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1 さいたま市立　駒場保育園 さいたま市浦和区駒場１－２７－７ 株式会社東洋食品フードサービス　 令和3年4月30日 令和9年6月30日 第2-261号 飲食店営業

2 第一職員食堂 さいたま市浦和区高砂３－１５－１　　埼玉県庁本庁舎　地下１階 東京ビジネスサービス株式会社 令和3年4月6日 令和9年6月30日 第2-9043号 飲食店営業

3 丘山酒家 さいたま市浦和区上木崎１－１０　　グランデュオ北街区１０８号室 株式会社タンポポ　 令和3年4月12日 令和9年6月30日 第2-36号 飲食店営業

4 松与志 さいたま市浦和区上木崎１－９－１５　　グランデュオ南１０２ 株式会社松与志 令和3年4月13日 令和9年6月30日 第2-17号 飲食店営業

5 さいたま市立　常盤保育園 さいたま市浦和区常盤９－３－１６ 株式会社東洋食品フードサービス　 令和3年4月30日 令和9年6月30日 第2-262号 飲食店営業

6 メフォス　０１７３４号店 さいたま市浦和区針ケ谷４－１－９ 株式会社メフォス東日本　 令和3年4月23日 令和9年6月30日 第2-195号 飲食店営業

7 メフォス　０２１５８号店 さいたま市浦和区針ケ谷４－２－１２ 株式会社メフォス東日本　 令和3年4月23日 令和9年6月30日 第2-199号 飲食店営業

8 保育園ナチュラル浦和園 さいたま市浦和区前地３－１６－１５ 株式会社ＮＥＸＵＳ　 令和3年4月12日 令和9年6月30日 第2-41号 飲食店営業

9 Ｍｉｃｈｅ さいたま市浦和区前地３－１８－１７－１０１ 小椋　文恵 令和3年4月8日 令和9年6月30日 第2-9号 飲食店営業

10 めっちゃバナナ浦和店 さいたま市浦和区仲町１－１－８　　コスモシティ浦和仲町ビル 株式会社絲　 令和3年4月8日 令和9年6月30日 第2-9042号 飲食店営業

11 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 株式会社ホットスパー　 令和3年4月13日 令和9年6月30日 第2-22号 飲食店営業

12 ビッグエコー浦和中央店 さいたま市浦和区仲町１－３－６　　浦和仲町ＹＫビル３階～５階 株式会社埼玉第一興商　 令和3年4月19日 令和9年6月30日 第2-61号 飲食店営業

13 58 さいたま市浦和区東高砂町１５－８ 湯本　宏行 令和3年4月5日 令和9年6月30日 第2-14号 飲食店営業

14 北浦和焼肉ホルモンたけ田 さいたま市浦和区北浦和１－２－１６　　ＹＯＫＯビル２Ｆ 株式会社リックプレイス　 令和3年4月12日 令和9年6月30日 第2-9046号 飲食店営業

15 味噌ラーメン専門店　日月堂　北浦和東口店 さいたま市浦和区北浦和３－２－１０　　近藤ビル１階 株式会社ジンクル　 令和3年4月28日 令和9年6月30日 第2-104号 飲食店営業

16 粉もん屋　八　北浦和店 さいたま市浦和区北浦和３－２－５　　ＹＫ－１８ビル１階Ｃ区画 川田　真也 令和3年4月22日 令和9年6月30日 第2-79号 飲食店営業

17 割烹　食季楽 さいたま市浦和区北浦和３－５－４ 阿久津　敦 令和3年4月21日 令和9年6月30日 第2-131号 飲食店営業

18 Ｂａｒ　ＧＩＦＴ さいたま市浦和区北浦和４－１－１４　　スダプラザビル３Ｆ－Ａ 株式会社田むら　 令和3年4月22日 令和9年6月30日 第2-48号 飲食店営業

19 さいたま市立　本太保育園 さいたま市浦和区本太４－３－１５ 株式会社東洋食品フードサービス　 令和3年4月30日 令和9年6月30日 第2-263号 飲食店営業

20 有限会社浜野酒店 さいたま市岩槻区高曽根１２０４－２ 有限会社浜野酒店　 令和3年4月13日 令和8年5月31日 第2-9030号 飲食店営業

21 さいたま市立慈恩寺小学校 さいたま市岩槻区慈恩寺２５９ 日本国民食株式会社　 令和3年4月28日 令和9年5月31日 第2-242号 飲食店営業

22 ローソン　さいたま岩槻上野四丁目店 さいたま市岩槻区上野４－６－５ 合同会社みらい　 令和3年4月15日 令和9年5月31日 第2-9031号 飲食店営業

23 メフォス　０２８６３号店 さいたま市岩槻区諏訪２－６－１ 株式会社メフォス東日本 令和3年4月23日 令和9年5月31日 第2-200号 飲食店営業

24 メフォス　０２８８７号店 さいたま市岩槻区西町３－１－２４ 株式会社メフォス東日本 令和3年4月23日 令和9年5月31日 第2-191号 飲食店営業

25 さいたま市立岩槻中学校 さいたま市岩槻区仲町１－１４－３５ 日本国民食株式会社 令和3年4月28日 令和9年5月31日 第2-243号 飲食店営業

26 六本木　右京Ⅲ さいたま市岩槻区東岩槻１－４－１４ 令和3年4月12日 令和9年5月31日 第2-5号 飲食店営業

27 城南小学校　給食室 さいたま市岩槻区南下新井１１９１－１ 名阪食品株式会社　 令和3年4月23日 令和9年5月31日 第2-185号 飲食店営業

28 さいたま市立柏崎小学校 さいたま市岩槻区柏崎７６２ 048-798-3831 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社　 令和3年4月19日 令和9年5月31日 第2-113号 飲食店営業

29 さいたま市立桜山中学校 さいたま市岩槻区表慈恩寺６８４－１ シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社　 令和3年4月19日 令和9年5月31日 第2-116号 飲食店営業

30 セブンイレブン岩槻府内一丁目 さいたま市岩槻区府内１－２－３４ 南　典久 令和3年4月23日 令和9年5月31日 第2-142号 飲食店営業

31 満福　美味中華 さいたま市岩槻区浮谷２７８４－１ 鳩貝　麗子 令和3年4月22日 令和9年5月31日 第2-9032号 飲食店営業

32 団塊 さいたま市岩槻区本町６－１－１４ 友利　達夫 令和3年4月22日 令和9年5月31日 第2-162号 飲食店営業

33 メフォス　０２８９２号店 さいたま市見沼区丸ケ崎町１３－１３ 株式会社メフォス東日本　 令和3年4月23日 令和9年5月31日 第2-194号 飲食店営業

34 メフォス　１０４９４号店 さいたま市見沼区御蔵７９６ 株式会社メフォス東日本　 令和3年4月23日 令和9年5月31日 第2-192号 飲食店営業

35 さいたま市立春野小学校 さいたま市見沼区春野１－１０－１ 株式会社ピッコロフューメ　 令和3年4月23日 令和9年5月31日 第2-189号 飲食店営業

36 すこーぴおん さいたま市見沼区大谷１７８０－１６ 藁粥　晶子 令和3年4月7日 令和8年5月31日 第2-31号 飲食店営業

37 メフォス　１０４９３号店 さいたま市見沼区大谷１９８５ 株式会社メフォス東日本 令和3年4月23日 令和9年5月31日 第2-193号 飲食店営業

38 チーズ＆ピッツァ　ワークス さいたま市見沼区大和田町１－６９５－１ 株式会社ネイビーエス　 令和3年4月7日 令和9年5月31日 第2-9036号 飲食店営業

39 さいたま市立東宮下小学校 さいたま市見沼区東宮下２１５－１ 株式会社ピッコロフューメ 令和3年4月23日 令和9年5月31日 第2-190号 飲食店営業

40 イブ君のおへや さいたま市見沼区東大宮４－２０－８ 株式会社Ｈ＆Ａ　 令和3年4月19日 令和8年5月31日 第2-26号 飲食店営業

営業許可施設（令和03年4月）　※自動車・自動販売機・簡易な営業・行商を除く　
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41 百　ＭＯＭＯ さいたま市見沼区東大宮４－６１－９ 百瀬　順一 令和3年4月30日 令和8年5月31日 第2-75号 飲食店営業

42 舎鈴　東大宮店 さいたま市見沼区東大宮５－１５－８ 株式会社松富士食品　 令和3年4月26日 令和9年5月31日 第2-39号 飲食店営業

43 キューピットキッチン東大宮 さいたま市見沼区南中丸１５３９　　ケアガーデン東大宮　厨房 株式会社ＩＤＯプランニング 令和3年4月1日 令和9年5月31日 第1-2536号 飲食店営業

44 アヴィラージュ大宮南中野 さいたま市見沼区南中野４２９－１ 百代平泉庵株式会社 令和3年4月13日 令和9年5月31日 第2-9033号 飲食店営業

45 のぞみ保育園 さいたま市見沼区風渡野６３３－３ 株式会社若菜　 令和3年4月1日 令和9年5月31日 第1-2625号 飲食店営業

46 中国料理　天壇 さいたま市見沼区片柳１１１１－５ 中島　忠 令和3年4月28日 令和9年5月31日 第2-248号 飲食店営業

47 道とん堀　さいたま道場店 さいたま市桜区道場２－１３－６ 株式会社一真　 令和3年4月27日 令和9年7月31日 第2-122号 飲食店営業

48 さいたま市立宮前中学校 さいたま市西区宮前町１４６７－１ 日本国民食株式会社　 令和3年4月28日 令和9年7月31日 第2-244号 飲食店営業

49 世界アトミ食堂 さいたま市西区高木１３３－１２　　パールメゾン１０２号 跡見　卓也 令和3年4月16日 令和8年7月31日 第2-3号 飲食店営業

50 指扇保育園　給食室 さいたま市西区高木５６７－３ 名阪食品株式会社　 令和3年4月23日 令和9年7月31日 第2-178号 飲食店営業

51 植水保育園　給食室 さいたま市西区佐知川３０６ 名阪食品株式会社　 令和3年4月23日 令和9年7月31日 第2-174号 飲食店営業

52 さいたま市立大宮西小学校 さいたま市西区三橋５－１３５９ 東都給食株式会社　 令和3年4月30日 令和9年7月31日 第2-247号 飲食店営業

53 さいたま市立大宮西中学校 さいたま市西区三橋６－１５５８ ワールドクッキングサービス株式会社　 令和3年4月12日 令和9年7月31日 第2-59号 飲食店営業

54 さいたま市立植水中学校 さいたま市西区三条町３４５－１ ワールドクッキングサービス株式会社　 令和3年4月12日 令和9年7月31日 第2-58号 飲食店営業

55 馬宮保育園　給食室 さいたま市西区西遊馬１１９ 名阪食品株式会社　 令和3年4月23日 令和9年7月31日 第2-175号 飲食店営業

56 西遊馬保育園 さいたま市西区西遊馬７７１－１１ 株式会社若菜　 令和3年4月1日 令和9年3月31日 第1-2626号 飲食店営業

57 埼玉県立大宮北特別支援学校内給食室．富士食品商事株式会社 さいたま市西区中釘２２９０－１ 富士食品商事株式会社　 令和3年4月16日 令和9年7月31日 第2-102号 飲食店営業

58 土屋中学校　給食室 さいたま市西区土屋１７６６－１ 名阪食品株式会社　 令和3年4月23日 令和9年7月31日 第2-188号 飲食店営業

59 さいたま市立馬宮中学校内給食室．富士食品商事株式会社 さいたま市西区二ツ宮５８９－１ 富士食品商事株式会社　 令和3年4月16日 令和9年7月31日 第2-103号 飲食店営業

60 ｓｐｒｏｕｔ さいたま市大宮区吉敷町１－６－１　　橋本コーポ１Ｆ 株式会社ｂｌｏｏｍ　 令和3年4月8日 令和9年6月30日 第2-9038号 飲食店営業

61 ＳＮＯＷＣＲＯＷＮ　大宮ラクーン店 さいたま市大宮区宮町１－６０　　大宮ラクーン１階　１０３区画 株式会社ディークラウド　 令和3年4月23日 令和9年6月30日 第2-77号 飲食店営業

62 イージーステイ大宮 さいたま市大宮区宮町１－８３ 株式会社浜友商事　 令和3年4月21日 令和9年6月30日 第2-30号 飲食店営業

63 桜木保育園　給食室 さいたま市大宮区桜木町１－１８５－２ 名阪食品株式会社　 令和3年4月23日 令和9年6月30日 第2-179号 飲食店営業

64 ココマンナ さいたま市大宮区桜木町２－３　　ダイエー大宮店地下１階 株式会社Ｍ－ｏｆｆｉｃｅ 令和3年4月23日 令和9年6月30日 第2-100号 飲食店営業

65 シャンクレール大宮会場 さいたま市大宮区桜木町２－３２８－２　　ロケットビル３Ｆ 株式会社シャン・クレール　 令和3年4月27日 令和8年6月30日 第2-212号 飲食店営業

66 からあげ酒場　鶏笑　桜木町店 さいたま市大宮区桜木町４－１１９ Ａ＆Ｈ株式会社　 令和3年4月30日 令和9年6月30日 第2-141号 飲食店営業

67 桜木小学校　給食室 さいたま市大宮区桜木町４－３２８－９ 名阪食品株式会社　 令和3年4月23日 令和9年6月30日 第2-184号 飲食店営業

68 庭亭　北与野店 さいたま市大宮区桜木町４－４９７　　アイビックスビル１Ｆ 有限会社Ｇフーズ　 令和3年4月20日 令和9年6月30日 第2-7号 飲食店営業

69 三橋保育園　給食室 さいたま市大宮区三橋２－９２９ 名阪食品株式会社　 令和3年4月23日 令和9年6月30日 第2-177号 飲食店営業

70 さいたま市立大宮国際中等教育学校 さいたま市大宮区三橋４－９１ 048-622-8200 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社　 令和3年4月19日 令和9年6月30日 第2-117号 飲食店営業

71 メフォス　０１９３１号店 さいたま市大宮区寿能町１－２１ 株式会社メフォス東日本　 令和3年4月23日 令和9年6月30日 第2-198号 飲食店営業

72 寿能保育園　給食室 さいたま市大宮区寿能町２－１４０ 名阪食品株式会社　 令和3年4月23日 令和9年6月30日 第2-182号 飲食店営業

73 Ｃｅｒｏ さいたま市大宮区上小町３１４－４ 紺野　マヤ 令和3年4月30日 令和8年6月30日 第2-228号 飲食店営業

74 上小保育園　給食室 さいたま市大宮区上小町８４５－４ 名阪食品株式会社　 令和3年4月23日 令和9年6月30日 第2-180号 飲食店営業

75 さいたま市立大成中学校 さいたま市大宮区大成町２－３７９ 日本国民食株式会社　 令和3年4月28日 令和9年6月30日 第2-245号 飲食店営業

76 大成保育園　給食室 さいたま市大宮区大成町３－６５５－１ 名阪食品株式会社　 令和3年4月23日 令和9年6月30日 第2-181号 飲食店営業

77 オレンジ　ペコ さいたま市大宮区大門町３－１０８ 吉田　桂子 令和3年4月2日 令和9年6月30日 第2-9005号 飲食店営業

78 先輩ん家 さいたま市大宮区仲町１－１０８－１１ 村岡　結偉 令和3年4月2日 令和8年6月30日 第2-9008号 飲食店営業

79 Ⅴｅｇｉ＆Ｂｉｒｄ大宮 さいたま市大宮区仲町１－１０８－７　　東通プラザビル１Ｆ 上村　公人 令和3年4月13日 令和9年6月30日 第2-54号 飲食店営業

80 Ａｒｉｅｓ さいたま市大宮区仲町１－１１１－２　　マルハチビル２階 下山　修平 令和3年4月6日 令和9年6月30日 第2-9034号 飲食店営業
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指令保保所食
業種

営業許可施設（令和03年4月）　※自動車・自動販売機・簡易な営業・行商を除く　

81 Ｌｅ　ｃｌｕｂ さいたま市大宮区仲町１－１１－２　　ＴＣ第１０大宮東口ビル１階 株式会社ムーン　 令和3年4月8日 令和9年6月30日 第2-9045号 飲食店営業

82 ｃｌｕｂ　ｔｏｕｃｈ さいたま市大宮区仲町１－２６　　小島ビル２階 グローアップ企画株式会社　 令和3年4月8日 令和9年6月30日 第2-9044号 飲食店営業

83 爆竹 さいたま市大宮区仲町１－２７－４　　長澤ビル３階 内藤　賢 令和3年4月15日 令和9年6月30日 第2-38号 飲食店営業

84 エプシロン さいたま市大宮区仲町１－７８－３　　玉川ビル２Ｆ 048-788-1717 仲野　仁 令和3年4月26日 令和9年6月30日 第2-78号 飲食店営業

85 ＮＰＧ さいたま市大宮区仲町１－８０　　もりくま４　２０４号室 合同会社ＫＵ　 令和3年4月5日 令和9年6月30日 第2-9004号 飲食店営業

86 ＣＬＵＢ　ＥＴＯＲＡＮＮＺＥ さいたま市大宮区仲町１－９１　　第３ヨシケンビル５階 株式会社ＧＡＴＨＥＲ　 令和3年4月20日 令和8年6月30日 第2-74号 飲食店営業

87 牛たんｋａｉｓｅｋｉ　千乃 さいたま市大宮区仲町２－４３－１　　ＣＯＭＯ大宮ビル４Ｆ 株式会社ＮＴＳ　 令和3年4月28日 令和9年6月30日 第2-8号 飲食店営業

88 第二東中学校　給食室 さいたま市大宮区天沼町１－７６０ 名阪食品株式会社　 令和3年4月23日 令和9年6月30日 第2-187号 飲食店営業

89 さいたま市立与野西北小学校 さいたま市中央区円阿弥４－３－７ シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社　 令和3年4月19日 令和9年7月31日 第2-118号 飲食店営業

90 下落合団地保育園　給食室 さいたま市中央区下落合３－８－２ 名阪食品株式会社　 令和3年4月23日 令和9年7月31日 第2-176号 飲食店営業

91 さいたま市立上落合保育園 さいたま市中央区上落合２－９－１０ 048-852-1587 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社　 令和3年4月19日 令和9年7月31日 第2-112号 飲食店営業

92 アジアティークけやきひろば店 さいたま市中央区新都心１０　　けやきひろばレストラン＆ショップ１Ｆ 048-711-8766 株式会社ＫＥＳＨＡＶ　ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥＳ　 令和3年4月2日 令和9年7月31日 第2-9002号 飲食店営業

93 ブランジュ浅野屋　さいたま新都心店 さいたま市中央区新都心１１－１　　ＪＲさいたま新都心ビル２階 株式会社浅野屋　 令和3年4月23日 令和9年7月31日 第2-27号 飲食店営業

94 八王子中学校　給食室 さいたま市中央区八王子４－２－１ 名阪食品株式会社　 令和3年4月23日 令和9年7月31日 第2-186号 飲食店営業

95 与野八幡小学校　給食室 さいたま市中央区本町東５－２３－１４ 名阪食品株式会社　 令和3年4月23日 令和9年7月31日 第2-183号 飲食店営業

96 さいたま市立鈴谷東保育園 さいたま市中央区鈴谷９－３－２ シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社　 令和3年4月19日 令和9年7月31日 第2-119号 飲食店営業

97 なの花 さいたま市南区曲本４－１－１５ 本田　エミリー 令和3年4月16日 令和8年5月31日 第2-80号 飲食店営業

98 さいたま市立大谷口小学校･大谷口中学校 さいたま市南区広ケ谷戸２１ シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社　 令和3年4月19日 令和9年5月31日 第2-115号 飲食店営業

99 鮨前と酒　中和浦 さいたま市南区鹿手袋２－５－１５ 048-826-6144 有限会社和浦　 令和3年4月21日 令和9年5月31日 第2-128号 飲食店営業

100 さいたま市立　大谷口保育園 さいたま市南区大谷口１０８９－１ 株式会社東洋食品フードサービス　 令和3年4月30日 令和9年5月31日 第2-264号 飲食店営業

101 ドミノ・ピザ東浦和店 さいたま市南区大谷口５４２４ 048-712-1055 株式会社Ｄ’ｓ　ＹＫＣ　 令和3年4月20日 令和9年5月31日 第2-46号 飲食店営業

102 メフォス　０１５３９号店 さいたま市南区大谷場２－１３－５４ 株式会社メフォス東日本　 令和3年4月23日 令和9年5月31日 第2-196号 飲食店営業

103 さいたま市立南浦和中学校 さいたま市南区辻６－１－３３ 048-863-0753 株式会社ケータリングサービスＤＣＦ埼玉　 令和3年4月9日 令和9年5月31日 第2-43号 飲食店営業

104 栄屋食品　夢眠みなみうらわ さいたま市南区辻７－５－２５ 048-711-3250 栄屋食品株式会社　 令和3年4月28日 令和9年5月31日 第2-163号 飲食店営業

105 さいたま市立内谷中学校 さいたま市南区内谷６－１０－１ 日本国民食株式会社 令和3年4月28日 令和9年5月31日 第2-241号 飲食店営業

106 メフォス　０１８３１号店 さいたま市南区南本町２－２５－２７ 株式会社メフォス東日本　 令和3年4月23日 令和9年5月31日 第2-197号 飲食店営業

107 さいたま市立浦和大里小学校 さいたま市南区別所７－１４－２８ 048-864-6731 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社　 令和3年4月19日 令和9年5月31日 第2-114号 飲食店営業

108 スポーツ酒場　クロカンフット さいたま市南区別所７－２１－１　　プラウド武蔵浦和マークス１０７号室 株式会社ホットスパー　 令和3年4月12日 令和9年5月31日 第2-23号 飲食店営業

109 横浜家系ラーメンこんば さいたま市北区吉野町１－２３－１２ 張　文　玲 令和3年4月1日 令和9年3月31日 第2-9001号 飲食店営業

110 かつ敏　さいたま吉野町店 さいたま市北区吉野町２－２５－３ 株式会社ケイディーアール　 令和3年4月13日 令和9年7月31日 第2-9021号 飲食店営業

111 夫婦居酒屋　次郎さん さいたま市北区宮原町２－２５－３　　倉持ビル１０１ 髙橋　兼次 令和3年4月16日 令和9年7月31日 第2-42号 飲食店営業

112 珈琲館　宮原店 さいたま市北区宮原町２－３８－７ 048-664-0590 有限会社卯月商事　 令和3年4月13日 令和9年7月31日 第2-40号 飲食店営業

113 ＣＬＵＢ　ＮＯＵＶＥＬＬＥ さいたま市北区宮原町３－５２７－１　　第一シマ企画ビル２階２０２号 048-788-1344 田中　雄大 令和3年4月20日 令和9年7月31日 第2-132号 飲食店営業

114 さいたま市立つばさ小学校 さいたま市北区宮原町３－９０２－４ 株式会社和三盆　 令和3年4月28日 令和9年7月31日 第2-229号 飲食店営業

115 さいたま市立宮原小学校 さいたま市北区宮原町４－１０２－６ 日本国民食株式会社　 令和3年4月28日 令和9年7月31日 第2-240号 飲食店営業

116 海鮮酒場　とろ丸 さいたま市北区土呂町１－５－２０ 048-716-2707 合同会社ＳＥＮ　 令和3年4月14日 令和9年7月31日 第2-60号 飲食店営業

117 珈琲　漫画文庫 さいたま市北区土呂町１－５５－６ 048-663-7218 新井　粟次郎 令和3年4月2日 令和9年7月31日 第2-9007号 飲食店営業

118 キューピット食堂大宮土呂 さいたま市北区土呂町１－７９－２　　ケアガーデン大宮土呂１階厨房 株式会社ＳＴＲＥＡＭ　 令和3年4月30日 令和9年7月31日 第2-9047号 飲食店営業

119 ｓａｉｃａ さいたま市北区日進町１－３２１ 048-783-3937 小倉　紗耶香 令和3年4月5日 令和8年7月31日 第2-9006号 飲食店営業

120 市村 さいたま市北区本郷町２８ 048-729-4136 市村　比沙夫 令和3年4月14日 令和8年7月31日 第2-47号 飲食店営業
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業種

営業許可施設（令和03年4月）　※自動車・自動販売機・簡易な営業・行商を除く　

121 さいたま市立　三室保育園 さいたま市緑区三室１６２９－６ 株式会社東洋食品フードサービス　 令和3年4月30日 令和9年5月31日 第2-265号 飲食店営業

122 さいたま市立三室小学校 さいたま市緑区三室１９９４ 048-874-1207 イートランド株式会社　 令和3年4月20日 令和9年5月31日 第2-140号 飲食店営業

123 石窯料理の店　ｆａｍ さいたま市緑区中野田２０７ 048-711-3323 厚澤　真澄 令和3年4月26日 令和9年5月31日 第2-9023号 飲食店営業

124 Ｃ’ｓ　ｃｏｆｆｅｅ さいたま市緑区東浦和１－２２－１ 048-711-8701 株式会社エクセルコーポレーション　 令和3年4月16日 令和9年5月31日 第2-9039号 飲食店営業

125 おうち　Ｃａｆｅ　３Ｃ さいたま市緑区東大門３－１３－１ 048-878-2306 佐藤　満貴子 令和3年4月22日 令和9年5月31日 第2-9024号 飲食店営業

126 サンブランチ株式会社 さいたま市見沼区卸町１－５１ 048-796-7952 サンブランチ株式会社　 令和3年4月6日 令和9年5月31日 第2-9035号 菓子製造業

127 ＦＴｗｏｒｋｓ さいたま市見沼区南中野４５５－８ 和田　大祐 令和3年4月22日 令和9年5月31日 第2-81号 菓子製造業

128 Ｍａｙｕ’ｓ　Ｌａｂ（Ｊｕｒｙ’ｓ　Ｔ） さいたま市桜区白鍬７６１－１６ 048-854-2607 河合　真由子 令和3年4月7日 令和8年7月31日 第2-9037号 菓子製造業

129 しぶや　あきの さいたま市西区高木１４８９－１ 澁谷　秋乃 令和3年4月16日 令和8年7月31日 第2-45号 菓子製造業

130 ブーランジェリー ブルディガラ　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 048-645-0015 株式会社トリコロール　 令和3年4月20日 令和9年6月30日 第2-9025号 菓子製造業

131 お菓子工房　Ｌ’Ａｔｅｌｉｅｒ さいたま市大宮区大成町１－２０１－１－３０３ 有限会社たかしょう　 令和3年4月6日 令和8年6月30日 第2-12号 菓子製造業

132 ２３歩 さいたま市大宮区大門町３－１０８ 矢部　歩美 令和3年4月5日 令和9年6月30日 第2-9003号 菓子製造業

133 オレンジ　ペコ さいたま市大宮区大門町３－１０８ 吉田　桂子 令和3年4月2日 令和9年6月30日 第2-9005号 菓子製造業

134 Ｂａｋｉｎｇ　Ｍｅｍｏｒｉｅｓ さいたま市大宮区大門町３－１０８ 益居　かおり 令和3年4月23日 令和9年6月30日 第2-95号 菓子製造業

135 ブランジュ浅野屋　さいたま新都心店 さいたま市中央区新都心１１－１　　ＪＲさいたま新都心ビル２階 048-762-9208 株式会社浅野屋　 令和3年4月23日 令和9年7月31日 第2-27号 菓子製造業

136 お菓子教室　ｍｙｕ さいたま市緑区東浦和５－１２－３　　新和ビル３０２ 安斎　祐子 令和3年4月8日 令和9年5月31日 第2-9040号 菓子製造業

137 ウエルシア浦和上木崎店 さいたま市浦和区上木崎７－１－３３ 048-823-5010 ウエルシア薬局株式会社　 令和3年4月13日 令和9年6月30日 第2-9027号 魚介類販売業

138 ローソン　さいたま岩槻上野四丁目店 さいたま市岩槻区上野４－６－５ 048-795-0550 合同会社みらい　 令和3年4月15日 令和9年5月31日 第2-9031号 魚介類販売業

139 クスリのアオキ深作店 さいたま市見沼区深作３－１１－８ 048-884-9563 株式会社クスリのアオキ　 令和3年4月22日 令和9年5月31日 第2-37号 魚介類販売業

140 総合食品西屋 さいたま市南区松本４－６－５ 西浦　啓之 令和3年4月21日 令和9年5月31日 第2-120号 魚介類販売業

141 （有）丸長 さいたま市北区吉野町２－２２６－１ 有限会社丸長　 令和3年4月8日 令和9年7月31日 第2-24号 魚介類販売業

142 ワタミの宅食　さいたま緑営業所 さいたま市緑区東浦和２－６９－２　　エステートピア１０２ ワタミ株式会社　 令和3年4月12日 令和9年5月31日 第2-9041号 魚介類販売業

143 ウエルシア浦和上木崎店 さいたま市浦和区上木崎７－１－３３ 048-823-5010 ウエルシア薬局株式会社　 令和3年4月13日 令和9年6月30日 第2-9027号 食肉販売業

144 ローソン　さいたま岩槻上野四丁目店 さいたま市岩槻区上野４－６－５ 048-795-0550 合同会社みらい　 令和3年4月15日 令和9年5月31日 第2-9031号 食肉販売業

145 クスリのアオキ深作店 さいたま市見沼区深作３－１１－８ 048-884-9563 株式会社クスリのアオキ 令和3年4月22日 令和9年5月31日 第2-37号 食肉販売業

146 牛たんｋａｉｓｅｋｉ　千乃 さいたま市大宮区仲町２－４３－１　　ＣＯＭＯ大宮ビル４Ｆ 株式会社ＮＴＳ　 令和3年4月28日 令和9年6月30日 第2-8号 食肉販売業

147 総合食品西屋 さいたま市南区松本４－６－５ 048-862-0564 西浦　啓之 令和3年4月21日 令和9年5月31日 第2-120号 食肉販売業

148 ワタミの宅食　さいたま緑営業所 さいたま市緑区東浦和２－６９－２　　エステートピア１０２ ワタミ株式会社　 令和3年4月12日 令和9年5月31日 第2-9041号 食肉販売業

149 埼玉浦和ロジスティックセンター さいたま市緑区美園２－７－１１ 048-767-7921 横浜低温流通株式会社　 令和3年4月26日 令和10年5月31日 第2-145号 食品の冷凍又は冷蔵業

150 ウエルシア浦和上木崎店 さいたま市浦和区上木崎７－１－３３ 048-823-5010 ウエルシア薬局株式会社　 令和3年4月13日 令和9年6月30日 第2-9027号 食料品販売業

151 ローソン　さいたま岩槻上野四丁目店 さいたま市岩槻区上野４－６－５ 048-795-0550 合同会社みらい　 令和3年4月15日 令和9年5月31日 第2-9031号 食料品販売業

152 アラジン さいたま市見沼区卸町１－７ 048-686-7569 サンブランチ株式会社　 令和3年4月6日 令和9年5月31日 第2-4号 食料品販売業

153 クスリのアオキ深作店 さいたま市見沼区深作３－１１－８ 048-884-9563 株式会社クスリのアオキ　 令和3年4月22日 令和9年5月31日 第2-37号 食料品販売業

154 スイーツファクトリー さいたま市桜区西堀１－２－２ 株式会社ワンセブン 令和3年4月16日 令和9年7月31日 第2-111号 食料品販売業

155 西通りプリン さいたま市大宮区錦町６３０ 協同物産事業株式会社　 令和3年4月26日 令和9年6月30日 第2-133号 食料品販売業

156 ブーランジェリー ブルディガラ　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 048-645-0015 株式会社トリコロール　 令和3年4月20日 令和9年6月30日 第2-9025号 食料品販売業

157 オレンジ　ペコ さいたま市大宮区大門町３－１０８ 吉田　桂子 令和3年4月2日 令和9年6月30日 第2-9005号 食料品販売業

158 スギドラッグ　新中里店 さいたま市中央区新中里５－４－６ 048-767-7808 株式会社スギ薬局　 令和3年4月30日 令和9年7月31日 第2-143号 食料品販売業

159 ブランジュ浅野屋　さいたま新都心店 さいたま市中央区新都心１１－１　　ＪＲさいたま新都心ビル２階 048-762-9208 株式会社浅野屋　 令和3年4月23日 令和9年7月31日 第2-27号 食料品販売業

160 ドミノ・ピザ東浦和店 さいたま市南区大谷口５４２４ 048-712-1055 株式会社Ｄ’ｓ　ＹＫＣ　 令和3年4月20日 令和9年5月31日 第2-46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4月）　※自動車・自動販売機・簡易な営業・行商を除く　

161 ワタミの宅食　さいたま緑営業所 さいたま市緑区東浦和２－６９－２　　エステートピア１０２ ワタミ株式会社　 令和3年4月12日 令和9年5月31日 第2-9041号 食料品販売業

162 フルーツスイーツショップ太陽大地 さいたま市緑区美園５－５０－１ 048-812-6464 太陽大地合同会社　 令和3年4月19日 令和9年5月31日 第2-9022号 食料品販売業

163 株式会社アドトップ さいたま市緑区美園５－５０－１ 株式会社アドトップ　 令和3年4月22日 令和9年5月31日 第2-92号 食料品販売業

164 グッディーズ　カフェ さいたま市浦和区仲町２－６－１０　　１Ｆ 048-823-4649 中野　俊彦 令和3年4月14日 令和9年6月30日 第2-16号 総菜製造業

165 Ｃｏｃｃｏｌｅ さいたま市中央区上峰４－９－４ 048-711-7588 松本　真実 令和3年4月12日 令和9年7月31日 第2-25号 総菜製造業

166 ウエルシア浦和上木崎店 さいたま市浦和区上木崎７－１－３３ 048-823-5010 ウエルシア薬局株式会社　 令和3年4月13日 令和9年6月30日 第2-9027号 乳類販売業

167 ローソン　さいたま岩槻上野四丁目店 さいたま市岩槻区上野４－６－５ 合同会社みらい 令和3年4月15日 令和9年5月31日 第2-9031号 乳類販売業

168 クスリのアオキ深作店 さいたま市見沼区深作３－１１－８ 048-884-9563 株式会社クスリのアオキ　 令和3年4月22日 令和9年5月31日 第2-37号 乳類販売業

169 スギドラッグ　新中里店 さいたま市中央区新中里５－４－６ 048-767-7808 株式会社スギ薬局　 令和3年4月30日 令和9年7月31日 第2-143号 乳類販売業

170 総合食品西屋 さいたま市南区松本４－６－５ 048-862-0564 西浦　啓之 令和3年4月21日 令和9年5月31日 第2-120号 乳類販売業

171 ワタミの宅食　さいたま緑営業所 さいたま市緑区東浦和２－６９－２　　エステートピア１０２ ワタミ株式会社　 令和3年4月12日 令和9年5月31日 第2-9041号 乳類販売業
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