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1 ラーメン鷹の目　大宮店 さいたま市大宮区大門町１－１３ 株式会社ＨａｗｋＦｏｏｄｓ　代表取締役　近藤　大貴 令和3年3月31日 令和9年6月30日 第1-2591号 めん類製造業

2 松月 さいたま市浦和区岸町６－７－２７ 茂木　祥太 令和3年3月11日 令和9年6月30日 第1-2467号 飲食店営業

3 元町たいよう保育園 さいたま市浦和区元町２－２１－９ いとはんフーズ株式会社　代表取締役　服部　秀逸 令和3年3月29日 令和9年6月30日 第1-2555号 飲食店営業

4 うぐす保育園　浦和元町 さいたま市浦和区元町２－２３－１５ いとはんフーズ株式会社　代表取締役　服部　秀逸 令和3年3月29日 令和9年6月30日 第1-2556号 飲食店営業

5 明治屋ＰＲＯＶＩＳＩＯＮＳ＆ＷＩＮＥＳ　浦和 さいたま市浦和区高砂１－１２－１　　コミュニティプラザ・コルソ１階 048-711-6713 株式会社明治屋　代表取締役　松沢　幸一 令和3年3月16日 令和9年6月30日 第1-2426号 飲食店営業

6 仙台牛たん　みやぎ さいたま市浦和区高砂１－１５－１　　７Ｆイートパラダイス ロイヤル商事株式会社　代表取締役　原田　洋司 令和3年3月3日 令和9年6月30日 第1-2292号 飲食店営業

7 ＧＩＴＡ さいたま市浦和区上木崎１－７－１　　１Ｆ ＧＳ株式会社　代表取締役　カンデル・ホーマナタ 令和3年3月26日 令和9年6月30日 第1-2553号 飲食店営業

8 たまちゃん さいたま市浦和区常盤１０－９－２　　市川ビル１Ｆ 酒井　久江 令和3年3月10日 令和9年6月30日 第1-2447号 飲食店営業

9 おでんと和食　まきのや さいたま市浦和区常盤９－１６－７　　Ｋ２Ｈ１０２ 牧野　晃昌 令和3年3月9日 令和9年6月30日 第1-2395号 飲食店営業

10 味曽ラーメン専門店　日月堂 さいたま市浦和区常盤９－３４－１０　　松村第二ビル 株式会社ジンクル　代表取締役　小林　宏明 令和3年3月26日 令和9年6月30日 第1-2488号 飲食店営業

11 千寿庵 さいたま市浦和区仲町４－１－１５　　恭永ビル１Ｆ 田村　恭男 令和3年3月9日 令和9年6月30日 第1-2446号 飲食店営業

12 平和軒 さいたま市浦和区東高砂町１７－１ 中條　守 令和3年3月9日 令和9年6月30日 第1-2462号 飲食店営業

13 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 髙岡　正年 令和3年3月23日 令和9年6月30日 第1-2401号 飲食店営業

14 すし処　みな川 さいたま市浦和区東高砂町２－３ 048-887-0555 皆川　裕 令和3年3月12日 令和9年6月30日 第1-2460号 飲食店営業

15 鰻むさし乃 さいたま市浦和区東高砂町８－３ 株式会社イールムサシノ　代表取締役　池田　国房 令和3年3月17日 令和9年6月30日 第1-2479号 飲食店営業

16 ちゃんまる さいたま市浦和区東高砂町９－１５ 遠井　祐樹 令和3年3月2日 令和8年6月30日 第1-2355号 飲食店営業

17 ミュージックなごみ さいたま市浦和区東仲町１８－７ 袴田　慶子 令和3年3月17日 令和8年6月30日 第1-2503号 飲食店営業

18 ア・ロック さいたま市浦和区北浦和１－１１－２０ 岩﨑　栄 令和3年3月9日 令和9年6月30日 第1-2442号 飲食店営業

19 立ち呑み　しゅらん　弐 さいたま市浦和区北浦和１－２－１５ 合同会社エルレガロ　代表社員　古川　淳 令和3年3月2日 令和9年6月30日 第1-2379号 飲食店営業

20 有限会社　澄寿司 さいたま市浦和区領家７－２９－１１ 有限会社澄寿司　代表取締役　佐々木　健 令和3年3月9日 令和9年6月30日 第1-2464号 飲食店営業

21 酒処りん さいたま市岩槻区愛宕町１０－１０ 下田　節子 令和3年3月24日 令和9年5月31日 第1-2521号 飲食店営業

22 日高屋　岩槻インター店 さいたま市岩槻区加倉５－８－６３ 株式会社ハイデイ日高　代表取締役　高橋　均 令和3年3月8日 令和9年5月31日 第1-2295号 飲食店営業

23 ふじわらさんちの食卓 さいたま市岩槻区岩槻６９１５－５ 藤原　靖子 令和3年3月11日 令和9年5月31日 第1-2411号 飲食店営業

24 浦和美園まりーな保育園 さいたま市岩槻区美園東１－１２－５ いとはんフーズ株式会社　代表取締役　服部　秀逸 令和3年3月24日 令和9年5月31日 第1-2526号 飲食店営業

25 エタニティ（ｅｔｅｒｎｉｔｙ） さいたま市岩槻区並木１－６－１ 宮崎　崇 令和3年3月22日 令和9年5月31日 第1-2492号 飲食店営業

26 酒処　楽 さいたま市岩槻区本宿１８３－１ 中里　範子 令和3年3月23日 令和8年5月31日 第1-2547号 飲食店営業

27 （酒家）ピアルのぴいちゃん さいたま市岩槻区本町１－１１－１０ 山本　勝恵 令和3年3月10日 令和9年5月31日 第1-2463号 飲食店営業

28 丸山記念総合病院 さいたま市岩槻区本町２－１０－５ 048-757-3511 日清医療食品株式会社　代表取締役　菅井　正一 令和3年3月22日 令和9年5月31日 第1-2475号 飲食店営業

29 赤レンガ さいたま市岩槻区本町３－１０－１１ 有限会社赤レンガ　代表取締役　鈴木　研次 令和3年3月10日 令和9年5月31日 第1-2444号 飲食店営業

30 スナック　リンク さいたま市岩槻区本町３－１０－１６　　ツルヤビル１階 西山　光 令和3年3月19日 令和9年5月31日 第1-2515号 飲食店営業

31 スナック　ジョンノヴィ さいたま市岩槻区本町３－１１－５　　勝田ビル２Ｆ 西山　光 令和3年3月19日 令和9年5月31日 第1-2516号 飲食店営業

32 ｇａｇａｙａ さいたま市岩槻区本町４－２－３６　　ムラマツビル１Ｆ 野原　朝和 令和3年3月11日 令和9年5月31日 第1-2471号 飲食店営業

33 居酒屋　藤 さいたま市岩槻区本町６－２－２ 藤延　美代子 令和3年3月23日 令和9年5月31日 第1-2544号 飲食店営業

34 ｉｃｈｉ さいたま市見沼区御蔵１４３２－１７　　プラザ御蔵１０３号室 令和3年3月1日 令和9年5月31日 第1-2231号 飲食店営業

35 花水木 さいたま市見沼区小深作７５８ サイカンシステム株式会社　代表取締役　和田　浩明 令和3年3月30日 令和9年5月31日 第1-2545号 飲食店営業

36 カラオケ－マルタ さいたま市見沼区大谷１６８８ 本田　矢英子 令和3年3月4日 令和8年5月31日 第1-2394号 飲食店営業

37 金 さいたま市見沼区大谷１７７０－１ 株式会社金　代表取締役　金　昌烈 令和3年3月4日 令和9年5月31日 第1-2332号 飲食店営業

38 居酒屋Ｍ’ｓ さいたま市見沼区大谷１７７８－８ 熊﨑　仁美 令和3年3月23日 令和9年5月31日 第1-2504号 飲食店営業

39 Ｂａｒ　Ｗｉｓｔｅｒｉａ さいたま市見沼区大和田町１－１３８５－２ 清野　宏明 令和3年3月16日 令和9年5月31日 第1-2493号 飲食店営業

40 ＭＡＳＡＬＡ　ＺＡＩＫＡ さいたま市見沼区大和田町２－１３０２－１ ＫＨＡＮ　ＡＢＤＵＬ　ＷＡＨＡＢ 令和3年3月9日 令和9年5月31日 第1-2378号 飲食店営業

営業許可施設（令和03年3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3月）　※自動車・自動販売機・簡易な営業・行商を除く　

41 ＫＡＴＨＭＡＮＤＵ　ＫＩＴＣＨＥＮ＆ＢＡＲ さいたま市見沼区東大宮４－１９－８－１０１ ＳＡＡＮＶＩ合同会社　代表社員　ドラル・プラモド 令和3年3月5日 令和9年5月31日 第1-2408号 飲食店営業

42 円居日和 さいたま市見沼区東大宮４－８－１６ 高橋　進 令和3年3月29日 令和9年5月31日 第1-2576号 飲食店営業

43 居酒屋　あい さいたま市見沼区東大宮５－２９－１　　長谷川ビル１Ｆ　３ 鮎川　茂子 令和3年3月25日 令和8年5月31日 第1-2539号 飲食店営業

44 居酒屋　家紋 さいたま市見沼区東大宮５－４０－１２ 野原　麻衣子 令和3年3月2日 令和8年5月31日 第1-2399号 飲食店営業

45 カラオケ　ソニック さいたま市見沼区風渡野３５１－１１ 株式会社埼玉開発　代表取締役　原口　忠 令和3年3月22日 令和9年5月31日 第1-2523号 飲食店営業

46 七里ベース さいたま市見沼区風渡野６０９－６ 令和3年3月9日 令和9年5月31日 第1-2380号 飲食店営業

47 あい吉 さいたま市桜区五関３３５－５ 株式会社平和観光　代表取締役　北見　圭一 令和3年3月22日 令和9年3月31日 第1-2518号 飲食店営業

48 中浦和たいよう保育園 さいたま市桜区西堀１－５－２６ いとはんフーズ株式会社　代表取締役　服部　秀逸 令和3年3月25日 令和9年3月31日 第1-2525号 飲食店営業

49 クボタアグリサービス東京事務所 さいたま市桜区西堀５－２－３６ シダックスコントラクトフードサービス株式会社　代表取締役　佐藤　好男 令和3年3月11日 令和9年3月31日 第1-2296号 飲食店営業

50 ＬＪ　ｃａｆｅ さいたま市桜区道場２－１３－１０ 合同会社ＬＪｗｏｒｋｓ　代表社員　遠藤　智美 令和3年3月19日 令和9年3月31日 第1-2133号 飲食店営業

51 Ｍａｋｏｔｏｐａｎ さいたま市桜区白鍬２６１－２ 048-799-2121 株式会社Ｍａｋｏｔｏｐａｎ　代表取締役　鈴木　誠 令和3年3月17日 令和9年3月31日 第1-2468号 飲食店営業

52 くれよん保育園 さいたま市西区宮前町１２３７－５ 株式会社ＬＥＯＣ　代表取締役　田島　利行 令和3年3月25日 令和9年3月31日 第1-2315号 飲食店営業

53 みなとや さいたま市西区指扇２７１９－２ 内田　薫 令和3年3月19日 令和9年3月31日 第1-2388号 飲食店営業

54 鳥雄 さいたま市西区指扇領別所３８２－１９ 町田　雄也 令和3年3月8日 令和9年3月31日 第1-2441号 飲食店営業

55 ハワイアンカフェ～ルアナ～ さいたま市西区西大宮３－１９－１２ 社会福祉法人独歩　理事長　串田　由幸 令和3年3月4日 令和9年3月31日 第1-2084号 飲食店営業

56 明日香西大宮保育園 さいたま市西区西大宮３－１９－６ 日清医療食品株式会社　代表取締役　菅井　正一 令和3年3月25日 令和9年3月31日 第1-2474号 飲食店営業

57 西大宮まりーな保育園 さいたま市西区西大宮３－６１－７ いとはんフーズ株式会社　代表取締役　服部　秀逸 令和3年3月29日 令和9年3月31日 第1-2558号 飲食店営業

58 西大宮はばたき保育園 さいたま市西区西大宮３－９－３ いとはんフーズ株式会社　代表取締役　服部　秀逸 令和3年3月29日 令和9年3月31日 第1-2559号 飲食店営業

59 メフォス東日本１０５０７ さいたま市西区西大宮４－１－４ 株式会社メフォス東日本　代表取締役　岡田　泰紀 令和3年3月23日 令和9年3月31日 第1-1865号 飲食店営業

60 桃月園ツリーハウスカフェ さいたま市西区西遊馬３１３１ 伊藤　昭子 令和3年3月9日 令和8年3月31日 第1-2328号 飲食店営業

61 桃月園フォーリストカフェ さいたま市西区西遊馬３１３１ テンガ　デービット 令和3年3月9日 令和8年3月31日 第1-2329号 飲食店営業

62 杜の図書館 さいたま市西区西遊馬３１３１ 伊藤　昭子 令和3年3月31日 令和8年3月31日 第1-2613号 飲食店営業

63 ガラスアトリエ＆カフェ　ｍｏｍｏ さいたま市西区西遊馬３１３１ 伊藤　昭子 令和3年3月31日 令和8年3月31日 第1-2614号 飲食店営業

64 ツバキ さいたま市大宮区下町１－２５ 近藤　鈴子 令和3年3月30日 令和8年6月30日 第1-2501号 飲食店営業

65 ＨＥＢＥＲＥＫＥ さいたま市大宮区下町１－３０　　藤沼ビル２０２ 048-674-7096 庄司　笑美子 令和3年3月15日 令和9年6月30日 第1-2495号 飲食店営業

66 和三盆 さいたま市大宮区下町１－４３－８　　ＣＯＴＴＯＮ　ＣＡＮＤＹ　ＳＨＩＭＯＣＨＯ　７Ｆ・８Ｆ 株式会社和三盆　代表取締役　佐藤　由盛 令和3年3月19日 令和9年6月30日 第1-2368号 飲食店営業

67 レモネードｂｙレモニカ　コクーンシティ　コクーン２店 さいたま市大宮区吉敷町４－２６３－１　　コクーンシティ　コクーン２ 株式会社シスタ　代表取締役　渡邊　通世 令和3年3月17日 令和9年6月30日 第1-2466号 飲食店営業

68 金曜のからあげ さいたま市大宮区宮町１－３６　　見留ビル１Ｆ 松島　早葉子 令和3年3月8日 令和9年6月30日 第1-2400号 飲食店営業

69 Ｋｉｄｓ　Ｋｉｔｃｈｅｎ さいたま市大宮区宮町１－３６　　見留ビル１階 田代　秀一 令和3年3月19日 令和9年6月30日 第1-2519号 飲食店営業

70 円居　大宮店 さいたま市大宮区宮町１－４１　　八千代ビル７Ｆ 048-871-7375 鉄板焼潤斗株式会社　代表取締役　鈴木　琢磨 令和3年3月18日 令和9年6月30日 第1-2432号 飲食店営業

71 焼鳥　鳥せい　大宮店 さいたま市大宮区宮町１－４４　　瀧澤ビル２Ｆ 株式会社鳥誠　代表取締役　張ケ谷　栄司 令和3年3月19日 令和9年6月30日 第1-2507号 飲食店営業

72 ニュークレア さいたま市大宮区宮町１－８１　　第二オハナビル１階、２階 篠﨑　庸 令和3年3月8日 令和8年6月30日 第1-2404号 飲食店営業

73 Ｃａｎ　Ｓｉｎｇ　ＢＡＲ　居場所 さいたま市大宮区宮町２－３　　吾妻ビル２Ｆ 川前　優輔 令和3年3月31日 令和9年6月30日 第1-2554号 飲食店営業

74 玄米食堂あえん　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 株式会社モスフードサービス　代表取締役　中村　栄輔 令和3年3月26日 令和9年6月30日 第1-2529号 飲食店営業

75 Ｙ．Ｓ－ＫＩＴＣＨＥＮ（メインスタンド側） さいたま市大宮区高鼻町４ 株式会社アスレプランニング　代表取締役　室田　卓也 令和3年3月5日 令和9年6月30日 第1-2438号 飲食店営業

76 そごう大宮店　惣菜３ さいたま市大宮区桜木町１－６－２ 048-657-7150 株式会社そごう・西武　代表取締役　林　拓二 令和3年3月16日 令和9年6月30日 第1-2469号 飲食店営業

77 ＴＥＲＭＥ さいたま市大宮区桜木町１－６－２　　９階　そごう大宮店内 株式会社トリコロール　代表取締役　柴田　直孝 令和3年3月31日 令和9年6月30日 第1-2600号 飲食店営業

78 創作手作り工房　どんじゅーる さいたま市大宮区桜木町１－６－２　　Ｂ１ 有限会社プチグローブ　取締役　吉田　勝紀 令和3年3月16日 令和9年6月30日 第1-2425号 飲食店営業

79 甘味処鎌倉　大宮一の宮通り店 さいたま市大宮区桜木町２－３　　大宮マルイ１階 門間　志保 令和3年3月1日 令和9年2月28日 第1-2313号 飲食店営業

80 おでんバー彰 さいたま市大宮区桜木町２－３５１　　田中ビル１Ｆ 熊谷　彰人 令和3年3月11日 令和9年6月30日 第1-2448号 飲食店営業
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81 きまぐれ さいたま市大宮区三橋４－３４９－７ 048-668-2399 竹林　均 令和3年3月23日 令和9年6月30日 第1-2494号 飲食店営業

82 スナック　らん さいたま市大宮区三橋４－９９１－６ 中村　憲幸 令和3年3月4日 令和8年6月30日 第1-2439号 飲食店営業

83 ラーメン鷹の目　大宮店 さいたま市大宮区大門町１－１３ 株式会社ＨａｗｋＦｏｏｄｓ　代表取締役　近藤　大貴 令和3年3月31日 令和9年6月30日 第1-2591号 飲食店営業

84 レフ大宮ｂｙベッセルホテルズ さいたま市大宮区大門町２－１１６－６ 048-650-1900 後藤　貴人 令和3年3月26日 令和9年6月30日 第1-2517号 飲食店営業

85 大宮　大勝軒 さいたま市大宮区大門町２－１１７ 株式会社海元　代表取締役　松岡　誠 令和3年3月5日 令和9年6月30日 第1-2437号 飲食店営業

86 ＡＱＣＩＡ　ＤＩＶＥＨＯＵＳＥ さいたま市大宮区大門町３－１０３－１ 株式会社インプレシー　代表取締役　濵野　兼太郎 令和3年3月2日 令和9年6月30日 第1-2428号 飲食店営業

87 クラブ　ルパン さいたま市大宮区仲町１－１７　　大東ビル３階 株式会社バックレッヂ　代表取締役　浦野　敦史 令和3年3月8日 令和9年6月30日 第1-2134号 飲食店営業

88 アリア さいたま市大宮区仲町１－２１　　毎日会館ビル地下１階Ｂ・Ｃ号室 株式会社カネコ　代表取締役　歳納　芳貴 令和3年3月8日 令和9年6月30日 第1-2381号 飲食店営業

89 マーキュリー さいたま市大宮区仲町１－５０　　福田産業ビル２階２０３号室 株式会社ＲＲ　代表取締役　村松　麻実 令和3年3月30日 令和9年6月30日 第1-2453号 飲食店営業

90 ＮＭ さいたま市大宮区仲町１－５０　　福田産業ビル２階２１０号室 合同会社ＪＭ　代表社員　村上　準 令和3年3月29日 令和8年6月30日 第1-2537号 飲食店営業

91 炭火串焼台所ちっきん　大宮店 さいたま市大宮区仲町１－６５－２　　金井ビル１Ｆ 048-778-7212 臼田　俊 令和3年3月5日 令和9年6月30日 第1-2406号 飲食店営業

92 ｃｌｕｂ　Ｌｅｐｕｓ さいたま市大宮区仲町１－７７－１　　南銀センタービル６Ｆ 048-606-3310 株式会社Ｎ－Ｓｔｙｌｅ　代表取締役　大熊　志保 令和3年3月30日 令和9年6月30日 第1-2522号 飲食店営業

93 ナイトバー　ナイン さいたま市大宮区仲町１－７８－３　　玉川ビル地下１階 田巻　大輔 令和3年3月30日 令和8年6月30日 第1-2535号 飲食店営業

94 ＳＥＣＯＮＤ　ＳＥＡＳＯＮ さいたま市大宮区仲町２－５０　　大鵬スクエアビル３Ｆ 048-778-8860 後藤　恵美子 令和3年3月2日 令和9年6月30日 第1-2393号 飲食店営業

95 レストランポプラ さいたま市大宮区天沼町２－８３４－３ 048-644-4888 栄和商事有限会社　取締役　仙田　伸光 令和3年3月26日 令和9年6月30日 第1-2487号 飲食店営業

96 学校法人　愛仕学園　与野愛仕幼稚園 さいたま市中央区下落合１０３０ 株式会社ミールケア　代表取締役　関　幸博 令和3年3月2日 令和9年3月31日 第1-2370号 飲食店営業

97 カフェ・キンタロー さいたま市中央区下落合２－２－２６ 山本　雄一 令和3年3月23日 令和9年3月31日 第1-2533号 飲食店営業

98 ＫＵＲＯＫＵＭＡ　ＫＩＴＣＨＥＮ さいたま市中央区鈴谷８－９－１０　　小松崎ビル１Ｆ 安藤　亜矢 令和3年3月9日 令和9年3月31日 第1-2029号 飲食店営業

99 スナック・トップ さいたま市南区曲本５－６－３ 048-866-5366 山田　美知子 令和3年3月11日 令和9年5月31日 第1-2465号 飲食店営業

100 ＫＡＮＴ－遊び場 さいたま市南区四谷１－２－１　　マルサンストア 金子　俊彦 令和3年3月11日 令和9年5月31日 第1-2407号 飲食店営業

101 パブ寧寧 さいたま市南区四谷２－５－１９ 048-866-2250 栗山　竜太 令和3年3月19日 令和8年5月31日 第1-2512号 飲食店営業

102 ＡＳＩＡＮ　ＤＩＮＩＮＧ　ＡＮＤ　ＢＡＲ　ＬＵＭＢＩＮＩ さいたま市南区大谷口５４６６　　大谷口Ⅰ店舗１Ｆ 048-711-2523 Ｋ・Ｃ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ合同会社　代表社員　Ｋ　Ｃ　ＰＵＲＮＡ　ＢＡＨＡＤＵＲ 令和3年3月26日 令和9年5月31日 第1-2582号 飲食店営業

103 ＡＳＩＡＮ　ＤＩＮＩＮＧ　ＡＮＤ　ＢＡＲ　ＬＵＭＢＩＮＩ さいたま市南区大谷口５４６６　　大谷口Ⅰ店舗１Ｆ部分 048-711-2523 Ｋ　Ｃ　ＰＵＲＮＡ　ＢＡＨＡＤＵＲ 令和3年3月2日 令和9年5月31日 第1-2330号 飲食店営業

104 ローソンさいたま辻五丁目店 さいたま市南区辻５－８－１８ 048-863-6101 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3月12日 令和9年5月31日 第1-2440号 飲食店営業

105 いやしや さいたま市南区南浦和２－２３－６ 金子　由利子 令和3年3月2日 令和9年5月31日 第1-2331号 飲食店営業

106 韓国小料理　錦酔 さいたま市南区南浦和２－２４－１６ 048-885-0744 西本　初子 令和3年3月23日 令和9年5月31日 第1-2542号 飲食店営業

107 大衆串カツ酒場　ふみばＢａｒ さいたま市南区南浦和２－２８－１３　　タカサゴビル１Ｆ 048-767-8194 株式会社梅沢グループ　代表取締役　梅沢　祐司 令和3年3月30日 令和9年5月31日 第1-2405号 飲食店営業

108 スナック　トロピカル さいたま市南区南浦和３－５－７ 伊藤　和男 令和3年3月23日 令和9年5月31日 第1-2528号 飲食店営業

109 国産小麦１００％無添加生地のパン　ぱんだちゃん さいたま市南区別所２－１－５ 株式会社Ｍ　ｓｔａｒｔ　代表取締役　坂本　まゆみ 令和3年3月19日 令和9年5月31日 第1-2514号 飲食店営業

110 有限会社シンキー　新晨美食坊 さいたま市南区別所７－１－１６ 令和3年3月9日 令和9年5月31日 第1-2452号 飲食店営業

111 どん八 さいたま市北区宮原町２－２２－２ 株式会社オフィス・アヴェイル　代表取締役　友弘　寛隆 令和3年3月5日 令和9年3月31日 第1-2270号 飲食店営業

112 串カツ田中　宮原店 さいたま市北区宮原町３－３７６－１　　Ｄ区画 048-779-8794 株式会社串カツ田中　代表取締役　貫　啓二 令和3年3月2日 令和9年3月31日 第1-2297号 飲食店営業

113 うどんと酒　家康 さいたま市北区宮原町３－３８４ 048-662-6858 佐藤　亜貴子 令和3年3月24日 令和9年3月31日 第1-2473号 飲食店営業

114 まーぶるゆうゆう保育園 さいたま市北区宮原町４－９４－３ 株式会社ＬＥＯＣ　代表取締役　田島　利行 令和3年3月17日 令和9年3月31日 第1-2314号 飲食店営業

115 特別養護老人ホーム　今羽の森 さいたま市北区今羽町６５０－１ 株式会社ＬＥＯＣ　代表取締役　田島　利行 令和3年3月17日 令和9年3月31日 第1-2459号 飲食店営業

116 みずほ保育園大宮大成 さいたま市北区大成町４－４５３－２ 048-668-3377 いとはんフーズ株式会社　代表取締役　服部　秀逸 令和3年3月29日 令和9年3月31日 第1-2561号 飲食店営業

117 雑魚や さいたま市北区東大成町２－７１－２　　アジュール中里１Ｆ 048-729-8808 株式会社ヒューマントレジャー　代表取締役　福井　明 令和3年3月16日 令和9年3月31日 第1-2204号 飲食店営業

118 スナック紫 さいたま市北区日進町１－３９１－１ 048-665-2000 板橋　洋子 令和3年3月17日 令和8年3月31日 第1-2510号 飲食店営業

119 陸上自衛隊大宮駐屯地　隊員食堂内 さいたま市北区日進町１－４０－７ 048-663-4241 協働美装株式会社　代表取締役　丹治　松二 令和3年3月26日 令和9年3月31日 第1-2513号 飲食店営業

120 宮原西口クマさん保育所 さいたま市北区日進町３－１５０ 048-665-7760 いとはんフーズ株式会社　代表取締役　服部　秀逸 令和3年3月29日 令和9年3月31日 第1-2560号 飲食店営業
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121 Ｙ’ｓ さいたま市緑区三室２４００－８ 048-875-7572 アクトレス有限会社　代表取締役　金子　ゆかり 令和3年3月30日 令和8年5月31日 第1-2431号 飲食店営業

122 浦和学院高等学校　野球部寮 さいたま市緑区代山１７２ 048-878-2101 株式会社ＬＥＯＣ　代表取締役　田島　利行 令和3年3月15日 令和9年5月31日 第1-2351号 飲食店営業

123 ブルーエレファント保育園 さいたま市緑区大間木７８５ 048-873-0780 いとはんフーズ株式会社　代表取締役　服部　秀逸 令和3年3月29日 令和9年5月31日 第1-2557号 飲食店営業

124 配食のふれ愛　さいたま市南店 さいたま市緑区中尾９７４－９　　フローラル中尾１０２ 048-762-7105 髙濃　大款 令和3年3月30日 令和8年5月31日 第1-2563号 飲食店営業

125 三宝苑グループＭｓキッチン（Ｓ２１５） さいたま市緑区美園２－１ 048-812-2002 有限会社三宝苑　取締役　松本　和明 令和3年3月17日 令和9年5月31日 第1-2427号 飲食店営業

126 マクドナルド浦和美園店 さいたま市緑区美園４－５－１６ 048-767-7866 日本マクドナルド株式会社　代表取締役　日色　保 令和3年3月24日 令和9年5月31日 第1-2481号 飲食店営業

127 伊勢丹浦和店７Ｆ催事場４２ さいたま市浦和区高砂１－１５－１ 048-334-1111 株式会社三越伊勢丹　代表取締役　杉江　俊彦 令和3年3月3日 令和9年6月30日 第1-2412号 菓子製造業

128 菓子処　加藤製菓 さいたま市浦和区東高砂町６－２０ 048-882-4923 加藤　信行 令和3年3月12日 令和9年6月30日 第1-2458号 菓子製造業

129 有限会社大宮加工　七里工場 さいたま市見沼区新堤８０－１ 048-685-0036 有限会社大宮加工　代表取締役　荻野　能光 令和3年3月4日 令和9年5月31日 第1-2203号 菓子製造業

130 ＬＪ　ｃａｆｅ さいたま市桜区道場２－１３－１０ 048-762-8905 合同会社ＬＪｗｏｒｋｓ　代表社員　遠藤　智美 令和3年3月19日 令和9年3月31日 第1-2133号 菓子製造業

131 Ｍａｋｏｔｏｐａｎ さいたま市桜区白鍬２６１－２ 048-799-2121 株式会社Ｍａｋｏｔｏｐａｎ　代表取締役　鈴木　誠 令和3年3月17日 令和9年3月31日 第1-2468号 菓子製造業

132 甘味処鎌倉　大宮一の宮通り店 さいたま市大宮区桜木町２－３　　大宮マルイ１階 048-642-0101 門間　志保 令和3年3月1日 令和9年2月28日 第1-2313号 菓子製造業

133 ＰＡＳＴＲ’Ｙ さいたま市大宮区大門町３－１０８ 令和3年3月12日 令和9年6月30日 第1-2445号 菓子製造業

134 ＬａＶａｒｉｅ（ｍｏｒｉｎｏｃｈａｙａ） さいたま市大宮区天沼町１－６２１－１９ 048-778-9646 森野　恵子 令和3年3月26日 令和8年6月30日 第1-2489号 菓子製造業

135 ＳＨＩＮＴＯ　ＣＩＴＹ　カフェ さいたま市大宮区北袋町１－６０１－１ 048-641-2118 株式会社クオリティライフ・コンシェルジュ　代表取締役　西川　尚希 令和3年3月15日 令和9年6月30日 第1-2392号 菓子製造業

136 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 武藤　信吾 令和3年3月18日 令和9年3月31日 第1-2443号 菓子製造業

137 国産小麦１００％無添加生地のパン　ぱんだちゃん さいたま市南区別所２－１－５ 048-865-4515 株式会社Ｍ　ｓｔａｒｔ　代表取締役　坂本　まゆみ 令和3年3月19日 令和9年5月31日 第1-2514号 菓子製造業

138 ＳＨＩＮＴＯ　ＣＩＴＹ　カフェ さいたま市大宮区北袋町１－６０１－１ 048-641-2118 株式会社クオリティライフ・コンシェルジュ　代表取締役　西川　尚希 令和3年3月15日 令和9年6月30日 第1-2392号 喫茶店営業

139 とと膳　水産工場 さいたま市北区吉野町１－４１１－１０ 048-871-8513 株式会社とと膳　代表取締役　中谷　輝彦 令和3年3月19日 令和9年3月31日 第1-2324号 魚介類加工業

140 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 髙岡　正年 令和3年3月23日 令和9年6月30日 第1-2401号 魚介類販売業

141 株式会社アイスコ岩槻物流センター さいたま市岩槻区長宮１１２８－１　　南日本運輸倉庫株式会社埼玉物流センター内２Ｆ 048-792-2216 株式会社アイスコ　代表取締役　相原　貴久 令和3年3月8日 令和9年5月31日 第1-2323号 魚介類販売業

142 ローソンさいたま辻五丁目店 さいたま市南区辻５－８－１８ 048-863-6101 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3月12日 令和9年5月31日 第1-2440号 魚介類販売業

143 ＭＥＧＡドン・キホーテ武蔵浦和店 さいたま市南区白幡５－１６－１０ 048-845-6211 株式会社ドン・キホーテ　代表取締役　吉田　直樹 令和3年3月15日 令和9年5月31日 第1-2201号 魚介類販売業

144 とと膳　水産工場 さいたま市北区吉野町１－４１１－１０ 048-871-8513 株式会社とと膳　代表取締役　中谷　輝彦 令和3年3月19日 令和9年3月31日 第1-2324号 魚介類販売業

145 仙台牛たん　みやぎ さいたま市浦和区高砂１－１５－１　　７Ｆイートパラダイス 048-814-4129 ロイヤル商事株式会社　代表取締役　原田　洋司 令和3年3月3日 令和9年6月30日 第1-2292号 食肉販売業

146 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 髙岡　正年 令和3年3月23日 令和9年6月30日 第1-2401号 食肉販売業

147 株式会社アイスコ岩槻物流センター さいたま市岩槻区長宮１１２８－１　　南日本運輸倉庫株式会社埼玉物流センター内２Ｆ 048-792-2216 株式会社アイスコ　代表取締役　相原　貴久 令和3年3月8日 令和9年5月31日 第1-2323号 食肉販売業

148 肉処ＫＵＲＡ　西浦和店 さいたま市桜区田島５－２１－７　　グリーンシティ西浦和第２　１０１号室 株式会社クラショウ　代表取締役　倉持　潤 令和3年3月17日 令和9年3月31日 第1-2480号 食肉販売業

149 ローソンさいたま辻五丁目店 さいたま市南区辻５－８－１８ 048-863-6101 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3月12日 令和9年5月31日 第1-2440号 食肉販売業

150 ＭＥＧＡドン・キホーテ武蔵浦和店 さいたま市南区白幡５－１６－１０ 048-845-6211 株式会社ドン・キホーテ　代表取締役　吉田　直樹 令和3年3月15日 令和9年5月31日 第1-2201号 食肉販売業

151 しゃぶしゃぶ温野菜　東浦和店 さいたま市緑区大間木４３６－１ 048-810-4829 大東物産株式会社　代表取締役　福田　賢二 令和3年3月12日 令和9年5月31日 第1-2477号 食肉販売業

152 とと膳　水産工場 さいたま市北区吉野町１－４１１－１０ 048-871-8513 株式会社とと膳　代表取締役　中谷　輝彦 令和3年3月19日 令和9年3月31日 第1-2324号 食品の冷凍又は冷蔵業

153 明治屋ＰＲＯＶＩＳＩＯＮＳ＆ＷＩＮＥＳ　浦和 さいたま市浦和区高砂１－１２－１　　コミュニティプラザ・コルソ１階 048-711-6713 株式会社明治屋　代表取締役　松沢　幸一 令和3年3月16日 令和9年6月30日 第1-2426号 食料品販売業

154 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 髙岡　正年 令和3年3月23日 令和9年6月30日 第1-2401号 食料品販売業

155 エキュート大宮ノース　ツイツイ さいたま市大宮区錦町６３０　　ＪＲ東日本　大宮駅構内　エキュート大宮ノース 048-648-8910 株式会社ＪＲ東日本リテールネット　代表取締役　高橋　眞 令和3年3月8日 令和9年6月30日 第1-2409号 食料品販売業

156 あさ　ひる　夕ごはん　豆藤 さいたま市大宮区錦町６３０　　ルミネ大宮店１Ｆ 048-642-2203 有限会社豆藤　代表取締役　鳥居　静夫 令和3年3月1日 令和9年2月28日 第1-1812号 食料品販売業

157 大戸屋ごはん処　イオンモール与野店 さいたま市中央区本町西５－２－９　　イオンモール与野１Ｆ 048-857-1786 株式会社大戸屋　代表取締役　蔵人　賢樹 令和3年3月12日 令和9年3月31日 第1-2482号 食料品販売業

158 和幸イオン与野 さいたま市中央区本町西５－２－９　　イオン与野ショッピングセンター内 048-840-3051 和幸フーズ株式会社　代表取締役　日比生　泰宏 令和3年3月3日 令和9年3月31日 第1-2357号 食料品販売業

159 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 武藤　信吾 令和3年3月18日 令和9年3月31日 第1-2443号 食料品販売業

160 ローソンさいたま辻五丁目店 さいたま市南区辻５－８－１８ 048-863-6101 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3月12日 令和9年5月31日 第1-2440号 食料品販売業
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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03年3月）　※自動車・自動販売機・簡易な営業・行商を除く　

161 ＭＥＧＡドン・キホーテ武蔵浦和店 さいたま市南区白幡５－１６－１０ 048-845-6211 株式会社ドン・キホーテ　代表取締役　吉田　直樹 令和3年3月15日 令和9年5月31日 第1-2201号 食料品販売業

162 ラ・ヴォーリア　マッタ さいたま市大宮区錦町６３０　　ルミネ２　４Ｆ 048-648-2448 株式会社ミキインターナショナル　代表取締役　三木　智映子 令和3年3月8日 令和9年6月30日 第1-2430号 総菜製造業

163 とと膳　水産工場 さいたま市北区吉野町１－４１１－１０ 048-871-8513 株式会社とと膳　代表取締役　中谷　輝彦 令和3年3月19日 令和9年3月31日 第1-2324号 総菜製造業

164 雑魚や さいたま市北区東大成町２－７１－２　　アジュール中里１Ｆ 048-729-8808 株式会社ヒューマントレジャー　代表取締役　福井　明 令和3年3月16日 令和9年3月31日 第1-2204号 総菜製造業

165 ＭＥＧＡドン・キホーテ浦和原山店　惣菜部 さいたま市緑区原山４－３－３ 048-885-3810 株式会社長崎屋　代表取締役　赤城　真一郎 令和3年3月26日 令和9年5月31日 第1-2551号 総菜製造業

166 明治屋ＰＲＯＶＩＳＩＯＮＳ＆ＷＩＮＥＳ　浦和 さいたま市浦和区高砂１－１２－１　　コミュニティプラザ・コルソ１階 048-711-6713 株式会社明治屋　代表取締役　松沢　幸一 令和3年3月16日 令和9年6月30日 第1-2426号 乳類販売業

167 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 髙岡　正年 令和3年3月23日 令和9年6月30日 第1-2401号 乳類販売業

168 ＬＪ　ｃａｆｅ さいたま市桜区道場２－１３－１０ 048-762-8905 合同会社ＬＪｗｏｒｋｓ　代表社員　遠藤　智美 令和3年3月19日 令和9年3月31日 第1-2133号 乳類販売業

169 ローソンさいたま辻五丁目店 さいたま市南区辻５－８－１８ 048-863-6101 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3月12日 令和9年5月31日 第1-2440号 乳類販売業

170 ＭＥＧＡドン・キホーテ武蔵浦和店 さいたま市南区白幡５－１６－１０ 048-845-6211 株式会社ドン・キホーテ　代表取締役　吉田　直樹 令和3年3月15日 令和9年5月31日 第1-2201号 乳類販売業

171 国産小麦１００％無添加生地のパン　ぱんだちゃん さいたま市南区別所２－１－５ 048-865-4515 株式会社Ｍ　ｓｔａｒｔ　代表取締役　坂本　まゆみ 令和3年3月19日 令和9年5月31日 第1-2514号 乳類販売業

172 マクドナルド浦和美園店 さいたま市緑区美園４－５－１６ 048-767-7866 日本マクドナルド株式会社　代表取締役　日色　保 令和3年3月24日 令和9年5月31日 第1-2481号 乳類販売業
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