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1 えちごや さいたま市西区三橋６－１７４３－８６　 048-623-6338 青木　利浩　 令和3年7月16日 令和9年7月31日 第2-987号 そうざい製造業

2 一色 さいたま市中央区本町東７－１３－３　 株式会社一色 令和3年7月6日 令和9年7月31日 第2-781号 そうざい製造業

3 ＲＦビアガーデン さいたま市浦和区高砂１－１５－１　伊勢丹浦和店 048-834-1111 株式会社三越伊勢丹 令和3年7月6日 令和9年10月31日 第2-819号 飲食店営業

4 麻布茶房 さいたま市浦和区高砂１－１５－１　伊勢丹浦和店７階 048-834-1677 株式会社甘や　 令和3年7月1日 令和9年6月30日 第2-878号 飲食店営業

5 うなぎ瀧澤 さいたま市浦和区高砂２－１４－１７　日建第２高砂ビル１Ｆ 048-825-9157 瀧澤　まゆみ　 令和3年7月15日 令和9年10月31日 第2-927号 飲食店営業

6 わ佐んぼん さいたま市浦和区高砂２－７－７　セブンビル２Ｆ 048-824-3120 佐藤　佳彦　 令和3年7月28日 令和9年10月31日 第2-1026号 飲食店営業

7 インドネシア料理レストラン　スラバヤ さいたま市浦和区東高砂町１１－１　浦和パルコ　５Ｆ 株式会社あさくまサクセッション　 令和3年7月1日 令和9年6月30日 第2-882号 飲食店営業

8 Ｎｍｃ　Ｋｉｔｃｈｅｎ さいたま市浦和区東高砂町９－１５　東 行方　智之　 令和3年7月6日 令和9年10月31日 第2-898号 飲食店営業

9 アンズトモモ　北浦和 さいたま市浦和区北浦和４－１－１０　海田ビル１Ｆ 株式会社アンズトモモ　 令和3年7月19日 令和9年10月31日 第2-942号 飲食店営業

10 家好運 さいたま市浦和区北浦和４－６－１　Ｄ 048-789-6688 東吉旅行株式会社　 令和3年7月13日 令和9年10月31日 第2-970号 飲食店営業

11 居酒屋　喜咲 さいたま市浦和区木崎４－１９－３１　１階 株式会社ショーテック　 令和3年7月7日 令和9年10月31日 第2-866号 飲食店営業

12 あじさい さいたま市岩槻区釣上１４９１　 048-797-5474 林　咲子　 令和3年7月29日 令和9年9月30日 第2-956号 飲食店営業

13 どんきち さいたま市岩槻区東岩槻１－５－１　岩槻ハイツ店舗１０号 048-796-8001 栗原　明年　 令和3年7月15日 令和9年9月30日 第2-963号 飲食店営業

14 ニューめぐみ さいたま市岩槻区府内２－２９－２４　 048-798-4261 宮本　英明　 令和3年7月15日 令和9年9月30日 第2-932号 飲食店営業

15 中華食堂　担担 さいたま市岩槻区府内４－４－７１　 048-797-1651 太田　英輔　 令和3年7月15日 令和9年9月30日 第2-954号 飲食店営業

16 マミーマート岩槻店　寿司 さいたま市岩槻区本丸３－２０－５３　 048-749-8201 株式会社マミーマート　 令和3年7月15日 令和9年9月30日 第2-915号 飲食店営業

17 ドーミー岩槻ＬｅｖｉⅡ号館 さいたま市岩槻区本町１－１－２　 048-790-2252 株式会社共立メンテナンス　 令和3年7月5日 令和9年9月30日 第2-847号 飲食店営業

18 ＮＵＲ’Ｓ　ＫＥＢＡＢ　ＣＡＦＥ さいたま市見沼区新堤７－１５　 株式会社Ｄｏｓｔ　Ｎｅｗｓ＆Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ　 令和3年7月21日 令和9年9月30日 第2-962号 飲食店営業

19 大宮聖苑　売店みぬま さいたま市見沼区染谷２－３５０－１　 048-682-3773 小熊　茂治　 令和3年7月5日 令和9年9月30日 第2-846号 飲食店営業

20 ＳＨＡＲＥ　ＴＨＥ　ＳＫＹ さいたま市見沼区染谷３－１６９　 株式会社ヒロテック 令和3年7月9日 令和9年9月30日 第2-877号 飲食店営業

21 炭火　焼肉　にこにこ さいたま市見沼区大谷１７８０－７　 江袋　明子　 令和3年7月21日 令和9年9月30日 第2-1008号 飲食店営業

22 ラーメンビック さいたま市見沼区中川３０５－１５　 048-687-0310 水村　良雄　 令和3年7月21日 令和9年9月30日 第2-997号 飲食店営業

23 歩歩路 さいたま市見沼区東宮下５３３－９８　 048-685-7105 稲村　浩子　 令和3年7月29日 令和9年9月30日 第2-916号 飲食店営業

24 ＳＯＮ　ＡＮＨ　ＱＵＡＮ さいたま市見沼区東大宮４－１８－７　サイトウビルＢ１Ｆ 株式会社ＨＡＳＹ 令和3年7月21日 令和9年9月30日 第2-940号 飲食店営業

25 テイクアウト専門焼鳥屋　成 さいたま市見沼区東大宮５－３０－１１－１０１　 加藤　成一　 令和3年7月2日 令和9年9月30日 第2-812号 飲食店営業

26 かねみつ さいたま市見沼区東大宮５－４０－１２　 松本　健治　 令和3年7月21日 令和9年9月30日 第2-971号 飲食店営業

27 ローソンさいたま膝子店 さいたま市見沼区膝子７５４－１　 048-687-0072 足利　晃延　 令和3年7月21日 令和9年9月30日 第2-952号 飲食店営業

28 居酒屋せんろっぱた さいたま市見沼区風渡野３５０－６　 048-683-3406 勝田　武男　 令和3年7月21日 令和9年9月30日 第2-955号 飲食店営業

29 ローソンさいたま七里駅前店 さいたま市見沼区風渡野４２８－１　 048-681-0072 足利　和真　 令和3年7月21日 令和9年9月30日 第2-945号 飲食店営業

30 四代目えいのすけ本舗 さいたま市桜区栄和１－３－１　 ＡＭＰＬＵＳ　ＪＡＰＡＮ合同会社　 令和3年7月30日 令和9年7月31日 第2-1059号 飲食店営業

31 肉の八頭龍 さいたま市桜区栄和３－２０－１３　小川ハイツ１０１ 株式会社田むら　 令和3年7月30日 令和9年7月31日 第2-1085号 飲食店営業

32 ＭＡ　ＣＡＦＥ さいたま市桜区栄和３－２１－２０　 本多　誠　 令和3年7月15日 令和8年7月31日 第2-887号 飲食店営業

33 小料理　艶やか さいたま市桜区下大久保１８０２－１　 株式会社小川工務店 令和3年7月6日 令和9年7月31日 第2-772号 飲食店営業

34 レストハウス さいたま市桜区下大久保７８０－２　 048-857-2236 森川　光廣　 令和3年7月16日 令和9年7月31日 第2-909号 飲食店営業

35 丸亀製麺さいたま桜店 さいたま市桜区下大久保８２４－１　 048-858-0835 株式会社丸亀製麺　 令和3年7月26日 令和9年7月31日 第2-1028号 飲食店営業

36 サンサン弁当 さいたま市桜区上大久保５１９－１　埼玉県立特別支援学校さいたま桜高等学園内 048-858-8815 埼玉県 令和3年7月7日 令和9年7月31日 第2-840号 飲食店営業

37 さくら草 さいたま市桜区上大久保８４０－６　 048-858-5755 小玉　徹　 令和3年7月15日 令和9年7月31日 第2-892号 飲食店営業

38 来々店 さいたま市桜区新開１－６－３０　 048-862-5607 渋谷　誠　 令和3年7月16日 令和9年7月31日 第2-848号 飲食店営業

39 株式会社ニフス　みんなの家中浦和 さいたま市桜区西堀６－９－１　 株式会社ニフス　 令和3年7月7日 令和9年7月31日 第2-814号 飲食店営業

40 セブン－イレブンさいたま田島３丁目店 さいたま市桜区田島３－２７－１２　 048-838-2271 渡邊　俊也　 令和3年7月16日 令和9年7月31日 第2-938号 飲食店営業

営業許可施設（令和03年7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03年7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 暖 さいたま市桜区田島５－２０－１５　土屋ビル１Ｆ 048-864-1202 苅田　栄子　 令和3年7月16日 令和9年7月31日 第2-976号 飲食店営業

42 セブン－イレブン西浦和駅西店 さいたま市桜区田島５－９－１３　 048-864-3636 森山　茂夫　 令和3年7月26日 令和9年7月31日 第2-830号 飲食店営業

43 フードガーデン白鍬店 さいたま市桜区白鍬２６３－１　 048-854-4752 株式会社与野フードセンター 令和3年7月7日 令和9年7月31日 第2-911号 飲食店営業

44 ケンタッキーフライドチキン大宮三橋町店 さいたま市西区三橋５－９１３－１　 048-620-1185 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 令和3年7月1日 令和9年7月31日 第2-850号 飲食店営業

45 えちごや さいたま市西区三橋６－１７４３－８６　 048-623-6338 青木　利浩　 令和3年7月16日 令和9年7月31日 第2-988号 飲食店営業

46 日本一 さいたま市西区三橋６－６０７－１３　イオン大宮西店 048-620-1554 株式会社日本一 令和3年7月14日 令和9年7月31日 第2-896号 飲食店営業

47 多満利屋きらく さいたま市西区指扇２３４０－５　 048-624-0893 堀内　好子　 令和3年7月7日 令和9年7月31日 第2-872号 飲食店営業

48 呑み処・軽食　陽だまり さいたま市西区指扇２３９８－７９　 048-783-2885 岐津　和子　 令和3年7月27日 令和9年7月31日 第2-1018号 飲食店営業

49 愛の家デイサービスセンター大宮指扇 さいたま市西区指扇５６６－１　 048-620-6111 グリーンフード株式会社　 令和3年7月1日 令和9年7月31日 第2-858号 飲食店営業

50 居酒屋　かくれんぼ さいたま市西区指扇領別所３６６－２５　エノキビル地下１階 小林　ユリ　 令和3年7月13日 令和9年7月31日 第2-966号 飲食店営業

51 ＪＵＮ　ＴＡＲＡ さいたま市西区指扇領別所３８２－８　 048-729-5338 合同会社ＪＵＮ　ＴＡＲＡ　 令和3年7月6日 令和9年7月31日 第2-903号 飲食店営業

52 カウンターバー　１３６ さいたま市西区西大宮１－７－６　 048-624-8577 鶴田　勇　 令和3年7月1日 令和8年7月31日 第2-868号 飲食店営業

53 のらくら さいたま市西区中釘２１７１－２　 二色　竜太　 令和3年7月1日 令和9年7月31日 第2-865号 飲食店営業

54 集いの店　あやちゃん さいたま市西区中野林１２４－１　 048-672-0029 小山　あや子　 令和3年7月7日 令和9年7月31日 第2-853号 飲食店営業

55 さわやかおおみや館 さいたま市西区内野本郷１０８２－１　 株式会社ティー・エフ・ピー　 令和3年7月16日 令和9年7月31日 第2-937号 飲食店営業

56 みんなの家　内野本郷 さいたま市西区内野本郷４７７－１　 株式会社ニフス　 令和3年7月7日 令和9年7月31日 第2-880号 飲食店営業

57 花の丘 さいたま市西区内野本郷９９１－３６　 木村　勝美　 令和3年7月16日 令和8年7月31日 第2-934号 飲食店営業

58 指扇療養病院　栄養課 さいたま市西区宝来１３４８　 048-623-1835 株式会社グランディック 令和3年7月16日 令和9年7月31日 第2-895号 飲食店営業

59 有限会社やおかつ さいたま市西区宝来１３７８－４０　 有限会社やおかつ　 令和3年7月7日 令和9年7月31日 第2-756号 飲食店営業

60 カラオケマック大宮一番街店 さいたま市大宮区宮町１－５１　越後屋ビル 048-649-8200 株式会社Ａｉｒｓｉｄｅ 令和3年7月9日 令和9年10月31日 第2-960号 飲食店営業

61 ＬＵＡＮＡ さいたま市大宮区宮町１－７８－１　アクロスビル２階 細田　淳平　 令和3年7月29日 令和9年10月31日 第2-1029号 飲食店営業

62 東横ＩＮＮ大宮駅東口 さいたま市大宮区宮町２－２９－２　 048-658-1045 株式会社東横イン　 令和3年7月8日 令和9年10月31日 第2-734号 飲食店営業

63 てんぷら　一心 さいたま市大宮区宮町４－１３８　１Ｆ 048-783-3930 株式会社ＤＮＣ　 令和3年7月12日 令和9年10月31日 第2-777号 飲食店営業

64 スターバックスコーヒー　エキュート大宮ノース店 さいたま市大宮区錦町６３０　 048-729-7418 株式会社ＪＲ東日本クロスステーション 令和3年7月19日 令和9年10月31日 第2-685号 飲食店営業

65 ＮｅｗＤａｙｓエキュート大宮ノース さいたま市大宮区錦町６３０　 048-788-4844 株式会社ＪＲ東日本クロスステーション 令和3年7月19日 令和9年10月31日 第2-796号 飲食店営業

66 養老乃瀧　西口店 さいたま市大宮区桜木町２－４－２５　 048-644-8390 沢野　たか子　 令和3年7月1日 令和9年6月30日 第2-879号 飲食店営業

67 ヒマワリ さいたま市大宮区寿能町２－５１９　大和田公園プール内 ワールドクッキングサービス株式会社　 令和3年7月1日 令和9年6月30日 第2-885号 飲食店営業

68 アサガオ さいたま市大宮区寿能町２－５１９　大和田公園プール内 ワールドクッキングサービス株式会社　 令和3年7月1日 令和9年6月30日 第2-886号 飲食店営業

69 からあげ金と銀　大宮上小町店 さいたま市大宮区上小町１２１９－４　田畑ビル１Ｆ 048-644-0225 吉田　足穂　 令和3年7月19日 令和9年10月31日 第2-922号 飲食店営業

70 焼肉ばくふ　大宮店 さいたま市大宮区大門町１－６　 048-782-6057 株式会社ＡＣＲＯＳＳ　ＴＨＥ　ＵＮＩＶＥＲＳＥ　 令和3年7月19日 令和9年10月31日 第2-946号 飲食店営業

71 ことりＣａｆｅ　氷川参道 さいたま市大宮区大門町３－１０８　 吉田　芳美　 令和3年7月30日 令和9年10月31日 第2-787号 飲食店営業

72 グラリコ食堂 さいたま市大宮区大門町３－１０８　 坪井　政明　 令和3年7月30日 令和9年10月31日 第2-893号 飲食店営業

73 ｃａｆｅ　フクミミ さいたま市大宮区大門町３－１０８　 鈴木　和子　 令和3年7月30日 令和9年10月31日 第2-1020号 飲食店営業

74 ＬａＬａ　Ｃｈｉｃｋｅｎ さいたま市大宮区仲町１－１２５－８　大谷ビル１０１ 048-871-6214 株式会社ＪＭ－ＮＥＸＴ　 令和3年7月7日 令和9年10月31日 第2-792号 飲食店営業

75 アフタヌーンティー さいたま市大宮区仲町１－２７－１　 合同会社Ｙ＆Ｎ　 令和3年7月12日 令和9年10月31日 第2-726号 飲食店営業

76 Ｂｌｕｅ　Ｂｅｅ さいたま市大宮区仲町１－９４　もりくま３　地下１階 048-871-9820 グローアップ企画株式会社 令和3年7月20日 令和9年10月31日 第2-977号 飲食店営業

77 そば・うどん　花彩 さいたま市大宮区土手町１－２　Ｂ１Ｆ 株式会社花彩 令和3年7月5日 令和9年10月31日 第2-870号 飲食店営業

78 ちいチャンの台所 さいたま市中央区円阿弥２－９－１５　 後藤　ちい子　 令和3年7月19日 令和8年7月31日 第2-923号 飲食店営業

79 三ツ木屋 さいたま市中央区円阿弥２－９－２１　 048-852-1964 蓜島　由利子　 令和3年7月13日 令和9年7月31日 第2-899号 飲食店営業

80 彩鮮館　与野店 さいたま市中央区下落合１０２７　 048-831-7221 株式会社与野フードセンター 令和3年7月19日 令和9年7月31日 第2-929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03年7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　

81 御菓子司よ志川 さいたま市中央区下落合５－９－１　 048-854-0386 吉川　勝義　 令和3年7月6日 令和8年7月31日 第2-790号 飲食店営業

82 パイオニアランチ株式会社 さいたま市中央区上峰１－１０－２６　 048-857-8051 パイオニアランチ株式会社 令和3年7月9日 令和9年7月31日 第2-827号 飲食店営業

83 ゆめいろ さいたま市中央区上峰３－６－１７　 048-764-8333 ピークリー株式会社　 令和3年7月9日 令和9年7月31日 第2-864号 飲食店営業

84 松屋　Ｒ与野店 さいたま市中央区上峰４－１４－１２　 048-851-6341 株式会社松屋フーズ　 令和3年7月2日 令和9年7月31日 第2-832号 飲食店営業

85 ぎょうざの満洲　北与野駅前店 さいたま市中央区上落合２－１１－３０　アーバンⅤ北与野ビル 048-851-6636 株式会社ぎょうざの満洲　 令和3年7月2日 令和9年7月31日 第2-820号 飲食店営業

86 すし酒屋　ちゃりん さいたま市中央区上落合４－５－６　 048-856-5444 有限会社ちゃりん　 令和3年7月29日 令和9年7月31日 第2-1058号 飲食店営業

87 さいたま新都心郵政庁舎　第一食堂 さいたま市中央区新都心３－１　 048-600-1720 株式会社若菜 令和3年7月19日 令和9年7月31日 第2-939号 飲食店営業

88 ゴールドジム　さいたまスーパーアリーナ さいたま市中央区新都心８　さいたまスーパーアリーナ６Ｆ 048-600-3939 株式会社ＴＨＩＮＫフィットネス　 令和3年7月5日 令和9年7月31日 第2-901号 飲食店営業

89 風花 さいたま市中央区本町西２－３－１２　 株式会社風花　 令和3年7月6日 令和8年7月31日 第2-890号 飲食店営業

90 株式会社松屋商店 さいたま市中央区本町西３－１－３２　 株式会社松屋商店 令和3年7月6日 令和8年7月31日 第2-823号 飲食店営業

91 プレミアムカルビ　与野店 さいたま市中央区本町西３－８－９　 048-851-1129 株式会社神戸物産 令和3年7月13日 令和9年7月31日 第2-968号 飲食店営業

92 ケンタッキー・フライドチキン　イオンモール与野店 さいたま市中央区本町西５－２－９　 048-851-4670 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 令和3年7月2日 令和9年7月31日 第2-849号 飲食店営業

93 やきとりこち虎 さいたま市中央区本町東２－１－１６　 048-859-1710 生畑目　和子　 令和3年7月30日 令和9年7月31日 第2-918号 飲食店営業

94 みんなの家与野公園 さいたま市中央区本町東５－６－５　 株式会社ニフス 令和3年7月13日 令和9年7月31日 第2-869号 飲食店営業

95 清香園　与野本町店 さいたま市中央区鈴谷９－５－１３　 048-755-9839 有限会社プラスマインド 令和3年7月2日 令和9年7月31日 第2-860号 飲食店営業

96 もくもく亭 さいたま市南区曲本２－２－１８　 048-866-5325 井手　輝美　 令和3年7月28日 令和9年9月30日 第2-1003号 飲食店営業

97 晴れのちキンパ さいたま市南区鹿手袋５－１－１２　 048-627-0151 伊東　龍也　 令和3年7月6日 令和8年9月30日 第2-742号 飲食店営業

98 丹波黒どり農場 さいたま市南区沼影１－８－１７　武蔵浦和ラーメン館　２階 048-863-0788 株式会社モンテローザフーズ 令和3年7月28日 令和9年9月30日 第2-1022号 飲食店営業

99 さいたま市沼影市民プール さいたま市南区沼影２－７－３５　 048-883-5423 株式会社ケント・コーポレーション 令和3年7月28日 令和9年9月30日 第2-1061号 飲食店営業

100 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3年7月9日 令和9年9月30日 第2-943号 飲食店営業

101 ＳＴＵＤＩＯ　ｍａｋｅ　ｏｖｅｒ　武蔵浦和 さいたま市南区内谷７－９－１　 048-789-7727 株式会社ジェイアール東日本都市開発 令和3年7月30日 令和9年9月30日 第2-1052号 飲食店営業

102 ヤオコー　まるひろ南浦和店（惣菜・寿司） さいたま市南区南本町１－７－４　 048-845-7611 株式会社ヤオコー 令和3年7月30日 令和9年9月30日 第2-1070号 飲食店営業

103 中国料理　康麺 さいたま市南区文蔵２－２７－１７　 048-837-0576 有限会社康麺　 令和3年7月19日 令和9年9月30日 第2-967号 飲食店営業

104 やきとり大 さいたま市北区吉野町１－３３３－２　 048-663-0053 羽賀　優海　 令和3年7月9日 令和9年7月31日 第2-863号 飲食店営業

105 はなまるうどん　大宮吉野町店 さいたま市北区吉野町２－１９９－８　 048-661-7870 株式会社はなまる　 令和3年7月28日 令和9年7月31日 第2-924号 飲食店営業

106 セブンイレブンさいたま宮原１丁目西店 さいたま市北区宮原町１－１２９－１　 048-652-1778 石川　聡志　 令和3年7月30日 令和9年7月31日 第2-1082号 飲食店営業

107 サイゼリヤ　ステラタウン店 さいたま市北区宮原町１－８５４－１　 048-660-6700 株式会社サイゼリヤ 令和3年7月15日 令和9年7月31日 第2-842号 飲食店営業

108 北京飯店　ステラモール大宮店 さいたま市北区宮原町１－８５４－１　ステラタウン 048-653-6540 有限会社フレンド 令和3年7月15日 令和9年7月31日 第2-874号 飲食店営業

109 ＭＡＶＥＲＩＣＫＳ　ＢＥＥＲＳＴＡＴＩＯＮ　大宮宮原ステラタウン さいたま市北区宮原町１－８５４－１　ステラタウン公園棟１Ｆ 048-871-8045 グリーンエージェント株式会社 令和3年7月27日 令和9年7月31日 第2-996号 飲食店営業

110 宮原元気酒場もつ焼エビちゃん さいたま市北区宮原町３－３８４　宮原ビル１Ｆ 048-716-5766 株式会社フジックス 令和3年7月9日 令和9年7月31日 第2-902号 飲食店営業

111 一代元　宮原店 さいたま市北区宮原町３－５５０－６　 048-654-2422 有限会社一代元 令和3年7月13日 令和9年7月31日 第2-936号 飲食店営業

112 やぶ広 さいたま市北区櫛引町２－１－６　 048-652-7126 佐野　廣　 令和3年7月13日 令和9年7月31日 第2-867号 飲食店営業

113 カラオケハウス　チップイン さいたま市北区櫛引町２－３１６－３　 048-666-5166 松井　實　 令和3年7月13日 令和8年7月31日 第2-907号 飲食店営業

114 サーティワンアイスクリームイオン大宮店 さいたま市北区櫛引町２－５７４－１　 048-667-1216 有限会社マジック・モーメント 令和3年7月14日 令和9年7月31日 第2-908号 飲食店営業

115 中国＆無国籍　海山 さいたま市北区植竹町１－５９４－１２－２　 048-653-8631 齋藤　茂　 令和3年7月9日 令和9年7月31日 第2-845号 飲食店営業

116 社会福祉法人光彩会　特別養護老人ホームみちみち大宮 さいたま市北区植竹町２－６９－７　 シップヘルスケアフード株式会社 令和3年7月28日 令和9年7月31日 第2-1033号 飲食店営業

117 （株）若菜　ゆうりん保育園事業所 さいたま市北区土呂町１－２８－１　 048-665-0112 株式会社若菜 令和3年7月9日 令和9年7月31日 第2-856号 飲食店営業

118 彩の国東大宮メディカルセンター さいたま市北区土呂町１５２２　 048-665-6111 株式会社ＬＥＯＣ 令和3年7月28日 令和9年7月31日 第2-1006号 飲食店営業

119 薮そば さいたま市北区東大成町２－８９　 048-663-3479 中林　和浩　 令和3年7月20日 令和9年7月31日 第2-928号 飲食店営業

120 萬盛庵 さいたま市北区奈良町１５４－３０　 048-667-1175 白石　哲弥　 令和3年7月9日 令和9年7月31日 第2-782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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指令保保所食
業種

営業許可施設（令和03年7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　

121 ほっともっと大宮奈良町店 さいたま市北区奈良町３２－３４　 048-661-9620 株式会社Ｍ’ｓＦＡＣＴＯＲＹ 令和3年7月28日 令和9年7月31日 第2-993号 飲食店営業

122 ファミリーマート大宮駐屯地店 さいたま市北区日進町１－４０－７　厚生センター２Ｆ 048-669-6208 株式会社オアシスＭＳＣ 令和3年7月28日 令和9年7月31日 第2-1049号 飲食店営業

123 にぼし屋 さいたま市北区日進町２－１１２７　 048-664-5530 株式会社アデッソ 令和3年7月14日 令和9年7月31日 第2-906号 飲食店営業

124 スナック　多恋人 さいたま市北区日進町２－８００－５　 048-667-0617 小松　敬子　 令和3年7月9日 令和8年7月31日 第2-821号 飲食店営業

125 木下の台所応援家族　厨房 さいたま市北区日進町３－５９０　 048-729-7087 グラン・グルメ株式会社 令和3年7月9日 令和9年7月31日 第2-904号 飲食店営業

126 中華料理　大尉 さいたま市北区盆栽町９１－７　 048-667-4490 清水　徹夫　 令和3年7月14日 令和9年7月31日 第2-935号 飲食店営業

127 おかんず さいたま市緑区芝原１－１３－２　 森　陽子　 令和3年7月5日 令和9年9月30日 第2-815号 飲食店営業

128 ＣＡＦＥ　ナッツの森 さいたま市緑区大間木３９１－２　 春日　渚　 令和3年7月21日 令和9年9月30日 第2-978号 飲食店営業

129 フリースタイル　カフェ　オリーブ さいたま市緑区大崎２５５９－５　武蔵野ビル２Ｆ 048-878-0204 高橋　英雄　 令和3年7月20日 令和8年9月30日 第2-980号 飲食店営業

130 来居夢 さいたま市緑区東浦和１－１－１　 048-876-0909 鈴木　幸雄　 令和3年7月20日 令和9年9月30日 第2-986号 飲食店営業

131 ファミリーマート東浦和五丁目店 さいたま市緑区東浦和５－１０－８　 048-810-5761 株式会社パーソンズ 令和3年7月20日 令和9年9月30日 第2-920号 飲食店営業

132 ＢＥＬＬＥ　ＨＥＬＥＮ さいたま市浦和区高砂２－２－１　ほしみつビル２Ｆ 清水　多恵子　 令和3年7月19日 令和9年10月31日 第2-964号 菓子製造業

133 株式会社スズショウ・エンタープライズ・ベアータ さいたま市桜区白鍬５５５　 048-679-5550 株式会社スズショウ・エンタープライズ 令和3年7月15日 令和8年7月31日 第2-917号 菓子製造業

134 有限会社ロンシャン さいたま市西区指扇領別所３８２－４　 048-623-1944 有限会社ロンシャン 令和3年7月16日 令和9年7月31日 第2-933号 菓子製造業

135 レンタルキッチンお菓子工房Ｌ′Ａｔｅｌｉｅｒ さいたま市大宮区大成町１－２０１－１　高橋マンション３０３ 友村　恵　 令和3年7月5日 令和8年10月31日 第2-897号 菓子製造業

136 グラリコ食堂 さいたま市大宮区大門町３－１０８　 坪井　政明　 令和3年7月30日 令和9年10月31日 第2-894号 菓子製造業

137 ことりＳｗｅｅｔｓ　氷川参道 さいたま市大宮区大門町３－１０８　 吉田　芳美　 令和3年7月30日 令和9年10月31日 第2-1034号 菓子製造業

138 御菓子司よ志川 さいたま市中央区下落合５－９－１　 048-854-0386 吉川　勝義　 令和3年7月6日 令和8年7月31日 第2-791号 菓子製造業

139 風花 さいたま市中央区本町西２－３－１２　 株式会社風花 令和3年7月6日 令和8年7月31日 第2-891号 菓子製造業

140 プレミアムカルビ　与野店 さいたま市中央区本町西３－８－９　 048-851-1129 株式会社神戸物産 令和3年7月13日 令和9年7月31日 第2-969号 菓子製造業

141 ＣＡＦＥ　ナッツの森 さいたま市緑区大間木３９１－２　 春日　渚　 令和3年7月21日 令和9年9月30日 第2-979号 菓子製造業

142 十勝甘納豆本舗　東浦和店 さいたま市緑区東浦和６－３０－７　 048-874-2411 株式会社マツザワ 令和3年7月9日 令和9年9月30日 第2-921号 菓子製造業

143 フードガーデン白鍬店 さいたま市桜区白鍬２６３－１　 048-854-4752 株式会社与野フードセンター 令和3年7月7日 令和9年7月31日 第2-912号 魚介類販売業

144 有限会社やおかつ さいたま市西区宝来１３７８－４０　 有限会社やおかつ　 令和3年7月7日 令和9年7月31日 第2-757号 魚介類販売業

145 彩鮮館　与野店 さいたま市中央区下落合１０２７　 048-831-7221 株式会社与野フードセンター 令和3年7月19日 令和9年7月31日 第2-931号 魚介類販売業

146 有限会社吉田魚糧 さいたま市北区吉野町２－１２－９　 048-661-5933 有限会社吉田魚糧　 令和3年7月15日 令和9年7月31日 第2-818号 魚介類販売業

147 カネム水産株式会社 さいたま市北区吉野町２－２２６－１　 048-651-5357 カネム水産株式会社　 令和3年7月14日 令和9年7月31日 第2-975号 魚介類販売業

148 大瀧酒造株式会社 さいたま市見沼区膝子６６３　 048-683-3006 大瀧酒造株式会社　 令和3年7月29日 令和8年9月30日 第2-1039号 酒類製造業

149 ＭＡＶＥＲＩＣＫＳ　ＢＥＥＲＳＴＡＴＩＯＮ　大宮宮原ステラタウン さいたま市北区宮原町１－８５４－１　ステラタウン公園棟１Ｆ 048-871-8045 グリーンエージェント株式会社　 令和3年7月27日 令和9年7月31日 第2-995号 酒類製造業

150 株式会社日本トップフーズ さいたま市岩槻区大口４６８－２　 048-799-1515 株式会社日本トップフーズ　 令和3年7月29日 令和9年9月30日 第2-1037号 食肉処理業

151 ＳＯＮ　ＡＮＨ　ＱＵＡＮ さいたま市見沼区東大宮４－１８－７　サイトウビルＢ１Ｆ 株式会社ＨＡＳＹ 令和3年7月21日 令和9年9月30日 第2-941号 食肉販売業

152 フードガーデン白鍬店 さいたま市桜区白鍬２６３－１　 048-854-4752 株式会社与野フードセンター 令和3年7月7日 令和9年7月31日 第2-913号 食肉販売業

153 有限会社やおかつ さいたま市西区宝来１３７８－４０　 有限会社やおかつ 令和3年7月7日 令和9年7月31日 第2-758号 食肉販売業

154 彩鮮館　与野店 さいたま市中央区下落合１０２７　 048-831-7221 株式会社与野フードセンター 令和3年7月19日 令和9年7月31日 第2-930号 食肉販売業

155 株式会社Ｇ－７ミートテラバヤシ　アンデス食品事業部　大宮市場店 さいたま市北区吉野町２－２２６－１　 048-666-0338 株式会社Ｇ－７ミートテラバヤシ 令和3年7月9日 令和9年7月31日 第2-910号 食肉販売業

156 有限会社朝日屋食肉販売 さいたま市緑区大門１１４９－２　 048-878-5355 有限会社朝日屋食肉販売 令和3年7月29日 令和9年9月30日 第2-953号 食肉販売業

157 有限会社ノーザンフーズ さいたま市緑区馬場２－３７－２　 048-875-5292 有限会社ノーザンフーズ 令和3年7月20日 令和9年9月30日 第2-919号 水産製品製造業

158 やさいの大塚 さいたま市西区宮前町７５８　 谷島　幸子　 令和3年7月1日 令和8年7月31日 第2-844号 漬物製造業
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