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1 団地キッチン田島 さいたま市桜区田島６－１－２０　 株式会社ＬＣ総合サービス　 令和4年6月30日 令和10年7月31日 第2-583号 そうざい製造業

2 セントラルキッチン喰心 さいたま市中央区上落合１－９－２　与野ハウス２号棟１０６ 048-767-6651 株式会社喰心　 令和4年6月15日 令和10年7月31日 第2-474号 そうざい製造業

3 株式会社メンタルサポートｂｅｌｉｅｆ　ｐｌｕｓ　りすたーと農業部 さいたま市北区東大成町１－３５３－３　 048-782-9835 株式会社メンタルサポートｂｅｌｉｅｆ　ｐｌｕｓ　 令和4年6月14日 令和9年7月31日 第2-396号 そうざい製造業

4 メフォス東日本００３０２ さいたま市浦和区岸町４－２５－１３　 048-822-5151 株式会社メフォス東日本　 令和4年6月9日 令和10年6月30日 第2-367号 飲食店営業

5 じゃぱん亭　浦和岸町店 さいたま市浦和区岸町６－１－２　小池ビル１Ｆ 048-711-6766 株式会社ジャパンウィズ　 令和4年6月15日 令和10年6月30日 第2-355号 飲食店営業

6 割烹　千代田／千代田別館　仲仲庵 さいたま市浦和区岸町７－４－６　 048-829-2881 有限会社池仲商事　 令和4年6月16日 令和10年6月30日 第2-436号 飲食店営業

7 築地銀だこ　浦和コルソ店 さいたま市浦和区高砂１－１２－１　浦和コルソＢ１Ｆ 048-814-0065 株式会社フリーダム　 令和4年6月15日 令和10年6月30日 第2-393号 飲食店営業

8 いい菜＆ゼスト浦和店 さいたま市浦和区高砂１－１２－１　浦和コルソＢ１Ｆ 048-832-2170 株式会社ゼストクック　 令和4年6月15日 令和10年6月30日 第2-437号 飲食店営業

9 つきじ　植むら　浦和店 さいたま市浦和区高砂１－１５－１　 048-834-1111 株式会社三越伊勢丹　 令和4年6月28日 令和10年6月30日 第2-445号 飲食店営業

10 カラオケラウンジ　もぐもぐ さいたま市浦和区高砂２－１－１９　 048-824-7000 株式会社ウィステリア・ホールディングス　 令和4年6月21日 令和10年6月30日 第2-399号 飲食店営業

11 朱苑　高砂店 さいたま市浦和区高砂２－２－１　 048-835-2941 株式会社サリックストラベル　 令和4年6月29日 令和10年6月30日 第2-596号 飲食店営業

12 鮨　ふく さいたま市浦和区高砂２－６－１７　田口屋ビル１階 048-822-3000 末永　福政　 令和4年6月8日 令和10年6月30日 第2-379号 飲食店営業

13 Ｍｉｍｉ さいたま市浦和区高砂２－６－１７　田口屋ビル４Ｆ 株式会社Ｑｕｅｅｎ２１　 令和4年6月1日 令和10年6月30日 第2-386号 飲食店営業

14 三代目網元　さかなや道場　与野西口店 さいたま市浦和区上木崎１－８－４　フレスポ与野２階 048-823-7113 チムニー株式会社　 令和4年6月30日 令和10年6月30日 第2-617号 飲食店営業

15 レストラン　トミー さいたま市浦和区常盤１０－９－１１　 048-833-6062 深澤　義紀　 令和4年6月30日 令和10年6月30日 第2-628号 飲食店営業

16 居酒屋レストラン・サングッド さいたま市浦和区常盤１０－９－１４　 048-824-6778 菊池　正義　 令和4年6月15日 令和10年6月30日 第2-416号 飲食店営業

17 月見屋 さいたま市浦和区常盤１０－９－１５　 048-834-4876 有限会社中元寺商会　 令和4年6月3日 令和10年6月30日 第2-300号 飲食店営業

18 和風スナック　まき さいたま市浦和区常盤１０－９－２　 048-799-2268 前田　多美子　 令和4年6月15日 令和9年6月30日 第2-372号 飲食店営業

19 ガールズバーランラン さいたま市浦和区常盤１０－９－２　市川ビル３階 ｍ．ｔ．ｓ合同会社　 令和4年6月15日 令和10年6月30日 第2-457号 飲食店営業

20 ＬＯＯＰ　ＣＡＦＥ さいたま市浦和区常盤２－１０－５　ＬＯＯＰビル 048-832-2705 株式会社ワイドループ　 令和4年6月29日 令和10年6月30日 第2-533号 飲食店営業

21 居酒屋ちどり さいたま市浦和区常盤３－１４－３　 千鳥　恭輔　 令和4年6月3日 令和10年6月30日 第2-337号 飲食店営業

22 肴や　ＴＥＲＵ さいたま市浦和区常盤５－１－１－１０１　 048-711-6110 丸山　照彦　 令和4年6月3日 令和10年6月30日 第2-354号 飲食店営業

23 ブロックはかせ．ＬＡＢＯ さいたま市浦和区常盤９－１１－１２　２階 048-767-3354 前原　浩　 令和4年6月20日 令和10年6月30日 第2-493号 飲食店営業

24 天然かき氷店　氷の音 さいたま市浦和区常盤９－３２－１　北浦和ビル１階 株式会社アンカー　 令和4年6月29日 令和10年6月30日 第2-555号 飲食店営業

25 ファミリーマートさいたま常盤九丁目店 さいたま市浦和区常盤９－３２－２２　１階 048-814-3581 齋藤　和彦　 令和4年6月13日 令和10年6月30日 第2-388号 飲食店営業

26 ＳＥＶＥＮ　ＳＰＩＣＥ　ＫＥＢＡＢ　＆　ＢＡＲ さいたま市浦和区常盤９－３２－２５　大野ビル１Ｆ ＶＡＪＥＤＩ　ＳＡＥＩＤ　 令和4年6月3日 令和10年6月30日 第2-426号 飲食店営業

27 八角堂 さいたま市浦和区常盤９－３３－８　ビアンカ浦和１Ｆ 048-755-9973 落合　秀紀　 令和4年6月15日 令和10年6月30日 第2-417号 飲食店営業

28 レストランフルーク さいたま市浦和区針ケ谷３－１９－３　 048-824-2636 有限会社フォークス　 令和4年6月8日 令和10年6月30日 第2-276号 飲食店営業

29 むすび食堂 さいたま市浦和区大原３－１０－１　埼玉県障害者交流センター内 048-831-6600 一般社団法人ワーカーズ・コレクティブむすび　 令和4年6月24日 令和10年6月30日 第2-519号 飲食店営業

30 銀華飯店 さいたま市浦和区大東３－１６－８　 048-881-1105 村山　健次　 令和4年6月3日 令和10年6月30日 第2-266号 飲食店営業

31 ブラッスリー　ドゥシェフ さいたま市浦和区仲町１－１１－３　コバヤシビルＢ１Ｆ 048-833-6229 有限会社ドゥシェフ　 令和4年6月9日 令和10年6月30日 第2-242号 飲食店営業

32 回転寿司　みさき　浦和西口店 さいたま市浦和区仲町１－１－９　森崎ビル１Ｆ 048-711-8208 株式会社京樽　 令和4年6月28日 令和10年6月30日 第2-580号 飲食店営業

33 サーティワンアイスクリーム　浦和店 さいたま市浦和区仲町１－２－１２　 048-822-3178 株式会社しむら　 令和4年6月8日 令和10年6月30日 第2-423号 飲食店営業

34 ケンタッキー・フライド・チキン　浦和仲町店 さいたま市浦和区仲町１－２－７　 048-814-0655 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社　 令和4年6月8日 令和10年6月30日 第2-363号 飲食店営業

35 兼屋 さいたま市浦和区仲町１－８－６　 兼光　博之　 令和4年6月8日 令和10年6月30日 第2-285号 飲食店営業

36 洋食屋 さいたま市浦和区仲町２－１６－１７　 048-834-4498 関野　昇次　 令和4年6月10日 令和10年6月30日 第2-401号 飲食店営業

37 Ｏｐｅｎ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　然 さいたま市浦和区仲町４－２－１７　 048-861-8629 河本　栄樹　 令和4年6月9日 令和10年6月30日 第2-425号 飲食店営業

38 キッチン酵素ガーデン さいたま市浦和区東高砂町１７－２０　 048-829-7442 有限会社フェーブリー　 令和4年6月21日 令和10年6月30日 第2-558号 飲食店営業

39 焼肉・牛たん　うらいち さいたま市浦和区東仲町１１－１　１Ｆ 048-678-2299 株式会社ぷらす　 令和4年6月7日 令和10年6月30日 第2-326号 飲食店営業

40 鳥昇 さいたま市浦和区東仲町１－１６　 048-884-2933 越川　慎吾　 令和4年6月24日 令和10年6月30日 第2-418号 飲食店営業

41 キッチンオリジン　浦和店 さいたま市浦和区東仲町２５－１　浦和ＪＳビル１階 048-764-8370 オリジン東秀株式会社 令和4年6月7日 令和10年6月30日 第4-18号 飲食店営業

営業許可施設（令和04年6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6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

42 居酒屋やず八 さいたま市浦和区北浦和１－２－６　２Ｆ 048-822-0646 有限会社サイキ　 令和4年6月21日 令和10年6月30日 第2-407号 飲食店営業

43 かねかつ さいたま市浦和区北浦和３－１－６　 大友　勝　 令和4年6月28日 令和10年6月30日 第2-469号 飲食店営業

44 ニューデイズ北浦和 さいたま市浦和区北浦和３－３－５　 048-835-1989 株式会社ＪＲ東日本クロスステーション　 令和4年6月7日 令和10年6月30日 第2-312号 飲食店営業

45 ＴＯＫＹＯ豚骨ＢＡＳＥ　ＭＡＤＥ　ｂｙ　一風堂　北浦和店 さいたま市浦和区北浦和３－３－５　ＪＲ北浦和駅　東口ロータリー 株式会社ＪＲ東日本クロスステーション　 令和4年6月30日 令和10年6月30日 第2-619号 飲食店営業

46 いろり庵きらく北浦和店 さいたま市浦和区北浦和３－３－５　ＪＲ北浦和駅構内 048-832-8449 株式会社ＪＲ東日本クロスステーション　 令和4年6月21日 令和10年6月30日 第4-29号 飲食店営業

47 辛子家 さいたま市浦和区北浦和３－４－４　ケイアイビル２階 文　理美　 令和4年6月7日 令和10年6月30日 第2-429号 飲食店営業

48 ルキナ北浦和 さいたま市浦和区北浦和４－３－１８　北浦和四丁目ビル５Ｆ 048-826-2366 株式会社大丸プランニング　 令和4年6月14日 令和10年6月30日 第2-356号 飲食店営業

49 Ｄｉｎｉｎｇ　ａｎｄ　Ｂａｒ　ＣＲＡＤＬＥ さいたま市浦和区北浦和４－３－８　５Ｆ 048-793-4972 株式会社ビショップ　 令和4年6月14日 令和10年6月30日 第2-347号 飲食店営業

50 松屋　北浦和店 さいたま市浦和区北浦和４－３－８　ＵＳビル１Ｆ 048-835-1859 株式会社松屋フーズ　 令和4年6月3日 令和10年6月30日 第2-238号 飲食店営業

51 そば処斗露路 さいたま市浦和区北浦和４－５－１　小室屋ビル地下１Ｆ 048-749-1512 株式会社ボンドール　 令和4年6月20日 令和10年6月30日 第2-443号 飲食店営業

52 ろばた焼　和和 さいたま市浦和区北浦和４－５－８　Ｂ１－Ａ号 048-642-5222 株式会社和和　 令和4年6月15日 令和10年6月30日 第2-452号 飲食店営業

53 ｎｏｆｕ さいたま市浦和区北浦和４－８－２　 048-705-8698 今泉　宣子　 令和4年6月14日 令和10年6月30日 第2-383号 飲食店営業

54 アイリスガーデン北浦和 さいたま市浦和区北浦和５－１３－６　 048-834-3233 株式会社ＬＥＯＣ　 令和4年6月13日 令和10年6月30日 第2-409号 飲食店営業

55 安ちゃん家 さいたま市浦和区本太１－２０－１６　 安藤　芳美　 令和4年6月10日 令和9年6月30日 第2-400号 飲食店営業

56 コーヒー＆ギャラリー　杏樹 さいたま市浦和区本太２－２８－２３　 048-882-9711 菊池　京子　 令和4年6月8日 令和9年6月30日 第2-308号 飲食店営業

57 ネスト　カフェ さいたま市浦和区領家１－６－１　 048-753-9185 石関　幸康　 令和4年6月8日 令和10年6月30日 第2-365号 飲食店営業

58 だるま さいたま市浦和区領家３－１６－７　 048-886-0756 株木　昭一　 令和4年6月7日 令和10年6月30日 第2-352号 飲食店営業

59 ｃａｆｅ　Ｒｅｆｕｅｌ さいたま市岩槻区上野９７３　 048-794-5525 誠和産業株式会社　 令和4年6月20日 令和10年9月30日 第2-513号 飲食店営業

60 出張料理　すずや さいたま市岩槻区南辻８３－４　 048-757-0011 有限会社壽々家　 令和4年6月1日 令和10年5月31日 第2-350号 飲食店営業

61 伊藤製パン株式会社岩槻工場 さいたま市岩槻区末田２３９８－１　 株式会社ＬＥＯＣ　 令和4年6月6日 令和10年9月30日 第4-23号 飲食店営業

62 そんぽの家大和田 さいたま市見沼区大和田町１－１００２　 048-682-6088 ＳＯＭＰＯケアフーズ株式会社　 令和4年6月21日 令和10年9月30日 第4-32号 飲食店営業

63 天ぷら周平 さいたま市見沼区東大宮４－４６－８　 048-788-4639 株式会社そのとき　 令和4年6月9日 令和10年9月30日 第2-480号 飲食店営業

64 ポルコ さいたま市見沼区東大宮７－４４－１　Ｂ１ 北山　浩介　 令和4年6月9日 令和10年9月30日 第2-315号 飲食店営業

65 みつばメゾン大宮南中野 さいたま市見沼区南中野６７１－６　 株式会社アミス　 令和4年6月22日 令和9年9月30日 第2-501号 飲食店営業

66 ＴＨＥ　ＫＡＲＭＡ　ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ　ＡＮＤ　ＭＡＲＴ さいたま市見沼区風渡野１－８－１　コーポ春里１０３ 048-884-8888 Ａｃｕｂｅ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ合同会社　 令和4年6月14日 令和10年9月30日 第2-467号 飲食店営業

67 凛 さいたま市見沼区風渡野６６１－１　 板野　真紀子　 令和4年6月27日 令和10年9月30日 第2-559号 飲食店営業

68 フルーツサンド満天堂　蓮沼店 さいたま市見沼区蓮沼１４３６　 048-731-8248 株式会社プラーナ　 令和4年6月9日 令和10年9月30日 第2-397号 飲食店営業

69 居酒屋　おとん さいたま市桜区上大久保６４３－１　 048-840-1366 関山　三枝子　 令和4年6月24日 令和9年7月31日 第2-515号 飲食店営業

70 宝来軒 さいたま市桜区神田４４２　 048-855-1717 大澤　茂　 令和4年6月27日 令和10年7月31日 第2-482号 飲食店営業

71 匠のがってん寿司　さいたま田島店 さいたま市桜区田島１－４－１０　 048-710-7167 株式会社ジーエスアール　 令和4年6月27日 令和10年7月31日 第2-441号 飲食店営業

72 居酒屋小春 さいたま市桜区田島５－２２－１６　 048-866-3866 笹原　伸司　 令和4年6月27日 令和10年7月31日 第2-459号 飲食店営業

73 団地キッチン田島 さいたま市桜区田島６－１－２０　 株式会社ＬＣ総合サービス　 令和4年6月30日 令和10年7月31日 第2-581号 飲食店営業

74 さんご指扇 さいたま市西区西遊馬１５９９－１　 048-624-8883 社会福祉法人ともに生きる会　 令和4年6月16日 令和9年7月31日 第2-439号 飲食店営業

75 うなぎ加茂川飲食店 さいたま市西区島根６２７－３　 048-622-1862 瀬尾　芳雄　 令和4年6月16日 令和10年7月31日 第2-490号 飲食店営業

76 花かど さいたま市大宮区下町１－１　 048-642-2588 宋　明順　 令和4年6月20日 令和10年6月30日 第2-428号 飲食店営業

77 ＢＯＲＤＥＲ さいたま市大宮区下町１－３８　家屋番号２ 048-644-7499 横嶋　拓也　 令和4年6月23日 令和10年6月30日 第2-378号 飲食店営業

78 吉敷　末広 さいたま市大宮区吉敷町４－１３４　 048-642-6105 濱口　誠　 令和4年6月2日 令和10年6月30日 第2-314号 飲食店営業

79 鳥貴族　さいたま新都心店 さいたま市大宮区吉敷町４－２４８－１　町田ビル３階 048-783-2900 株式会社鳥貴族　 令和4年6月27日 令和10年6月30日 第4-31号 飲食店営業

80 ＣＡＦＥ　ＴＨＥ　ＶＵＫＥ 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　１階（１００３－１区画） 048-788-3567 株式会社東京天竜　 令和4年6月23日 令和10年6月30日 第2-520号 飲食店営業

81 ブルプル　コクーン店 さいたま市大宮区吉敷町４－２６３－１　コクーンシティ２　１階 048-778-8062 株式会社Ｂｕｌｌ　Ｐｕｌｕ　 令和4年6月30日 令和10年6月30日 第2-620号 飲食店営業

82 東毛酪農　６３Ｃ° さいたま市大宮区吉敷町４－２６７－２　コクーンシティ　コクーン１　２Ｆ 048-767-3863 株式会社三丸　 令和4年6月14日 令和10年6月30日 第2-419号 飲食店営業
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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04年6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

83 やさい巻き串の獅志丸　さいたま新都心東口駅前店 さいたま市大宮区吉敷町４－６１－１　オクトビル１階 048-856-9385 ハッピーメーカー株式会社　 令和4年6月2日 令和10年6月30日 第2-357号 飲食店営業

84 天丼てんや　大宮東店 さいたま市大宮区宮町１－１３　 048-658-2388 ロイヤルフードサービス株式会社　 令和4年6月22日 令和10年6月30日 第4-28号 飲食店営業

85 かしら屋大宮東口店 さいたま市大宮区宮町１－３９　 048-648-0100 株式会社協栄商事　 令和4年6月14日 令和10年6月30日 第2-377号 飲食店営業

86 和牛焼肉　韓国料理　じろべ さいたま市大宮区宮町１－４１　八千代ビル２階 048-648-8989 株式会社タカギ　 令和4年6月15日 令和10年6月30日 第2-481号 飲食店営業

87 ＣＯＮＡ　大宮店 さいたま市大宮区宮町１－５７　 048-783-3140 株式会社ＩＮＧＳ　 令和4年6月8日 令和10年6月30日 第2-293号 飲食店営業

88 ラケル大宮店 さいたま市大宮区宮町１－８２　 048-647-6515 株式会社ラケル　 令和4年6月22日 令和10年6月30日 第2-430号 飲食店営業

89 Ｂａｒ　Ｒ さいたま市大宮区宮町１－９１－１　 048-871-9933 柴田　博美　 令和4年6月10日 令和10年6月30日 第2-320号 飲食店営業

90 有限会社鮨政東口店 さいたま市大宮区宮町２－３９－１　 048-645-4466 有限会社鮨政　 令和4年6月2日 令和10年6月30日 第2-289号 飲食店営業

91 ニューデイズ大宮西改札口 さいたま市大宮区錦町６３０　 048-631-1529 株式会社ＪＲ東日本クロスステーション　 令和4年6月7日 令和10年6月30日 第2-311号 飲食店営業

92 そば処中山道大宮８・９番線ホーム店 さいたま市大宮区錦町６３０　ＪＲ大宮駅構内 048-644-4937 株式会社ＪＲ東日本クロスステーション　 令和4年6月23日 令和10年6月30日 第4-30号 飲食店営業

93 コレもう食べた？大宮店 さいたま市大宮区錦町６３０　ＪＲ大宮駅構内 048-640-5250 株式会社ＪＲ東日本クロスステーション　 令和4年6月28日 令和10年6月30日 第2-517号 飲食店営業

94 大宮ルミネ　カフェ・リシオ さいたま市大宮区錦町６３０　ルミネ２　５Ｆ 048-658-5057 コンパスグループ・ジャパン株式会社　 令和4年6月23日 令和10年6月30日 第2-455号 飲食店営業

95 五十番 さいたま市大宮区櫛引町１－５７７　 048-663-6048 木下　純一　 令和4年6月7日 令和10年6月30日 第2-248号 飲食店営業

96 一の家 さいたま市大宮区高鼻町２－２７６　 048-644-0165 有限会社一の家　 令和4年6月2日 令和10年6月30日 第2-319号 飲食店営業

97 大宮公園内２号売店 さいたま市大宮区高鼻町４　 小熊　恵美子　 令和4年6月22日 令和10年6月30日 第2-402号 飲食店営業

98 ステーキのどん　大宮西口店 さいたま市大宮区桜木町１－１０－１７　 048-650-8833 株式会社アークミール　 令和4年6月10日 令和10年6月30日 第2-381号 飲食店営業

99 薄利多賣半兵ヱ　大宮店 さいたま市大宮区桜木町１－２－４　金子ビル２Ｆ 048-640-1878 株式会社ドリームリンク　 令和4年6月28日 令和10年6月30日 第2-434号 飲食店営業

100 バーガーキング　大宮西口店 さいたま市大宮区桜木町１－６－２　 048-645-7322 株式会社ビーケー・ジャパン　 令和4年6月8日 令和10年6月30日 第2-376号 飲食店営業

101 歌行燈　ゑべっさん さいたま市大宮区桜木町１－６－２　そごう大宮店９Ｆ 048-658-5811 株式会社歌行燈　 令和4年6月8日 令和10年6月30日 第2-349号 飲食店営業

102 麻布あさひ さいたま市大宮区桜木町１－６－２　そごう大宮店Ｂ－１ 048-788-2710 株式会社アサヒブロイラー　 令和4年6月2日 令和10年6月30日 第2-331号 飲食店営業

103 デリショップ さいたま市大宮区桜木町１－６－２　そごう大宮店内 048-657-7219 株式会社デリショップ　 令和4年6月6日 令和10年6月30日 第2-385号 飲食店営業

104 海産物居酒屋　さくら水産　大宮西口店 さいたま市大宮区桜木町１－８－３　サンユービル２Ｆ 048-650-0885 株式会社テラケン　 令和4年6月6日 令和10年6月30日 第2-382号 飲食店営業

105 マロウドイン大宮 さいたま市大宮区桜木町２－１７３　 048-645-5111 株式会社東都観光企業総轄本社　 令和4年6月23日 令和10年6月30日 第2-505号 飲食店営業

106 串焼　八兵衛 さいたま市大宮区桜木町２－２－３　第２サン企画ビル５Ｆ 048-647-0171 株式会社ＴＭコーポレーション　 令和4年6月8日 令和10年6月30日 第2-267号 飲食店営業

107 スイーツパラダイス丸井大宮店 さいたま市大宮区桜木町２－３　 048-648-5552 井上商事株式会社 令和4年6月2日 令和10年6月30日 第2-294号 飲食店営業

108 ラケル　大宮マルイ店 さいたま市大宮区桜木町２－３　大宮マルイ店７Ｆ 048-657-9131 株式会社ラケル　 令和4年6月24日 令和10年6月30日 第2-431号 飲食店営業

109 行寿司 さいたま市大宮区桜木町２－３２２－１　タナカビル１Ｆ 048-644-6499 田辺　行範　 令和4年6月2日 令和10年6月30日 第2-228号 飲食店営業

110 有限会社鮨政　西口店 さいたま市大宮区桜木町２－５－１９　 048-643-8080 有限会社鮨政　 令和4年6月27日 令和10年6月30日 第2-468号 飲食店営業

111 元気七輪焼肉　牛繁　大宮西口ＤＯＭ店 さいたま市大宮区桜木町２－６　大宮西口共同ビル１Ｆ 048-783-3429 株式会社牛繁ドリームシステム　 令和4年6月22日 令和10年6月30日 第2-514号 飲食店営業

112 Ｂａｍｂｉ　Ｂａｒ さいたま市大宮区桜木町２－８－７　シャトルウエスト１Ｆ 048-788-3777 朝比奈　智孔　 令和4年6月14日 令和10年6月30日 第2-405号 飲食店営業

113 ドミトリー大宮桜木寮 さいたま市大宮区桜木町３－２２２－５　 048-668-6260 株式会社エヌアールイーサービス　 令和4年6月2日 令和10年6月30日 第2-368号 飲食店営業

114 株式会社ＬＥＯＣ　西大宮病院事業所 さいたま市大宮区三橋１－１１７３　 048-612-6362 株式会社ＬＥＯＣ　 令和4年6月7日 令和10年6月30日 第2-241号 飲食店営業

115 鉄板懐石　くら馬 さいたま市大宮区三橋１－６６８　 048-780-2652 株式会社鞍馬　 令和4年6月16日 令和10年6月30日 第2-227号 飲食店営業

116 居酒屋ひろ さいたま市大宮区三橋１－８－１　 048-651-9251 関口　広行　 令和4年6月2日 令和10年6月30日 第2-290号 飲食店営業

117 スナックまつり さいたま市大宮区三橋２－５２８－２　 048-622-8554 新山　マリ子　 令和4年6月10日 令和9年6月30日 第2-392号 飲食店営業

118 びっくりドンキー大宮三橋店 さいたま市大宮区三橋２－６６８　 048-640-2153 株式会社アレフ　 令和4年6月16日 令和10年6月30日 第2-332号 飲食店営業

119 みんなの家・三橋４丁目 さいたま市大宮区三橋４－５９－１　 0486-200-120 株式会社ニフス　 令和4年6月16日 令和10年6月30日 第2-406号 飲食店営業

120 大宮諏訪の苑 さいたま市大宮区三橋４－８７５－２　 048-623-3322 株式会社吉コーポレーション　 令和4年6月23日 令和10年6月30日 第2-277号 飲食店営業

121 株式会社東武ストア大宮公園店　惣菜・食肉 さいたま市大宮区寿能町１－１７７－５　 048-645-5881 株式会社東武ストア　 令和4年6月8日 令和10年6月30日 第2-269号 飲食店営業

122 株式会社ニフス　みんなの家・新都心 さいたま市大宮区上小町１４４０－２　 048-643-2701 株式会社ニフス　 令和4年6月6日 令和10年6月30日 第2-398号 飲食店営業

123 めん処蓜島屋 さいたま市大宮区上小町２９２　 048-641-1373 蓜島　孝　 令和4年6月8日 令和10年6月30日 第2-338号 飲食店営業
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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
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業種

営業許可施設（令和04年6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

124 アンサンブル大宮 さいたま市大宮区上小町９６０－５　 048-657-7580 グリーンフード株式会社　 令和4年6月2日 令和10年6月30日 第2-273号 飲食店営業

125 ミニストップ　さいたま上小店 さいたま市大宮区上小町９８７　 048-647-5722 シーブイエス埼大通有限会社　 令和4年6月2日 令和10年6月30日 第2-384号 飲食店営業

126 日高屋大宮すずらん通店 さいたま市大宮区大門町１－１９　 048-644-6118 株式会社ハイデイ日高　 令和4年6月23日 令和10年6月30日 第2-456号 飲食店営業

127 大宮髙島屋Ｂ１催（西） 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6月6日 令和10年6月30日 第2-394号 飲食店営業

128 多万里食堂 さいたま市大宮区大門町１－６２　 048-641-3551 有限会社多万里　 令和4年6月2日 令和10年6月30日 第2-280号 飲食店営業

129 Ｇｉｒｌｓ　Ｂａｒ　ＲＥ：Ｓ さいたま市大宮区大門町１－７１－１　第１０ホクシンビル２番館２階 048-658-9240 株式会社ライフシフト　 令和4年6月27日 令和10年6月30日 第2-440号 飲食店営業

130 ビッグエコー　大宮東口駅前店 さいたま市大宮区大門町１－９３　大宮大門ビル３・４Ｆ 048-640-3288 株式会社第一興商　 令和4年6月10日 令和10年6月30日 第2-375号 飲食店営業

131 じぶんどき　大宮東口駅前店 さいたま市大宮区大門町１－９３　大宮大門町ビル５階 048-657-2008 株式会社第一興商　 令和4年6月10日 令和10年6月30日 第2-435号 飲食店営業

132 鳥貴族　大宮東口店 さいたま市大宮区大門町１－９３　大宮大門町ビル６階 048-782-6977 株式会社鳥貴族　 令和4年6月6日 令和10年6月30日 第4-20号 飲食店営業

133 七輪房大宮駅前店 さいたま市大宮区大門町１－９３　大門町ビル２Ｆ 048-645-0205 株式会社安楽亭　 令和4年6月7日 令和10年6月30日 第2-316号 飲食店営業

134 回転寿司みさき　大宮東口店 さいたま市大宮区大門町１－９４　 048-779-8835 株式会社京樽　 令和4年6月10日 令和10年6月30日 第2-361号 飲食店営業

135 ローソン大宮門街店 さいたま市大宮区大門町２－１１８　 048-788-2677 株式会社ウィング　 令和4年6月30日 令和10年6月30日 第2-230号 飲食店営業

136 ガーデンキッチン大宮大門店 さいたま市大宮区大門町２－１１８　 048-658-9138 株式会社ブッツ・デリカテッセン　 令和4年6月20日 令和10年6月30日 第2-447号 飲食店営業

137 Ｄｉｐｇａｒｄｅｎ大宮店 さいたま市大宮区大門町２－１１８　大宮門街１Ｆ　１０３Ｄ 048-729-7797 ＤＩＰＷＡＹ　ＪＡＰＡＮ株式会社　 令和4年6月14日 令和10年6月30日 第2-465号 飲食店営業

138 ＢＬＯＯＭＹ’Ｓ×Ｆｌｏｒｙ さいたま市大宮区大門町２－１１８　大宮門街ＥＡＳＴ２階 048-729-4096 株式会社アド・スタッフ　 令和4年6月27日 令和10年6月30日 第2-539号 飲食店営業

139 吉川水産 さいたま市大宮区大門町２－１１８－１１３　大宮門街　ザ・ガーデン自由が丘　大宮大門店内 048-782-8518 吉川水産株式会社　 令和4年6月20日 令和10年6月30日 第4-25号 飲食店営業

140 創造キッチン　ＭＡＺＡＫＡ さいたま市大宮区大門町２－７　ヒシヤストアー４　３階 048-729-4677 風間　章江　 令和4年6月20日 令和10年6月30日 第2-432号 飲食店営業

141 プロヴァンス　ヴェール さいたま市大宮区大門町３－５０　ｖｉｐロイヤル氷川台Ｂ１Ｆ 048-649-5822 加藤　康光　 令和4年6月7日 令和10年6月30日 第2-305号 飲食店営業

142 参道バル　神家食堂 さいたま市大宮区大門町３－５０　ビップロイヤル氷川台１階 048-642-3833 神谷　百合子　 令和4年6月20日 令和10年6月30日 第2-373号 飲食店営業

143 白木屋 さいたま市大宮区仲町１－１　ムサシビル　３階４階 048-643-9588 株式会社モンテローザフーズ　 令和4年6月6日 令和10年6月30日 第4-26号 飲食店営業

144 ひなまる さいたま市大宮区仲町１－１５　ＶＯＲＴ大宮　３階Ａ 株式会社アミグループ　 令和4年6月16日 令和10年6月30日 第2-9083号 飲食店営業

145 ＤＲＡＧＯＮ　ＣＬＵＢ さいたま市大宮区仲町１－１７　大東ビル４階 048-783-2222 株式会社ＬＯＮ　 令和4年6月6日 令和10年6月30日 第2-265号 飲食店営業

146 福蔵 さいたま市大宮区仲町１－２１－２　南銀ビル　１Ｆ 048-662-9968 株式会社アミグループ　 令和4年6月28日 令和10年6月30日 第2-9086号 飲食店営業

147 福蔵　２階 さいたま市大宮区仲町１－２１－２　南銀ビル　２Ｆ 048-662-9968 株式会社アミグループ　 令和4年6月28日 令和10年6月30日 第2-9085号 飲食店営業

148 福蔵　３階 さいたま市大宮区仲町１－２１－２　南銀ビル　３Ｆ 048-662-9968 株式会社アミグループ　 令和4年6月28日 令和10年6月30日 第2-9084号 飲食店営業

149 幽玄 さいたま市大宮区仲町１－２６　小嶋ビル４階 菅野　隆太　 令和4年6月23日 令和10年6月30日 第2-544号 飲食店営業

150 ウィズユー さいたま市大宮区仲町１－２８　ザ・バレル南海ビル１階 048-646-0117 宇佐美　惠子　 令和4年6月28日 令和10年6月30日 第2-424号 飲食店営業

151 貴賓 さいたま市大宮区仲町１－５０　福田産業ビル２階２０６号室 048-645-2385 張　美萍　 令和4年6月10日 令和10年6月30日 第2-387号 飲食店営業

152 鶏匠　比内や さいたま市大宮区仲町１－６０　５Ｆ 048-644-9191 須田　智之　 令和4年6月23日 令和10年6月30日 第2-444号 飲食店営業

153 Ｓｈｏｔｂａｒ　ＭＡＯ　Ｏｍｉｙａ さいたま市大宮区仲町１－６２－１　２階 048-658-9189 株式会社ネクスクール　 令和4年6月7日 令和9年6月30日 第2-330号 飲食店営業

154 シルク　シーズンⅡ さいたま市大宮区仲町１－６２－３　南銀座青木店舗１階６号室 048-642-0150 翁長　遥　 令和4年6月24日 令和9年6月30日 第2-527号 飲食店営業

155 Ｂａｒ　ＡＧｉｔｏ さいたま市大宮区仲町１－６６－２　ドミノ杉浦ビル２階Ｂ号室 048-776-9877 菅野　隆太　 令和4年6月6日 令和10年6月30日 第2-451号 飲食店営業

156 ＢＡＲ　Ａｒｅａ　Ｐｌｅａｓｕｒｅ さいたま市大宮区仲町１－７４　高野ビル３Ｆ 048-783-2406 宮澤　正明　 令和4年6月16日 令和10年6月30日 第2-492号 飲食店営業

157 ニュークレア さいたま市大宮区仲町１－８１　第二オハナビル１階 048-871-9291 林　雅伸　 令和4年6月9日 令和10年6月30日 第2-464号 飲食店営業

158 屋台屋　博多劇場　大宮店 さいたま市大宮区仲町１－９６－１　ＯＭビル１Ｆ 048-778-7600 株式会社一家ダイニングプロジェクト　 令和4年6月23日 令和10年6月30日 第4-27号 飲食店営業

159 ＢＡＲ　ＮＥＫＯ さいたま市大宮区仲町２－２４－４　仲町Ｆ１ビル２０２号室 048-645-5400 株式会社金子屋商店　 令和4年6月29日 令和10年6月30日 第2-557号 飲食店営業

160 レストラン　バー　Ａ・Ｚ さいたま市大宮区仲町２－４２　セッテ・イン大宮４階 048-645-3788 鎌倉　甚士 令和4年6月30日 令和10年6月30日 第2-548号 飲食店営業

161 Ｔｈｅ　Ｂａｒ　Ｓａｚｅｒａｃ さいたま市大宮区仲町２－４２　セッテイン５Ｆ－Ｂ 048-783-4410 株式会社Ｓａｚｅｒａｃ　 令和4年6月28日 令和10年6月30日 第2-588号 飲食店営業

162 アイドール さいたま市大宮区仲町２－５１　第２東海ビル２Ｆ 048-640-2727 株式会社ドリーミングワークス　 令和4年6月28日 令和10年6月30日 第2-487号 飲食店営業

163 人形町 さいたま市大宮区仲町３－１６　イワサキビル１カイ 048-641-7460 葛西　佑作　 令和4年6月10日 令和10年6月30日 第2-420号 飲食店営業

164 白菊苑デイサービスセンター事業所 さいたま市大宮区天沼町１－１５０－１　 048-648-4761 株式会社若菜　 令和4年6月30日 令和10年6月30日 第2-613号 飲食店営業
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業種

営業許可施設（令和04年6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

165 介護老人福祉施設　白菊苑事業所 さいたま市大宮区天沼町１－１５４－１　 048-648-5571 株式会社若菜　 令和4年6月30日 令和10年6月30日 第2-614号 飲食店営業

166 焼肉きんぐ北大宮店 さいたま市大宮区土手町１－５６　 048-782-4129 株式会社物語コーポレーション　 令和4年6月8日 令和10年6月30日 第2-360号 飲食店営業

167 寿司作 さいたま市大宮区土手町３－２０４－３　 048-642-9258 五十嵐　康臣　 令和4年6月23日 令和10年6月30日 第2-404号 飲食店営業

168 三菱マテリアル株式会社　大宮新棟食堂 さいたま市大宮区北袋町１－６００　 048-643-0217 メリックス株式会社　 令和4年6月6日 令和10年6月30日 第2-317号 飲食店営業

169 大宮開成高校内食堂　株式会社東洋食品フードサービス さいたま市大宮区堀の内町１－６１５　 048-649-0714 株式会社東洋食品フードサービス　 令和4年6月8日 令和10年6月30日 第2-369号 飲食店営業

170 美味なり。 さいたま市中央区下落合１７１１　シティマークタワー２１－１０８ 048-753-9575 田島　ちえみ　 令和4年6月14日 令和10年7月31日 第2-403号 飲食店営業

171 ＮＩＭＴＡ　Ａｓｉａｎ　Ｄｉｎｉｎｇ　＆　Ｂａｒ さいたま市中央区上落合１－９－１　１Ｆ 048-711-9706 ＡＭＰＳ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ合同会社　 令和4年6月30日 令和10年7月31日 第2-550号 飲食店営業

172 セントラルキッチン喰心 さいたま市中央区上落合１－９－２　与野ハウス２号棟１０６ 048-767-6651 株式会社喰心　 令和4年6月15日 令和10年7月31日 第2-472号 飲食店営業

173 鍛冶屋文蔵さいたま新都心店 さいたま市中央区新都心１０　けやき広場１Ｆ 048-600-0116 株式会社だん家　 令和4年6月29日 令和10年7月31日 第2-551号 飲食店営業

174 がってん寿司　南与野店 さいたま市中央区大戸６－１６－６　 048-816-4390 株式会社ジーエスアール　 令和4年6月29日 令和10年7月31日 第2-442号 飲食店営業

175 サイゼリヤ　イオン与野店 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３Ｆ 048-840-1970 株式会社サイゼリヤ　 令和4年6月20日 令和10年7月31日 第2-470号 飲食店営業

176 マルエツ南与野駅店 さいたま市中央区鈴谷２－５４８－２　 048-859-1444 株式会社マルエツ　 令和4年6月20日 令和10年7月31日 第2-484号 飲食店営業

177 メフォス東日本１００４５ さいたま市南区曲本４－８－２　 048-866-1805 株式会社メフォス東日本　 令和4年6月22日 令和10年9月30日 第2-577号 飲食店営業

178 食彩厨房　いちげん　武蔵浦和店 さいたま市南区沼影１－１５－１２　 048-866-0511 株式会社一源　 令和4年6月10日 令和10年9月30日 第2-504号 飲食店営業

179 さいたま市立浦和南高等学校内　学生食堂 さいたま市南区辻６－５－３１　 株式会社ピッコロフューメ　 令和4年6月1日 令和10年9月30日 第2-449号 飲食店営業

180 わら焼き　おもてなし家 さいたま市南区南浦和２－２７－１２　アビアントビル１Ｆ 048-789-7715 株式会社ＡＺＵ　 令和4年6月1日 令和10年5月31日 第2-185号 飲食店営業

181 サーティワンアイスクリーム武蔵浦和ＭＡＲＥ店 さいたま市南区白幡５－１９－１９　武蔵浦和マーレ１階 株式会社しむら　 令和4年6月21日 令和10年9月30日 第2-479号 飲食店営業

182 ラケル さいたま市北区宮原町１－８５４－１　ステラタウン３Ｆ 048-662-5820 株式会社ラケル　 令和4年6月27日 令和10年7月31日 第2-549号 飲食店営業

183 ＢＥＡＳＴ さいたま市北区宮原町３－２７５　中西ビル２０２ 048-666-5851 須賀　幸　 令和4年6月29日 令和10年7月31日 第2-541号 飲食店営業

184 魚菜金嶋 さいたま市北区宮原町３－５１４－５　 048-729-4501 株式会社夢七　 令和4年6月29日 令和10年7月31日 第2-585号 飲食店営業

185 鳥竹 さいたま市北区植竹町１－１５７　 048-654-3805 山本　忠雄　 令和4年6月30日 令和10年7月31日 第2-499号 飲食店営業

186 友 さいたま市北区土呂町１－７－７　ネストビル１０２号 048-668-2856 澤本　恵　 令和4年6月14日 令和10年7月31日 第2-489号 飲食店営業

187 スターバックス　コーヒー　さいたま土呂店 さいたま市北区土呂町２－４５－１５　 スターバックスコーヒージャパン株式会社　 令和4年6月30日 令和10年7月31日 第2-478号 飲食店営業

188 うなぎ・天ぷら　安じき さいたま市北区日進町２－１０８８－９　管野ビル１Ｆ 048-663-0806 安食　豊彦　 令和4年6月3日 令和10年7月31日 第2-450号 飲食店営業

189 Ｂａｒ　ＣＲＯＳＳ さいたま市北区日進町３－４９２－４　共立ハイム１０５ 048-664-9733 青柳　香織　 令和4年6月29日 令和10年7月31日 第2-598号 飲食店営業

190 呑処　小春 さいたま市北区本郷町１３２　 武富　勝利　 令和4年6月10日 令和10年7月31日 第2-454号 飲食店営業

191 ＤＩＳＨひまわり さいたま市緑区松木２－２－４　 048-875-7195 岸田　未希　 令和4年6月20日 令和9年9月30日 第2-476号 飲食店営業

192 宝ばる さいたま市緑区東浦和４－７－１４　ＡＬＯＡＬＯ１０１ 048-606-3540 飯田　速人　 令和4年6月7日 令和10年9月30日 第2-433号 飲食店営業

193 月見屋 さいたま市浦和区常盤１０－９－１５　 048-834-4876 有限会社中元寺商会　 令和4年6月3日 令和10年6月30日 第2-301号 菓子製造業

194 団地キッチン田島 さいたま市桜区田島６－１－２０　 株式会社ＬＣ総合サービス　 令和4年6月30日 令和10年7月31日 第2-582号 菓子製造業

195 花と小麦 さいたま市西区飯田新田５５０－１　 阿部　久美子　 令和4年6月16日 令和9年7月31日 第2-453号 菓子製造業

196 よね屋 さいたま市大宮区宮町３－１１３－１３　 048-641-3983 米山　昌利　 令和4年6月8日 令和9年6月30日 第2-318号 菓子製造業

197 シャトレーゼＪＲ大宮駅東口店 さいたま市大宮区錦町６３０　ＪＲ大宮駅東口改札外コンコース 048-640-6011 株式会社ＪＲ東日本クロスステーション　 令和4年6月15日 令和10年6月30日 第2-244号 菓子製造業

198 サイトウパン店 さいたま市大宮区桜木町３－９０－１　 048-663-2622 斎藤　彰一　 令和4年6月6日 令和10年6月30日 第2-291号 菓子製造業

199 さくらままパントリー さいたま市大宮区大門町３－１０８　 松田　敏子　 令和4年6月22日 令和10年6月30日 第2-362号 菓子製造業

200 Ｍｉｚｏｃａ　Ｓｕｃｒｅ． さいたま市大宮区大門町３－１０８　 田中　麻耶　 令和4年6月15日 令和10年6月30日 第2-477号 菓子製造業

201 Ｊｕｌｉａｎ　Ｂａｋｅｒｙ さいたま市大宮区仲町１－１２３　 阿部　由莉菜　 令和4年6月10日 令和10年6月30日 第2-421号 菓子製造業

202 ふわっと　ａｎｄ さいたま市大宮区仲町１－１２３　 清宮　純子　 令和4年6月10日 令和10年6月30日 第2-466号 菓子製造業

203 ｍｕｇｉｋｏ さいたま市大宮区仲町３－１１９　 安見　佳永　 令和4年6月10日 令和9年6月30日 第2-380号 菓子製造業

204 Ｄａｒｉ　Ｋ　浦和製造所 さいたま市南区沼影３－１－１　（株）ロッテ　中央研究所　１階 048-837-0247 Ｄａｒｉ　Ｋ株式会社　 令和4年6月21日 令和10年9月30日 第4-33号 菓子製造業

205 パタタベイス さいたま市南区太田窪１６９６－１　 048-767-4376 有限会社ランクアップ　 令和4年6月3日 令和10年9月30日 第2-358号 菓子製造業
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営業許可施設（令和04年6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

206 吉川水産 さいたま市大宮区大門町２－１１８－１１３　大宮門街　ザ・ガーデン自由が丘　大宮大門店内 048-782-8518 吉川水産株式会社　 令和4年6月20日 令和10年6月30日 第4-24号 魚介類販売業

207 マルエツ南与野駅店 さいたま市中央区鈴谷２－５４８－２　 048-859-1444 株式会社マルエツ　 令和4年6月20日 令和10年7月31日 第2-486号 魚介類販売業

208 有限会社茨城屋 さいたま市西区中野林２８７　 048-620-6601 有限会社茨城屋　 令和4年6月16日 令和10年7月31日 第2-463号 食肉処理業

209 フレッシュ市場マルフク さいたま市桜区西堀３－１－１５　 048-861-0685 有限会社丸福商事　 令和4年6月27日 令和10年7月31日 第2-462号 食肉販売業

210 「ザ・ガーデン自由が丘」大宮大門店 さいたま市大宮区大門町２－１１８　 048-871-9605 株式会社シェルガーデン　 令和4年6月20日 令和10年6月30日 第4-19号 食肉販売業

211 セントラルキッチン喰心 さいたま市中央区上落合１－９－２　与野ハウス２号棟１０６ 048-767-6651 株式会社喰心　 令和4年6月15日 令和10年7月31日 第2-473号 食肉販売業

212 マルエツ南与野駅店 さいたま市中央区鈴谷２－５４８－２　 048-859-1444 株式会社マルエツ　 令和4年6月20日 令和10年7月31日 第2-485号 食肉販売業

213 ヤオコー　大宮宮原店（精肉） さいたま市北区宮原町１－６９２－１　 048-668-6200 株式会社ヤオコー　 令和4年6月30日 令和10年7月31日 第4-39号 食肉販売業

214 ジャム工房モンプチ さいたま市岩槻区相野原２３０－１　 048-794-1738 関根　英仁　 令和4年6月20日 令和10年9月30日 第2-333号 漬物製造業

215 わらべや日洋食品株式会社　大宮工場 さいたま市北区吉野町２－１０－１　 048-668-0851 わらべや日洋食品株式会社　 令和4年6月13日 令和10年7月31日 第2-422号 複合型そうざい製造業

216 ジャム工房モンプチ さいたま市岩槻区相野原２３０－１　 048-794-1738 関根　英仁　 令和4年6月20日 令和10年9月30日 第2-334号 密封包装食品製造業

217 セントラルキッチン喰心 さいたま市中央区上落合１－９－２　与野ハウス２号棟１０６ 048-767-6651 株式会社喰心　 令和4年6月15日 令和10年7月31日 第2-475号 冷凍食品製造業
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