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1 ＧＩＴＡ　ＡＳＩＡＮ　ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ さいたま市浦和区上木崎１－７－１　 048-834-2355 ＧＳ株式会社　Ｈｏｍｎａｔｈ　Ｋａｎｄｅｌ 令和4年7月5日 令和10年10月31日 第2-635号 そうざい製造業

2 ともちゃんの畑 さいたま市浦和区瀬ケ崎１－３３－１９　 株式会社ともちゃんの畑　 令和4年7月19日 令和10年10月31日 第2-607号 そうざい製造業

3 食品製造事業部　浦和工場 さいたま市桜区田島９－２０－３　 048-762-3076 株式会社ＪＲ東日本クロスステーション　 令和4年7月7日 令和10年7月31日 第2-567号 そうざい製造業

4 Ｕ．Ｂ．Ｐ　Ｂｒｅｗｅｒｙ さいたま市浦和区高砂２－１－１９　１Ｆ 株式会社ＵＲＡＷＡ・ＢＥＥＲ・ＰＲＯＪＥＣＴ　 令和4年7月15日 令和10年10月31日 第2-525号 飲食店営業

5 ＧＩＴＡ　ＡＳＩＡＮ　ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ さいたま市浦和区上木崎１－７－１　 048-834-2355 ＧＳ株式会社　Ｈｏｍｎａｔｈ　Ｋａｎｄｅｌ 令和4年7月5日 令和10年10月31日 第2-634号 飲食店営業

6 三国中華居酒屋 さいたま市浦和区仲町１－１－１３　 048-211-2888 三国商事合同会社　 令和4年7月27日 令和10年10月31日 第2-707号 飲食店営業

7 まるも さいたま市浦和区仲町２－１７－１１　大野ビル３階 048-826-5830 小林　もと子　 令和4年7月28日 令和10年10月31日 第2-731号 飲食店営業

8 栄寿司 さいたま市浦和区東高砂町３－４－２　グラン　アレグロ　１Ｆ 有限会社栄寿司　 令和4年7月8日 令和10年10月31日 第2-679号 飲食店営業

9 スナック　信ちゃん さいたま市浦和区東高砂町３－５　 有限会社信商事　 令和4年7月5日 令和10年10月31日 第2-640号 飲食店営業

10 Ｓａｌａｄ－Ｌｅａｆ さいたま市浦和区東仲町１０－１　スカイフィールド３階 048-789-6200 保科　貴晋　 令和4年7月21日 令和10年10月31日 第2-661号 飲食店営業

11 ＫＳフィールド さいたま市浦和区本太２－１１－１５　 佐藤　浩司　 令和4年7月26日 令和9年10月31日 第2-672号 飲食店営業

12 くまちゃんやきとり さいたま市岩槻区城南５－１６９３－１　 熊谷　茂雄　 令和4年7月8日 令和10年9月30日 第2-678号 飲食店営業

13 Ａｒｉｅｌ さいたま市岩槻区東岩槻１－２－３　ＹＣビル１階１０２号室 048-796-5936 大友　共美　 令和4年7月27日 令和10年9月30日 第2-650号 飲食店営業

14 からあげの匠　岩槻店 さいたま市岩槻区箕輪東２－２　 048-884-8770 合同会社ベストダー　 令和4年7月28日 令和10年9月30日 第2-618号 飲食店営業

15 カフェテリア　ベル さいたま市見沼区御蔵７４９－２　 雨宮　邦昭　 令和4年7月28日 令和10年9月30日 第2-717号 飲食店営業

16 ベルクス東大宮店 さいたま市見沼区春野２－８　パトリア東大宮 048-682-0646 株式会社サンベルクス　 令和4年7月26日 令和10年9月30日 第4-45号 飲食店営業

17 ベルクス東大宮店 さいたま市見沼区春野２－８　パトリア東大宮 048-682-0646 株式会社サンベルクス　 令和4年7月26日 令和10年9月30日 第4-49号 飲食店営業

18 ベルクス東大宮店 さいたま市見沼区春野２－８　パトリア東大宮 048-682-0646 株式会社サンベルクス　 令和4年7月26日 令和10年9月30日 第4-50号 飲食店営業

19 中華　笑月 さいたま市見沼区東大宮４－２－６　 048-667-1812 小林　秀人　 令和4年7月26日 令和10年9月30日 第2-736号 飲食店営業

20 ライブラリ東大宮二番館 さいたま市見沼区東大宮４－５３－１　 048-871-9209 株式会社ＯＳプラットフォーム　 令和4年7月22日 令和10年9月30日 第2-677号 飲食店営業

21 ローソンさいたま南中丸店 さいたま市見沼区南中丸６６５－６　 048-689-3364 株式会社ウィング　 令和4年7月28日 令和10年9月30日 第2-229号 飲食店営業

22 かつや　大宮中丸店 さいたま市見沼区南中野６８３－２　 048-682-2633 株式会社シュベール　 令和4年7月28日 令和10年9月30日 第2-684号 飲食店営業

23 きらく さいたま市桜区栄和４－２３－１　 048-854-6924 岡本　充子　 令和4年7月12日 令和10年7月31日 第2-561号 飲食店営業

24 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ北浦和 さいたま市桜区下大久保８１－２　 048-857-6618 ＳＯＭＰＯケアフーズ株式会社　 令和4年7月27日 令和10年7月31日 第4-44号 飲食店営業

25 たわら さいたま市桜区桜田２－２－５　 048-838-6921 俵田　清子　 令和4年7月12日 令和10年7月31日 第2-643号 飲食店営業

26 延喜 さいたま市桜区上大久保５７６－１　 048-855-5088 川辺　昌彦　 令和4年7月14日 令和10年7月31日 第2-568号 飲食店営業

27 Ｈｉｔｏ－ｔｓｕ　ひとつながるカフェ さいたま市桜区新開１－６－２８　 社会福祉法人邑元会　 令和4年7月14日 令和10年7月31日 第2-593号 飲食店営業

28 ほか弁日本亭　浦和大久保店 さいたま市桜区大久保領家８２－４　 048-854-7785 佐々木　正勝　 令和4年7月20日 令和10年7月31日 第2-644号 飲食店営業

29 燕子花 さいたま市桜区町谷４－２９－１　 048-865-2209 市川　千恵子　 令和4年7月8日 令和10年7月31日 第2-543号 飲食店営業

30 洋菓子ＫＡＺＵ さいたま市桜区田島１－１９－１３　 048-864-6862 有限会社ヤマダ　 令和4年7月12日 令和10年7月31日 第2-553号 飲食店営業

31 エレファント さいたま市桜区田島５－１０－４　ていちくビル２Ｆ ＦＵＪＩＷＡＲＡ　ＮＡＮＣＹ　ＢＵＥＮＡＯＢＲＡ　 令和4年7月22日 令和9年7月31日 第2-719号 飲食店営業

32 株式会社ダイエー西浦和店 さいたま市桜区田島５－１８－１５　 048-861-2211 株式会社ダイエー　 令和4年7月26日 令和10年7月31日 第2-669号 飲食店営業

33 福のから　西浦和店 さいたま市桜区田島５－１９－４　 048-711-8716 株式会社ＵＴＹ　 令和4年7月25日 令和10年7月31日 第2-706号 飲食店営業

34 白鍬軒 さいたま市桜区白鍬５５１－３　 048-855-1340 酒井　勇　 令和4年7月7日 令和10年7月31日 第2-494号 飲食店営業

35 （株）ファミリーマートさいたま宮前町店 さいたま市西区宮前町１３３９　 048-620-5717 有限会社川辺商事　 令和4年7月29日 令和10年7月31日 第2-625号 飲食店営業

36 こばや さいたま市西区佐知川１２４１－１　 048-782-7147 小林　聡　 令和4年7月6日 令和10年7月31日 第2-531号 飲食店営業

37 おにぎり信濃 さいたま市西区指扇領別所３８０－２８　 048-623-1283 後藤　美恵子　 令和4年7月15日 令和10年7月31日 第2-633号 飲食店営業

38 やっこ さいたま市西区土屋５７０－１５　 048-622-5833 長田　康子　 令和4年7月5日 令和9年7月31日 第2-495号 飲食店営業

39 こばやし さいたま市西区島根２９６－１　 048-622-2360 小林　文雄　 令和4年7月5日 令和10年7月31日 第2-529号 飲食店営業

40 カフェ　ブルーベリー さいたま市西区宝来２２２４－１０　 048-671-8111 平井　正代　 令和4年7月6日 令和9年7月31日 第2-579号 飲食店営業

41 ａｌｌｅｙ　ｃｏｆｆｅｅ さいたま市大宮区下町２－７２　１Ｆ 048-891-6551 阿部　リンダ　 令和4年7月7日 令和10年10月31日 第2-673号 飲食店営業

営業許可施設（令和04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04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

42 Ｗｉｌｌ さいたま市大宮区吉敷町１－６－１　橋本コーポ１０１ 048-679-5818 アムゲット株式会社　 令和4年7月25日 令和10年10月31日 第2-700号 飲食店営業

43 うりんぼう さいたま市大宮区宮町４－１０７－１　２Ｆ 048-644-4722 佐藤　紀子　 令和4年7月21日 令和10年10月31日 第2-351号 飲食店営業

44 ピエール・エルメ さいたま市大宮区錦町６３０　ルミネ大宮　ルミネ２　１Ｆ 048-871-9177 ラガルデール・トラベル・リテール株式会社　 令和4年7月8日 令和10年10月31日 第2-638号 飲食店営業

45 ねぎし　ルミネ大宮店 さいたま市大宮区錦町６３０　ルミネ大宮ＬＵＭＩＮＥ２　４Ｆ　２４１９区画 048-662-9778 株式会社ねぎしフードサービス　 令和4年7月19日 令和10年10月31日 第2-552号 飲食店営業

46 ハムハウス さいたま市大宮区高鼻町２－１－１　Ｂｉｂｌｉ　１－１１ ハムハウス株式会社　 令和4年7月15日 令和10年10月31日 第2-652号 飲食店営業

47 魚べい　大宮西口店 さいたま市大宮区桜木町１－５－５　（ホームリィ５ビル　４階） 048-658-9213 元気寿司株式会社　 令和4年7月13日 令和10年10月31日 第2-605号 飲食店営業

48 ＩＲＩＳ さいたま市大宮区大門町１－１４　大門町１丁目店舗２階 048-779-8481 合同会社ｆｖａｒｙ　 令和4年7月25日 令和10年10月31日 第2-637号 飲食店営業

49 台南　大宮門街店 さいたま市大宮区大門町２－１１８　 048-642-2688 株式会社ハイデイ日高　 令和4年7月11日 令和10年10月31日 第2-632号 飲食店営業

50 ｂｂ．ｑ　ＯＬＩＶＥ　ＣＨＩＣＫＥＮ　ｃａｆｅ　大宮カドマチ店 さいたま市大宮区大門町２－１１８　カドマチスクエア０１０４Ｄ区画 048-783-5713 ハッピーメーカー株式会社　 令和4年7月21日 令和10年10月31日 第2-584号 飲食店営業

51 モスバーガー大宮東口店 さいたま市大宮区大門町２－１１８　大宮門街ＷＥＳＴ１階 048-650-0846 株式会社モスフードサービス　 令和4年7月14日 令和10年10月31日 第2-562号 飲食店営業

52 叙々苑　大宮門街店 さいたま市大宮区大門町２－１１８　大宮門街ＷＥＳＴ５階 048-658-8989 株式会社叙々苑　 令和4年7月11日 令和10年10月31日 第2-491号 飲食店営業

53 ＣＡＦＥ　ＳＴＡＮＤ　　ＢＭＯ さいたま市大宮区大門町３－１０８　 森田　昌吾　 令和4年7月13日 令和10年10月31日 第2-645号 飲食店営業

54 ブリジェラ大宮店 さいたま市大宮区大門町３－２２－１７　 048-643-8855 アバックス株式会社　 令和4年7月14日 令和10年10月31日 第2-641号 飲食店営業

55 Ｃｌｕｂ　Ｒｕ さいたま市大宮区仲町１－７８－２　Ｓ＆Ｉビル　３階 048-647-8558 ＬＩ　ＬＵ　 令和4年7月8日 令和10年10月31日 第2-664号 飲食店営業

56 ラウンジ藍 さいたま市大宮区仲町１－８０　もりくま４　１階 048-645-3307 小川　加奈　 令和4年7月15日 令和10年10月31日 第2-694号 飲食店営業

57 Ｓｗｉｔｃｈ さいたま市大宮区仲町１－８７－３　第５ヨシケンビル４階 株式会社Ｍ，ｓファクトリー　 令和4年7月15日 令和10年10月31日 第2-686号 飲食店営業

58 あいらの杜埼玉与野 さいたま市中央区円阿弥２－１１－２２　 048-840-6780 日清医療食品株式会社　 令和4年7月19日 令和10年7月31日 第2-681号 飲食店営業

59 小料理　こふじ さいたま市中央区下落合４－６－６　 048-853-1591 小藤　サキ子　 令和4年7月8日 令和10年7月31日 第2-537号 飲食店営業

60 ＮＡＭＡＳＴＥ　ＩＮＤＩＡＮ　ＲＥＳＴＡＵＲＥＮＴ さいたま市中央区下落合５－３－２　 048-859-1766 ＫＡＭＡＬＡ株式会社 令和4年7月8日 令和10年7月31日 第2-648号 飲食店営業

61 鳥貴族　北与野店 さいたま市中央区上落合２－２－１１　ポルテ２９　２階　Ｂ２区画 048-764-8144 株式会社鳥貴族　 令和4年7月7日 令和10年7月31日 第4-35号 飲食店営業

62 ベストライフ与野 さいたま市中央区上落合８－１０－１３　 048-851-6768 株式会社アスモフードサービス東日本 令和4年7月8日 令和10年7月31日 第2-627号 飲食店営業

63 ＭＵＳＩＣ＆ＬＩＶＥ　ＢＡＲ　ＣＩＴＹ　ＬＩＧＨＴＳ さいたま市中央区上落合８－３－２６　プルメリア大宮２０５ 礒部　良輔　 令和4年7月7日 令和10年7月31日 第2-573号 飲食店営業

64 ラーメン喜久 さいたま市中央区新中里１－１４－１７　 048-825-2822 柴田　喜一　 令和4年7月7日 令和10年7月31日 第2-500号 飲食店営業

65 デイリーヤマザキ新中里店 さいたま市中央区新中里４－１０－１８　 048-853-3301 藤城　恵子　 令和4年7月8日 令和10年7月31日 第2-621号 飲食店営業

66 中華食堂日高屋　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 048-600-2510 株式会社ハイデイ日高　 令和4年7月19日 令和10年7月31日 第2-662号 飲食店営業

67 そば処　みとう庵 さいたま市中央区新都心１－１　さいたま新都心合同庁舎１号館２Ｆ 048-601-3141 野川麺業株式会社　 令和4年7月8日 令和10年7月31日 第2-629号 飲食店営業

68 ピザーラ与野店 さいたま市中央区本町西１－２－１９　 048-855-8500 有限会社ガウディ　 令和4年7月19日 令和10年7月31日 第2-589号 飲食店営業

69 京雀 さいたま市中央区本町西１－３－２４　 048-858-5675 中村　崇智　 令和4年7月8日 令和10年7月31日 第2-608号 飲食店営業

70 ラーメンあやめ さいたま市中央区本町東３－１３－１２　 048-858-0670 黒田　栄子　 令和4年7月8日 令和10年7月31日 第2-508号 飲食店営業

71 ローソン鈴谷三丁目店 さいたま市中央区鈴谷３－１２－１７　 048-829-9220 株式会社ライズ　 令和4年7月27日 令和10年7月31日 第2-682号 飲食店営業

72 徳龍飯店 さいたま市中央区鈴谷６－１－４　 048-854-0801 佐野　建徳　 令和4年7月7日 令和10年7月31日 第2-521号 飲食店営業

73 すき家　さいたま与野本町店 さいたま市中央区鈴谷９－１０－４　 株式会社すき家　 令和4年7月7日 令和10年7月31日 第4-37号 飲食店営業

74 はるよし さいたま市南区南浦和２－２７－６　トスカーナ南浦和　１階 株式会社サンクワーク　 令和4年7月26日 令和10年9月30日 第2-740号 飲食店営業

75 ＢＡＲ　ＶＥＳＡＬＩＵＳ さいたま市南区南浦和２－２８－１３　ブリランテ２階 エクスターナル株式会社　 令和4年7月11日 令和10年9月30日 第2-615号 飲食店営業

76 セブン－イレブン南浦和３丁目店 さいたま市南区南浦和３－４４－６　 048-881-2252 株式会社セブン－イレブン・ジャパン　 令和4年7月11日 令和10年9月30日 第2-649号 飲食店営業

77 わったー家 さいたま市南区文蔵３－２８－１０　ニューシャートウ１０２ 玉城　ルミ子　 令和4年7月26日 令和10年9月30日 第2-716号 飲食店営業

78 Ｒａｉｎｂｏｗ　Ｃａｆｅ さいたま市北区吉野町２－２２１－１　 048-788-1079 ＭＡＬＡＩＫＡ株式会社　 令和4年7月25日 令和10年7月31日 第2-611号 飲食店営業

79 リンガーハット　さいたま吉野店 さいたま市北区吉野町２－２５－３　 048-778-8881 リンガーハットジャパン株式会社　 令和4年7月28日 令和10年7月31日 第2-674号 飲食店営業

80 からやま　さいたま宮原店 さいたま市北区宮原町１－５０６－１　 048-665-1129 株式会社シュベール　 令和4年7月25日 令和10年7月31日 第2-683号 飲食店営業

81 ７ＦＳ社員食堂大宮宮原店 さいたま市北区宮原町１－８５４－１　 048-661-8862 株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ　 令和4年7月5日 令和10年7月31日 第2-471号 飲食店営業

82 モスバーガー　大宮ステラタウン店 さいたま市北区宮原町１－８５４－１　 048-669-0533 株式会社タートス　 令和4年7月4日 令和10年7月31日 第2-510号 飲食店営業
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営業許可施設（令和04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

83 ケンタッキーフライドチキン　イトーヨーカドー大宮宮原店 さいたま市北区宮原町１－８５４－１　 048-662-4377 株式会社さわやか　 令和4年7月4日 令和10年7月31日 第2-538号 飲食店営業

84 串家物語　大宮ステラタウン店 さいたま市北区宮原町１－８５４－１　 048-651-7055 株式会社フジオフードシステム　 令和4年7月4日 令和10年7月31日 第2-604号 飲食店営業

85 ビアード・パパ　大宮ステラタウン店 さいたま市北区宮原町１－８５４－１　 048-665-3131 株式会社麦の穂　 令和4年7月14日 令和10年7月31日 第2-693号 飲食店営業

86 築地銀だこ　ステラタウン店 さいたま市北区宮原町１－８５４－１　 048-669-3311 株式会社タコプランニング　 令和4年7月29日 令和10年7月31日 第2-744号 飲食店営業

87 イトーヨーカ堂大宮宮原店（米飯） さいたま市北区宮原町１－８５４－１　イトーヨーカドー大宮宮原店 048-654-3111 株式会社イトーヨーカ堂　 令和4年7月11日 令和10年7月31日 第2-654号 飲食店営業

88 イトーヨーカ堂大宮宮原店（寿司） さいたま市北区宮原町１－８５４－１　イトーヨーカドー大宮宮原店 048-654-3111 株式会社イトーヨーカ堂　 令和4年7月11日 令和10年7月31日 第2-655号 飲食店営業

89 イトーヨーカ堂大宮宮原店（惣菜） さいたま市北区宮原町１－８５４－１　イトーヨーカドー大宮宮原店 048-654-3111 株式会社イトーヨーカ堂　 令和4年7月11日 令和10年7月31日 第2-656号 飲食店営業

90 イトーヨーカ堂大宮宮原店（ホットデリカ） さいたま市北区宮原町１－８５４－１　イトーヨーカドー大宮宮原店 048-654-3111 株式会社イトーヨーカ堂　 令和4年7月11日 令和10年7月31日 第2-657号 飲食店営業

91 おらがそば さいたま市北区宮原町１－８５４－１　イトーヨーカドー大宮宮原店１Ｆ 048-654-8649 株式会社グルメ杵屋レストラン　 令和4年7月5日 令和10年7月31日 第2-503号 飲食店営業

92 ウッフ大宮宮原店 さいたま市北区宮原町１－８５４－１　イトーヨーカドー大宮宮原店１Ｆ 048-654-7994 株式会社セラ・ルージュ　 令和4年7月4日 令和10年7月31日 第2-547号 飲食店営業

93 スターバックスコーヒー大宮宮原ステラタウン店 さいたま市北区宮原町１－８５４－１　ステラタウン２Ｆ 048-662-5538 スターバックスコーヒージャパン株式会社　 令和4年7月4日 令和10年7月31日 第2-574号 飲食店営業

94 ママスクエア さいたま市北区宮原町１－８５４－１　ステラモール１階１２３区画 048-788-1756 株式会社ママスクエア　 令和4年7月4日 令和10年7月31日 第2-569号 飲食店営業

95 上州茶屋 さいたま市北区宮原町３－２４２　 048-665-1564 宮崎　弘　 令和4年7月4日 令和10年7月31日 第2-522号 飲食店営業

96 ｋａｚｕｂａｋｅ さいたま市北区宮原町３－２７９－１３　ブランボワ１Ｆ 048-729-7988 角吉商店株式会社　 令和4年7月25日 令和10年7月31日 第2-691号 飲食店営業

97 やきとり大吉　宮原店 さいたま市北区宮原町３－３－１　クロスダイサンハイツ１０１ 048-654-1788 松澤　純一　 令和4年7月5日 令和10年7月31日 第2-563号 飲食店営業

98 すき家　宮原駅東口店 さいたま市北区宮原町３－３２１　杉ビル・２ 株式会社すき家　 令和4年7月7日 令和10年7月31日 第4-38号 飲食店営業

99 さかなや　日の出丸 さいたま市北区宮原町３－３３８　 048-669-2555 株式会社楽々企画　 令和4年7月29日 令和10年7月31日 第2-738号 飲食店営業

100 味のたち花 さいたま市北区宮原町３－３４２　 048-652-8583 齋藤　哲也　 令和4年7月28日 令和10年7月31日 第2-665号 飲食店営業

101 いろは さいたま市北区宮原町３－３６１－１　 048-778-8600 大橋　哲雄　 令和4年7月4日 令和10年7月31日 第2-506号 飲食店営業

102 マラスカン さいたま市北区宮原町３－５６７－３　２Ｆ 048-666-5897 髙橋　勉　 令和4年7月7日 令和10年7月31日 第2-590号 飲食店営業

103 ラベンダー さいたま市北区宮原町４－１０２－１０　プレイスカトレア１０２ 卞　慧蘭　 令和4年7月25日 令和10年7月31日 第2-687号 飲食店営業

104 Ｋ’ｓ　ＢＡＲ さいたま市北区宮原町４－１４３－８　２Ｆ 佐藤　一之　 令和4年7月7日 令和9年7月31日 第2-575号 飲食店営業

105 カラオケ喫茶　うた宿 さいたま市北区宮原町４－７３－８　 048-652-3826 山田　信子　 令和4年7月6日 令和9年7月31日 第2-545号 飲食店営業

106 カフェレストランＹＯＨ さいたま市北区櫛引町２－５０１　 048-663-6109 長谷川　洋子　 令和4年7月28日 令和10年7月31日 第2-623号 飲食店営業

107 幸楽苑イオン大宮店 さいたま市北区櫛引町２－５７４－１　 048-783-5499 株式会社幸楽苑　 令和4年7月6日 令和10年7月31日 第2-536号 飲食店営業

108 ベルクさいたま櫛引店（寿司・惣菜） さいたま市北区櫛引町２－８８　 株式会社ベルク　 令和4年7月19日 令和10年7月31日 第4-40号 飲食店営業

109 ベルクさいたま櫛引店（精肉） さいたま市北区櫛引町２－８８　 株式会社ベルク　 令和4年7月19日 令和10年7月31日 第4-43号 飲食店営業

110 セイコーマート　さいたま今羽店 さいたま市北区今羽町４－１　 048-652-1236 有限会社優榮　 令和4年7月25日 令和10年7月31日 第2-714号 飲食店営業

111 カフェ・ビモータ さいたま市北区植竹町１－１５１－３　 048-666-6595 有限会社町田資産管理　 令和4年7月6日 令和10年7月31日 第2-556号 飲食店営業

112 るぴなす さいたま市北区植竹町１－３３８－５　 048-663-7110 保坂　博己　 令和4年7月7日 令和10年7月31日 第2-530号 飲食店営業

113 みのり さいたま市北区植竹町１－５８２－５　 岡田　英俊　 令和4年7月28日 令和10年7月31日 第2-699号 飲食店営業

114 ＳＰＡ　ＨＥＲＢＳ　Ｃａｆｅ　Ｂｅｌａｘ さいたま市北区植竹町１－８１６－８　 048-669-6626 株式会社ＢＥＳＴ　ＨＥＲＢＳ　 令和4年7月19日 令和10年7月31日 第2-630号 飲食店営業

115 ＳＰＡ　ＨＥＲＢＳ　Ｌｉｖｅ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　美楽亭 さいたま市北区植竹町１－８１６－８　 048-669-6626 株式会社ＢＥＳＴ　ＨＥＲＢＳ　 令和4年7月19日 令和10年7月31日 第2-631号 飲食店営業

116 Ｔ－２０７５６０ さいたま市北区植竹町２－６９－７　 フジ産業株式会社　 令和4年7月25日 令和10年7月31日 第2-667号 飲食店営業

117 株式会社グリーン企画社　大宮セントラルキッチン さいたま市北区大成町４－８２４　 048-667-3311 株式会社グリーン企画社　 令和4年7月14日 令和10年7月31日 第2-612号 飲食店営業

118 株式会社マルエツ大成店 さいたま市北区東大成町１－５０７　 048-664-2191 株式会社マルエツ　 令和4年7月5日 令和10年7月31日 第2-600号 飲食店営業

119 株式会社マルエツ大成店（惣菜） さいたま市北区東大成町１－５０７　 048-664-2191 株式会社マルエツ　 令和4年7月5日 令和10年7月31日 第2-603号 飲食店営業

120 中国料理　大吉 さいたま市北区東大成町２－２６８－７　 048-654-4218 山本　茂雄　 令和4年7月5日 令和10年7月31日 第2-518号 飲食店営業

121 丸長 さいたま市北区奈良町１２－１５　 048-665-6751 竹渕　信勝　 令和4年7月5日 令和10年7月31日 第2-535号 飲食店営業

122 餃子とラーメンの旨い店みよし さいたま市北区日進町１－３５４－２　 048-667-2043 有限会社らーめんハウス味好　 令和4年7月7日 令和10年7月31日 第2-565号 飲食店営業

123 有限会社アリマン・ベーカリー さいたま市北区日進町２－１５２０　 048-665-6712 有限会社アリマン・ベーカリー　 令和4年7月25日 令和10年7月31日 第2-711号 飲食店営業
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営業許可施設（令和04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

124 河村屋大宮店 さいたま市北区別所町１１２５－６　 048-667-6733 株式会社河村屋　 令和4年7月15日 令和10年7月31日 第2-566号 飲食店営業

125 パブ＆カフェ　かおる さいたま市北区本郷町１３９３－３　 048-653-5133 篠崎　薫　 令和4年7月14日 令和10年7月31日 第2-609号 飲食店営業

126 すき家　さいたま本郷町店 さいたま市北区本郷町６８９－１　 株式会社すき家　 令和4年7月7日 令和10年7月31日 第4-36号 飲食店営業

127 掬水居 さいたま市北区盆栽町１３１　九霞園 048-651-0835 三戸　秋子　 令和4年7月6日 令和10年7月31日 第2-509号 飲食店営業

128 カラオケスタジオ　友歌里 さいたま市北区盆栽町７３－１　イノウエビル２Ｆ 048-666-5683 井上　弘美　 令和4年7月29日 令和10年7月31日 第2-751号 飲食店営業

129 さいたま市原山市民プール さいたま市緑区原山２－３３－７　 048-887-0016 アイル・コーポレーション株式会社　 令和4年7月21日 令和10年9月30日 第2-675号 飲食店営業

130 ローソンさいたま大門店 さいたま市緑区大門１６６３－１　 048-812-3336 Ｉｔｏ　Ｆａｓｔ　Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ株式会社　 令和4年7月20日 令和10年9月30日 第2-676号 飲食店営業

131 ともちゃんの畑 さいたま市浦和区瀬ケ崎１－３３－１９　 株式会社ともちゃんの畑　 令和4年7月19日 令和10年10月31日 第2-606号 菓子製造業

132 ＧＡＫＵ　ＢＡＫＥＲＹ さいたま市見沼区東大宮４－４８－１　 048-871-6615 ＧＡＫＵ株式会社　 令和4年7月22日 令和10年9月30日 第2-498号 菓子製造業

133 洋菓子ＫＡＺＵ さいたま市桜区田島１－１９－１３　 048-864-6862 有限会社ヤマダ　 令和4年7月12日 令和10年7月31日 第2-554号 菓子製造業

134 菓子工房　ちいさな窓 さいたま市西区指扇３１９４－３　 048-624-6526 東里　雄子　 令和4年7月6日 令和9年7月31日 第2-483号 菓子製造業

135 株式会社喜多山製菓　大宮工場 さいたま市西区内野本郷４４５－４　 048-625-5686 株式会社喜多山製菓　 令和4年7月13日 令和10年7月31日 第2-528号 菓子製造業

136 ピエール・エルメ さいたま市大宮区錦町６３０　ルミネ大宮　ルミネ２　１Ｆ 048-871-9177 ラガルデール・トラベル・リテール株式会社　 令和4年7月8日 令和10年10月31日 第2-639号 菓子製造業

137 ハムハウス さいたま市大宮区高鼻町２－１－１　Ｂｉｂｌｉ　１－１１ ハムハウス株式会社　 令和4年7月15日 令和10年10月31日 第2-653号 菓子製造業

138 Ｙａｋｉ　ＰＯＭ さいたま市大宮区三橋１－３９８－１５　 佐々木　文　 令和4年7月11日 令和9年10月31日 第2-524号 菓子製造業

139 ＣＡＦＥ　ＳＴＡＮＤ　　ＢＭＯ さいたま市大宮区大門町３－１０８　 森田　昌吾　 令和4年7月13日 令和10年10月31日 第2-646号 菓子製造業

140 ＃ｌｅｗａｆｆｌｅ さいたま市大宮区仲町１－１２３　 倉元　瑛海　 令和4年7月19日 令和10年10月31日 第2-651号 菓子製造業

141 デイリーヤマザキ新中里店 さいたま市中央区新中里４－１０－１８　 048-853-3301 藤城　恵子　 令和4年7月8日 令和10年7月31日 第2-622号 菓子製造業

142 ｖｕｋｅ　浦和ファクトリー さいたま市中央区鈴谷２－７４４－３　グランドール南与野１Ｆ 048-799-3806 株式会社東京天竜　 令和4年7月7日 令和10年7月31日 第2-587号 菓子製造業

143 ｋａｚｕｂａｋｅ さいたま市北区宮原町３－２７９－１３　ブランボワ１Ｆ 048-729-7988 角吉商店株式会社　 令和4年7月25日 令和10年7月31日 第2-692号 菓子製造業

144 パン・コキール大宮店 さいたま市北区櫛引町２－８８　ベルク大宮櫛引店内 048-652-1384 あけぼのパン株式会社　 令和4年7月5日 令和10年7月31日 第2-540号 菓子製造業

145 セイコーマート　さいたま今羽店 さいたま市北区今羽町４－１　 048-652-1236 有限会社優榮　 令和4年7月25日 令和10年7月31日 第2-715号 菓子製造業

146 カドゥ・フジヤ さいたま市北区東大成町１－２３１　 048-663-3993 下村　光治　 令和4年7月5日 令和10年7月31日 第2-460号 菓子製造業

147 お菓子のアトリエ　スーブニール　おもいで さいたま市北区東大成町１－３４６　 048-654-1101 松田　清　 令和4年7月11日 令和10年7月31日 第2-624号 菓子製造業

148 有限会社アリマン・ベーカリー さいたま市北区日進町２－１５２０　 048-665-6712 有限会社アリマン・ベーカリー　 令和4年7月25日 令和10年7月31日 第2-712号 菓子製造業

149 シャトレーゼ大宮宮原店 さいたま市北区本郷町６９１　 048-652-8222 有限会社明伸商事　 令和4年7月4日 令和10年7月31日 第2-532号 菓子製造業

150 ベルクス東大宮店 さいたま市見沼区春野２－８　パトリア東大宮 048-682-0646 株式会社サンベルクス　 令和4年7月26日 令和10年9月30日 第4-47号 魚介類販売業

151 有限会社魚問屋たなか さいたま市桜区桜田３－３－１　埼玉県中央市場内 048-866-2208 有限会社魚問屋たなか　 令和4年7月12日 令和10年7月31日 第2-507号 魚介類販売業

152 株式会社ダイエー西浦和店 さいたま市桜区田島５－１８－１５　 048-861-2211 株式会社ダイエー　 令和4年7月26日 令和10年7月31日 第2-671号 魚介類販売業

153 株式会社西友　与野店 さいたま市中央区下落合３－７－９　 048-833-3221 株式会社西友　 令和4年7月15日 令和10年7月31日 第2-534号 魚介類販売業

154 イトーヨーカ堂大宮宮原店（魚介類） さいたま市北区宮原町１－８５４－１　イトーヨーカドー大宮宮原店 048-654-3111 株式会社イトーヨーカ堂　 令和4年7月11日 令和10年7月31日 第2-659号 魚介類販売業

155 ベルクさいたま櫛引店（海産） さいたま市北区櫛引町２－８８　 株式会社ベルク　 令和4年7月19日 令和10年7月31日 第4-41号 魚介類販売業

156 株式会社マルエツ大成店 さいたま市北区東大成町１－５０７　 048-664-2191 株式会社マルエツ　 令和4年7月5日 令和10年7月31日 第2-602号 魚介類販売業

157 団地キッチン田島 さいたま市桜区田島６－１－２０　 03-3294-3381 日本総合住生活株式会社　 令和4年7月14日 令和10年7月31日 第2-663号 酒類製造業

158 ベルクス東大宮店 さいたま市見沼区春野２－８　パトリア東大宮 048-682-0646 株式会社サンベルクス　 令和4年7月26日 令和10年9月30日 第4-46号 食肉販売業

159 株式会社ダイエー西浦和店 さいたま市桜区田島５－１８－１５　 048-861-2211 株式会社ダイエー　 令和4年7月26日 令和10年7月31日 第2-670号 食肉販売業

160 イトーヨーカ堂大宮宮原店（食肉） さいたま市北区宮原町１－８５４－１　イトーヨーカドー大宮宮原店 048-654-3111 株式会社イトーヨーカ堂　 令和4年7月11日 令和10年7月31日 第2-658号 食肉販売業

161 ベルクさいたま櫛引店（精肉） さいたま市北区櫛引町２－８８　 株式会社ベルク　 令和4年7月19日 令和10年7月31日 第4-42号 食肉販売業

162 株式会社マルエツ大成店 さいたま市北区東大成町１－５０７　 048-664-2191 株式会社マルエツ　 令和4年7月5日 令和10年7月31日 第2-601号 食肉販売業

163 ベルクス東大宮店 さいたま市見沼区春野２－８　パトリア東大宮 048-682-0646 株式会社サンベルクス　 令和4年7月26日 令和10年9月30日 第4-48号 漬物製造業

164 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4年7月20日 令和9年9月30日 第2-704号 漬物製造業
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営業許可施設（令和04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

165 株式会社ナイキフーズ　桜工場 さいたま市桜区西堀９－２７－３９　 048-826-5701 株式会社ナイキフーズ　 令和4年7月8日 令和10年7月31日 第2-572号 密封包装食品製造業
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