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1 ロシア家庭料理ターニャ さいたま市大宮区大成町２－１８０－５　１Ｆ 048-667-0440 本田　タチアナ　 令和3年6月18日 令和8年6月30日 第2-741号 そうざい製造業

2 こめらくのこめべん　アトレ浦和店 さいたま市浦和区高砂１－１６－１２　アトレ浦和Ｓｏｕｔｈ　Ａｒｅａ１階 株式会社ティー・ユー・ビーアソシエイツ　 令和3年6月15日 令和9年6月30日 第2-693号 飲食店営業

3 アジアンレストラン　ハルカ さいたま市浦和区高砂２－１４－１３　春英ビル１階 株式会社ラージ　 令和3年6月15日 令和9年6月30日 第2-730号 飲食店営業

4 浦和韓情 さいたま市浦和区高砂２－１４－１７　２Ｆ 048-678-8878 株式会社ＫＹＦＯＯＤ　 令和3年6月8日 令和9年6月30日 第2-665号 飲食店営業

5 ファミリーマート　浦和高砂 さいたま市浦和区高砂２－２－１７　 048-814-0325 有限会社プライドロック　 令和3年6月22日 令和9年6月30日 第2-703号 飲食店営業

6 肉とワインの串カツ酒場　ふみバル さいたま市浦和区高砂２－７－７　セブンビル１Ｆ 048-829-9484 株式会社梅沢グループ　 令和3年6月3日 令和9年6月30日 第2-657号 飲食店営業

7 ｃａｆｅ　ｂａｒ　Ｍｏｃｈａ さいたま市浦和区常盤１０－９－１５　福蓉楽ビル２０１ 山田　美香　 令和3年6月16日 令和9年6月30日 第2-767号 飲食店営業

8 アトリエ　Ｍ さいたま市浦和区常盤７－１－４　 丸山　晃司　 令和3年6月25日 令和9年6月30日 第2-807号 飲食店営業

9 保育所まぁむ北浦和駅前園 さいたま市浦和区常盤９－１９－９　 048-824-5762 株式会社スマイルスタッフ　 令和3年6月1日 令和8年6月30日 第2-670号 飲食店営業

10 リアンレーヴ北浦和 さいたま市浦和区瀬ケ崎４－１２－１　 株式会社ＬＥＯＣ　 令和3年6月8日 令和9年6月30日 第2-675号 飲食店営業

11 ＮＥＸＴ　ＧＡＴＥ さいたま市浦和区仲町１－１０－２１　テイステイビル５Ｆ 048-826-5752 金持　龍美　 令和3年6月4日 令和9年6月30日 第2-612号 飲食店営業

12 なつめ庵　メルティ内店 さいたま市浦和区仲町２－２－２　 048-823-5592 株式会社メルティサポート　 令和3年6月9日 令和9年6月30日 第2-202号 飲食店営業

13 Ｅラボ＆Ｅバル さいたま市浦和区東高砂町２０－２３　２Ｆ 株式会社壮心　 令和3年6月25日 令和9年6月30日 第2-804号 飲食店営業

14 カラオケＢａｎＢａｎ　浦和駅東口店 さいたま市浦和区東高砂町９－１　６階 048-884-0031 株式会社シン・コーポレーション　 令和3年6月29日 令和9年6月30日 第2-752号 飲食店営業

15 ＢＳＢ さいたま市浦和区北浦和４－１－１４　スダプラザ５階Ｃ号室 048-711-6673 並木　宏　 令和3年6月18日 令和9年6月30日 第2-769号 飲食店営業

16 さいたま岩槻病院 さいたま市岩槻区慈恩寺７５　 048-793-2011 日清医療食品株式会社　 令和3年6月24日 令和9年9月30日 第2-749号 飲食店営業

17 ファミリーマート岩槻駅東口／Ｓ店 さいたま市岩槻区本町１－１－２　 048-790-1128 東武商事株式会社　 令和3年6月24日 令和9年9月30日 第2-797号 飲食店営業

18 鉄板焼きダイニング絆　岩槻店 さいたま市岩槻区本町２－１２－３　 株式会社ＦＬＯＷＥＲ　 令和3年6月29日 令和9年9月30日 第2-824号 飲食店営業

19 ＳＡＮＮＡ　ＢＵＲＧＥＲ さいたま市岩槻区裏慈恩寺３－５　 048-748-5381 株式会社フリクト　 令和3年6月17日 令和9年9月30日 第2-121号 飲食店営業

20 まんぷく亭 さいたま市見沼区深作２－２１－１５　 048-685-5737 松木　勝二　 令和3年6月25日 令和9年9月30日 第2-735号 飲食店営業

21 ＭＡＳＡＬＡ　ＺＡＩＫＡ さいたま市見沼区大和田町２－１３０２－１　１Ｆ 048-606-3370 合同会社ＳＡ　ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ　 令和3年6月11日 令和9年9月30日 第2-724号 飲食店営業

22 ＴＡＮＤＯＯＲ　ＭＡＨＡＬ さいたま市見沼区大和田町２－１３０２－１　２Ｆ 048-606-3370 合同会社ＳＡ　ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ　 令和3年6月11日 令和9年9月30日 第2-723号 飲食店営業

23 株式会社ヨークマート大宮南中野店　惣菜作業室 さいたま市見沼区南中野８４０－１　 048-688-1301 株式会社ヨーク　 令和3年6月1日 令和9年5月31日 第2-668号 飲食店営業

24 オリーブの丘　さいたま蓮沼店 さいたま市見沼区蓮沼５４８－１３　 048-793-4759 株式会社華屋与兵衛　 令和3年6月21日 令和9年9月30日 第2-753号 飲食店営業

25 マルエツ　浦和大久保店 さいたま市桜区上大久保９８２－１　 048-854-2321 株式会社マルエツ　 令和3年6月23日 令和9年7月31日 第2-751号 飲食店営業

26 中浦和たいよう保育園 さいたま市桜区西堀１－５－２６　 048-863-8850 ユイ・フード株式会社　 令和3年6月2日 令和9年7月31日 第2-678号 飲食店営業

27 ニューラーメン専門店　玄屋 さいたま市桜区田島２－１７－１３　 齊藤　昭子　 令和3年6月16日 令和9年7月31日 第2-748号 飲食店営業

28 セブン－イレブンさいたま田島４丁目店 さいたま市桜区田島４－４０－２３　 048-865-2780 渡邊　俊也　 令和3年6月16日 令和9年7月31日 第2-686号 飲食店営業

29 クッチーナ・ラーナ さいたま市桜区道場２－１－３　 松岡　泰史　 令和3年6月16日 令和8年7月31日 第2-718号 飲食店営業

30 玉寿司 さいたま市西区指扇２４０７－１２　 048-622-8535 田邉　英介　 令和3年6月22日 令和9年7月31日 第2-694号 飲食店営業

31 ホルモンほるちゃん指扇店 さいたま市西区土屋５５８－６　 048-729-8779 髙田　佳行　 令和3年6月11日 令和9年7月31日 第2-550号 飲食店営業

32 台湾料理　天和 さいたま市西区二ツ宮５２７－１　 皓宇株式会社　 令和3年6月21日 令和9年7月31日 第2-761号 飲食店営業

33 きずなの里 さいたま市西区宝来５０１　 048-621-3790 日清医療食品株式会社　 令和3年6月1日 令和9年7月31日 第2-674号 飲食店営業

34 うずめ さいたま市大宮区下町１－３８－３　 鳥巣　麻衣子　 令和3年6月4日 令和9年6月30日 第2-687号 飲食店営業

35 ガトーフェスタハラダ　コクーンシティ　さいたま新都心店 さいたま市大宮区吉敷町４－２６３－１　 株式会社原田　 令和3年6月22日 令和9年6月30日 第2-663号 飲食店営業

36 韓美膳コクーンシティ店 さいたま市大宮区吉敷町４－２６３－１　コクーン２　１Ｆ　区画番号１０７ 048-779-8801 株式会社東亜フードサービス　 令和3年6月22日 令和9年6月30日 第2-793号 飲食店営業

37 ＭｅｅｔＦｒｅｓｈ鮮芋仙　さいたま新都心店 さいたま市大宮区吉敷町４－２６３－１　コクーン２　１Ｆ１２５区画 048-779-8600 スムースデザイン株式会社　 令和3年6月7日 令和9年6月30日 第2-692号 飲食店営業

38 チーズガーデン　コクーンシティ店 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　１Ｆ　１２３区画 048-788-3128 株式会社庫や　 令和3年6月18日 令和9年6月30日 第2-666号 飲食店営業

39 Ｄａｒｔｓ　ＵＰ　大宮北銀座通り さいたま市大宮区宮町１－４８　ジェイ・リート大宮３階 048-782-8700 株式会社ＦＬＥＣＨＡ 令和3年6月11日 令和9年6月30日 第2-656号 飲食店営業

40 代官山ＣＡＮＤＹＡＰＰＬＥ大宮店 さいたま市大宮区宮町１－６０　３０４区画 株式会社ｉａｉ　 令和3年6月11日 令和9年6月30日 第2-702号 飲食店営業

営業許可施設（令和03年6月）　※自動車・自動販売機・特定の食品を除く　
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営業許可施設（令和03年6月）　※自動車・自動販売機・特定の食品を除く　

41 そごう大宮店　香豚煮本舗まつおか さいたま市大宮区桜木町１－６－２　 株式会社まつおか　 令和3年6月25日 令和9年6月30日 第2-676号 飲食店営業

42 沈菜館　そごう大宮店 さいたま市大宮区桜木町１－６－２　Ｂ１ 048-646-2111 東亜トレーディング株式会社　 令和3年6月25日 令和9年6月30日 第2-706号 飲食店営業

43 株式会社新宿高野　株式会社そごう大宮店 さいたま市大宮区桜木町１－６－２　そごう大宮店Ｂ１Ｆ 048-646-2341 株式会社新宿高野　 令和3年6月10日 令和9年6月30日 第2-696号 飲食店営業

44 シナグロオーガニックマーケット さいたま市大宮区桜木町１－６－２　そごう大宮店Ｂ１Ｆ 048-640-4381 薬糧開発株式会社　 令和3年6月18日 令和9年6月30日 第2-744号 飲食店営業

45 肉の匠ひうち さいたま市大宮区桜木町２－１７７－１０－１０１　 048-729-5593 ＴＡＲＭＡＣ株式会社　 令和3年6月22日 令和9年6月30日 第2-667号 飲食店営業

46 しょう和 さいたま市大宮区桜木町２－３　ダイエー大宮地下１階 048-778-9077 株式会社Ｍ－ｏｆｆｉｃｅ　 令和3年6月10日 令和9年6月30日 第2-701号 飲食店営業

47 カフェ　花笑み さいたま市大宮区三橋２－９７５－１　 佐藤　正美　 令和3年6月29日 令和8年6月30日 第2-835号 飲食店営業

48 大成たいよう保育園 さいたま市大宮区大成町２－１６１－１　 048-654-1224 ユイ・フード株式会社　 令和3年6月2日 令和9年6月30日 第2-683号 飲食店営業

49 ロシア家庭料理ターニャ さいたま市大宮区大成町２－１８０－５　１Ｆ 048-667-0440 本田　タチアナ　 令和3年6月18日 令和8年6月30日 第2-740号 飲食店営業

50 医療法人慈晃会　秋山レディースクリニック さいたま市大宮区大成町３－５６７　 048-663-0005 三田部　敏郎　 令和3年6月18日 令和9年6月30日 第2-709号 飲食店営業

51 炭火焼鳥　虜―とりこ― さいたま市大宮区大門町１－６７　豊栄ビル１Ｆ 利佳株式会社　 令和3年6月7日 令和9年6月30日 第2-566号 飲食店営業

52 出汁スタンド　ｏｔｏｍｏｄａｓｈｉ さいたま市大宮区大門町３－１０８　 田中　明子　 令和3年6月28日 令和9年6月30日 第2-766号 飲食店営業

53 Ｂａｒ　ＦＬＡＴ さいたま市大宮区仲町１－１０８－１１　東通プラザ２Ｆ 武石　千草　 令和3年6月18日 令和8年6月30日 第2-720号 飲食店営業

54 ジェネシス さいたま市大宮区仲町１－７７－１　南銀センタービル５－Ａ号室 株式会社秀吉　 令和3年6月28日 令和9年6月30日 第2-825号 飲食店営業

55 Ｐｕｂｌｉｃ　Ｂａｒ　Ｗａｒｍ　Ａｔｔｉｃ さいたま市大宮区仲町１－９４　もりくま３　５階 048-657-8577 兪　麗琴　 令和3年6月17日 令和9年6月30日 第2-745号 飲食店営業

56 みずほ保育園大宮天沼 さいたま市大宮区天沼町１－５０５－２　 048-641-2999 ユイ・フード株式会社　 令和3年6月2日 令和9年6月30日 第2-680号 飲食店営業

57 手打ち蕎麦　こだち さいたま市中央区円阿弥１－３－３　 川上　光典　 令和3年6月8日 令和9年7月31日 第2-664号 飲食店営業

58 保育所まぁむ与野園 さいたま市中央区下落合２－６－５　 048-833-9451 株式会社スマイルスタッフ　 令和3年6月1日 令和8年7月31日 第2-673号 飲食店営業

59 魚と鶏の居酒屋よいさん さいたま市中央区下落合６－４－２１　 吉田　宏行　 令和3年6月18日 令和9年7月31日 第2-707号 飲食店営業

60 保育所まぁむ大宮園 さいたま市中央区上落合８－１－２０　 048-857-6220 株式会社スマイルスタッフ　 令和3年6月1日 令和9年7月31日 第2-672号 飲食店営業

61 みずほ保育園与野新中里 さいたま市中央区新中里３－１４－６　 048-852-6775 ユイ・フード株式会社　 令和3年6月2日 令和9年7月31日 第2-684号 飲食店営業

62 麺匠佐吉 さいたま市中央区本町西５－２－９　イオンモール与野１Ｆ エスペランサ・フード株式会社　 令和3年6月14日 令和9年7月31日 第2-719号 飲食店営業

63 南浦和たいよう保育園 さいたま市南区南浦和２－１２－１７　 048-886-9921 ユイ・フード株式会社　 令和3年6月2日 令和9年5月31日 第2-681号 飲食店営業

64 保育所まぁむ南浦和園 さいたま市南区南浦和３－３１－１８　 048-881-8851 株式会社スマイルスタッフ　 令和3年6月1日 令和9年5月31日 第2-669号 飲食店営業

65 ＴＯＷＡ　Ｅ　ＭＯＲＥ さいたま市南区南本町１－３－１５　エースワンダービル１階 048-839-8000 合同会社３４６　 令和3年6月25日 令和9年9月30日 第2-813号 飲食店営業

66 中浦和まりーな保育園 さいたま市南区別所５－１０－１７　 048-862-7730 ユイ・フード株式会社　 令和3年6月2日 令和9年9月30日 第2-679号 飲食店営業

67 彩の国東大宮メディカルセンターカフェコア さいたま市北区土呂町１５２２　 048-668-6520 株式会社光洋フードサービス　 令和3年6月9日 令和9年7月31日 第2-717号 飲食店営業

68 うぐす保育園　日進 さいたま市北区日進町２－１７４６－３　 048-665-6460 ユイ・フード株式会社　 令和3年6月2日 令和9年7月31日 第2-682号 飲食店営業

69 保育所まぁむ日進園 さいたま市北区日進町２－６０５　 048-668-1101 株式会社スマイルスタッフ　 令和3年6月1日 令和9年7月31日 第2-671号 飲食店営業

70 杉の子マート　日進駅前店 さいたま市北区日進町２－７６１－２　 048-783-3566 社会福祉法人埼玉福祉事業協会　 令和3年6月15日 令和9年7月31日 第2-732号 飲食店営業

71 株式会社河村屋 さいたま市北区別所町１１２５－６　 048-663-0255 株式会社河村屋　 令和3年6月9日 令和9年7月31日 第2-653号 飲食店営業

72 焼肉キャンプ　大宮本郷店 さいたま市北区本郷町１５４２　 048-729-8460 株式会社ＴＡＧ－１　 令和3年6月29日 令和9年7月31日 第2-828号 飲食店営業

73 株式会社ベストワーク さいたま市緑区上野田４９０　 048-812-2677 株式会社ベストワーク　 令和3年6月16日 令和9年9月30日 第2-729号 飲食店営業

74 ケヤキ倶楽部大間木有料老人ホーム さいたま市緑区大間木２－５－１６　 048-767-6010 ミストラルＨＤ株式会社　 令和3年6月16日 令和9年9月30日 第2-713号 飲食店営業

75 ほっともっと　さいたま　大間木店 さいたま市緑区大間木４０４－８　 日髙　靖剛　 令和3年6月23日 令和9年9月30日 第2-805号 飲食店営業

76 君とならいつまでも　北浦和店 さいたま市浦和区北浦和１－１－１　 048-811-1000 株式会社キズナホールディングス　 令和3年6月17日 令和9年6月30日 第2-780号 菓子製造業

77 とんでん株式会社　岩槻工場 さいたま市岩槻区上野４－３－９　 048-794-6815 とんでん株式会社　 令和3年6月29日 令和9年9月30日 第2-613号 菓子製造業

78 玉手箱２９救歳 さいたま市見沼区東宮下８３６－２　 中島　由美子　 令和3年6月21日 令和8年9月30日 第2-762号 菓子製造業

79 ｍｏｒｎｉｎｇ　ｋｉｔｃｈｅｎ さいたま市見沼区東大宮６－２９－１１　武田ビル２０１ 合同会社こたつ　 令和3年6月21日 令和8年9月30日 第2-763号 菓子製造業

80 カフェ　花笑み さいたま市大宮区三橋２－９７５－１　 佐藤　正美　 令和3年6月29日 令和8年6月30日 第2-834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03年6月）　※自動車・自動販売機・特定の食品を除く　

81 うちのおやつやさん０８２８３ さいたま市大宮区大成町１－２０１－１－３０３　 中山　美佳　 令和3年6月10日 令和8年6月30日 第2-704号 菓子製造業

82 くまのこマフィン さいたま市大宮区大門町３－１０８　 笠原　琴美　 令和3年6月30日 令和9年6月30日 第2-838号 菓子製造業

83 チャイバミ さいたま市大宮区大門町３－１０８　 星野　剛久　 令和3年6月28日 令和9年6月30日 第2-859号 菓子製造業

84 彩り惣菜工房　和ごころ さいたま市南区辻２－１１－８　ハーベスト２ 048-863-9010 有限会社さかえや本多商店　 令和3年6月22日 令和9年9月30日 第2-816号 菓子製造業

85 ｍａｒｕ　ｂａｇｅｌ さいたま市南区南浦和３－４４－４　 丸山　育子　 令和3年6月29日 令和9年9月30日 第2-721号 菓子製造業

86 焼肉キャンプ　大宮本郷店 さいたま市北区本郷町１５４２　 048-729-8460 株式会社ＴＡＧ－１　 令和3年6月29日 令和9年7月31日 第2-829号 食肉販売業

87 くらせい さいたま市大宮区桜木町１－６－２　そごう大宮店　Ｂ１ 048-657-7212 有限会社倉橋商店　 令和3年6月25日 令和9年6月30日 第2-809号 水産製品製造業

88 しょうがのむし　醸造所 さいたま市見沼区大谷１２６２－３　 株式会社しょうがのむし　 令和3年6月24日 令和9年9月30日 第2-9049号 清涼飲料水製造業
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