　 福島　直美　 令和4年2月8日 令和10年5月31日 第2-1831号 菓子製造業

208 アングランパ さいたま市大宮区吉敷町４－１８７－１　 048-645-4255 株式会社ＴＲＡＤＩＴＩＯＮ 令和4年2月7日 令和10年2月29日 第2-2277号 菓子製造業

209 株式会社木下製餡 さいたま市大宮区桜木町４－４３１－１　 048-643-1054 株式会社木下製餡 令和4年2月17日 令和10年2月29日 第2-2131号 菓子製造業

210 芙蓉茶寮 さいたま市大宮区寿能町１－８１－１２　顕正新聞社第２別館内２階 井上　和美　 令和4年2月24日 令和10年2月29日 第2-2481号 菓子製造業

211 大宮髙島屋　６階　催事場－４ さいたま市大宮区大門町１－３２　 048-643-1111 株式会社髙島屋 令和4年2月14日 令和10年2月29日 第2-2257号 菓子製造業

212 むーんしゃいん さいたま市大宮区大門町２－１１３－３　 048-643-2674 星野　剛久　 令和4年2月2日 令和10年2月29日 第2-2289号 菓子製造業

213 素朴な素材 さいたま市大宮区仲町１－１２３　 村山　亜紀　 令和4年2月18日 令和10年2月29日 第2-2370号 菓子製造業

214 Ｌｅ　Ｃｏｆｆｒｅｔ さいたま市中央区上落合３－７－８　 048-859-1520 野間　敬二　 令和4年2月8日 令和10年3月31日 第2-2342号 菓子製造業

215 サンマルク　浦和芝原店 さいたま市緑区芝原２－１－１　 048-876-2309 株式会社サンマルク 令和4年2月1日 令和10年1月31日 第2-2314号 菓子製造業

216 第一低温売場 さいたま市北区吉野町２－１３－８　 048-666-3126 株式会社埼玉県魚市場 令和4年2月24日 令和10年3月31日 第2-2476号 魚介類競り売り営業

217 東信水産　すし処 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 令和4年2月24日 令和10年2月29日 第2-2352号 魚介類販売業

218 魚力アトレ浦和店 さいたま市浦和区高砂１－１６－１２　アトレ浦和 048-811-2235 株式会社魚力 令和4年2月24日 令和10年2月29日 第2-2442号 魚介類販売業

219 いなげや浦和ときわ店 さいたま市浦和区常盤５－１－３　 048-832-5864 株式会社いなげや 令和4年2月25日 令和10年2月29日 第4-39号 魚介類販売業

220 鮮魚専門店　海宝丸　さいたま三橋店 さいたま市大宮区三橋１－１１８８－１　 048-657-7460 株式会社三和 令和4年2月3日 令和10年2月29日 第2-2261号 魚介類販売業

221 肉のたかはし さいたま市浦和区元町２－１２－１４　 048-886-6029 有限会社肉のたかはし 令和4年2月14日 令和10年2月29日 第2-2280号 食肉販売業

222 日進ハム（下処理） 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 令和4年2月24日 令和10年2月29日 第2-2353号 食肉販売業

223 鶏三和 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 令和4年2月24日 令和10年2月29日 第2-2355号 食肉販売業

224 イセタンミート 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 令和4年2月24日 令和10年2月29日 第2-2359号 食肉販売業

225 肉処たかぎ さいたま市浦和区高砂１－１６－１２　アトレ浦和 048-811-2229 株式会社タカギフーズ 令和4年2月9日 令和10年2月29日 第2-2249号 食肉販売業

226 いなげや浦和ときわ店 さいたま市浦和区常盤５－１－３　 048-832-5864 株式会社いなげや 令和4年2月25日 令和10年2月29日 第4-38号 食肉販売業

227 有限会社中村畜産 さいたま市大宮区櫛引町１－１　 048-663-5212 有限会社中村畜産 令和4年2月16日 令和10年2月29日 第2-2262号 食肉販売業

228 ミートショップ　フレンズ さいたま市大宮区三橋１－１１８８－１　 048-642-5629 株式会社ジャンプ 令和4年2月28日 令和10年2月29日 第2-2222号 食肉販売業

229 大宮マツモトミート さいたま市北区吉野町２－２２６－１　（６０５）（６０６） 048-664-5762 株式会社松本商店 令和4年2月24日 令和10年3月31日 第2-2419号 食肉販売業

230 鰹節　川金 さいたま市大宮区大門町２－２５－２　野原ビル２階 048-642-3090 松本　卓也　 令和4年2月28日 令和10年2月29日 第2-2407号 食品の小分け業
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