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1 かしら屋　オンラインショップ さいたま市浦和区高砂１－１３－９　２階 048-832-0770 株式会社協栄商事　 令和3年9月17日 令和9年10月31日 第2-1346号 そうざい製造業

2 よのマルシェ さいたま市浦和区上木崎２－２－２　－１Ｆ－Ａ 株式会社福元商事 令和3年9月9日 令和9年10月31日 第2-1253号 そうざい製造業

3 舎鈴　東大宮店 さいたま市見沼区東大宮５－１５－８　 048-797-6641 株式会社松富士食品　 令和3年9月7日 令和9年9月30日 第2-1250号 そうざい製造業

4 おやじの水餃子 さいたま市西区指扇２２７３－１　 髙橋　遥　 令和3年9月30日 令和8年11月30日 第2-1263号 そうざい製造業

5 リュミエール さいたま市浦和区元町２－２－１２　喜崎屋ビル１Ｆ東側 048-884-5021 太田　武士　 令和3年9月15日 令和9年10月31日 第2-1283号 飲食店営業

6 ときわだんご さいたま市浦和区高砂１－１２－１　コルソ１Ｆ 048-822-4166 株式会社ときわ 令和3年9月15日 令和9年10月31日 第2-1271号 飲食店営業

7 Ｃｈａｔｅｒａｉｓｅ　ＰＲＥＭＩＵＭ　ＹＡＴＳＵＤＯＫＩ　アトレ浦和 さいたま市浦和区高砂１－１６－１２　ウエストエリアＷ－２０３ 株式会社シャトレーゼ 令和3年9月15日 令和9年10月31日 第2-836号 飲食店営業

8 シェフ・デ・ブッチョ さいたま市浦和区高砂１－８－３　ナガイビル２Ｆ 048-825-8297 有限会社小野保重大世界社 令和3年9月15日 令和9年10月31日 第2-1298号 飲食店営業

9 焼き鳥ラッキー　浦和店 さいたま市浦和区高砂２－８－６　 048-762-7261 株式会社はあもに 令和3年9月16日 令和9年10月31日 第2-1314号 飲食店営業

10 埼玉りそな銀行浦和中央支店食堂スエヒロ さいたま市浦和区高砂２－９－１５　 048-836-9888 銀座スエヒロカフェテリアサービス株式会社 令和3年9月16日 令和9年10月31日 第2-1335号 飲食店営業

11 ローソンさいたま高砂店 さいたま市浦和区高砂３－７－１　 048-814-0369 望月　和之　 令和3年9月15日 令和9年10月31日 第2-1276号 飲食店営業

12 蕎麦　孤丘 さいたま市浦和区上木崎１－１１－１０　 048-762-3167 株式会社杉栄 令和3年9月24日 令和9年10月31日 第2-1375号 飲食店営業

13 よのマルシェ さいたま市浦和区上木崎２－２－２　－１Ｆ－Ａ 株式会社福元商事 令和3年9月9日 令和9年10月31日 第2-1205号 飲食店営業

14 マーブルテラス さいたま市浦和区常盤１０－２１－９　コミューンときわ１階 048-717-1689 特定非営利活動法人クッキープロジェクト 令和3年9月10日 令和9年10月31日 第2-1330号 飲食店営業

15 中華楼 さいたま市浦和区常盤１０－９－１３　 048-831-1616 菊地　克己　 令和3年9月22日 令和9年10月31日 第2-1329号 飲食店営業

16 中華料理　幸楽 さいたま市浦和区常盤２－１５－８　 宮村　良　 令和3年9月24日 令和9年10月31日 第2-1287号 飲食店営業

17 埼玉りそな銀行本店食堂スエヒロ さいたま市浦和区常盤７－４－１　 048-833-1368 銀座スエヒロカフェテリアサービス株式会社 令和3年9月24日 令和9年10月31日 第2-1318号 飲食店営業

18 やきとり　あらた家 さいたま市浦和区針ケ谷１－８－１２　 048-825-9787 秦野　直樹　 令和3年9月9日 令和9年10月31日 第2-1268号 飲食店営業

19 名代富士そば　浦和仲町店 さいたま市浦和区仲町１－２－１０　 048-834-2277 ダイタンフード株式会社 令和3年9月16日 令和9年10月31日 第2-1313号 飲食店営業

20 あさきや さいたま市浦和区仲町３－１３－６　 048-822-7625 髙橋　吉信　 令和3年9月17日 令和9年10月31日 第2-1301号 飲食店営業

21 うさ担　浦和本店 さいたま市浦和区東仲町８－２２　１Ｆ 有限会社Ｇフーズ 令和3年9月24日 令和9年10月31日 第2-1286号 飲食店営業

22 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｃｏｅｕｒ さいたま市浦和区北浦和１－１５－１０　 048-767-3226 株式会社エスエムプラン 令和3年9月9日 令和9年10月31日 第2-1281号 飲食店営業

23 いおり さいたま市浦和区北浦和１－６－１７　 048-831-2435 大野　晃　 令和3年9月14日 令和9年10月31日 第2-1282号 飲食店営業

24 富士そば　北浦和店 さいたま市浦和区北浦和３－２－４　 048-831-0107 ダイタンフード株式会社 令和3年9月14日 令和9年10月31日 第2-1312号 飲食店営業

25 すし幸 さいたま市浦和区北浦和３－７－９　 048-834-3791 上野　義一　 令和3年9月14日 令和9年10月31日 第2-1280号 飲食店営業

26 中国料理蘭軒 さいたま市浦和区北浦和４－７－７　 048-753-9981 しん穎合同会社 令和3年9月6日 令和9年10月31日 第2-1264号 飲食店営業

27 料理処　たけはな さいたま市浦和区北浦和４－８－２　 048-822-7061 竹花　治　 令和3年9月24日 令和9年10月31日 第2-1317号 飲食店営業

28 ピザーラ・ビバパエリア・北浦和店 さいたま市浦和区木崎２－４－２　オークス皇山道１Ｆ 048-831-6300 有限会社タイブレイク 令和3年9月14日 令和9年10月31日 第2-1334号 飲食店営業

29 食事処喜楽 さいたま市岩槻区長宮６８０－１　 048-792-1095 株式会社Ｐ．Ｓ．Ｐ． 令和3年9月29日 令和9年9月30日 第2-1383号 飲食店営業

30 食堂　大土 さいたま市岩槻区釣上６１４　 048-798-7352 大土　昭市　 令和3年9月1日 令和9年9月30日 第2-1089号 飲食店営業

31 伊豆屋商店 さいたま市岩槻区釣上新田６０７－１４　 048-798-4302 赤沼　教一　 令和3年9月3日 令和9年9月30日 第2-1078号 飲食店営業

32 コンパニオンクラブ　エルファータ さいたま市岩槻区東岩槻１－８－１１　笹屋ビル２Ｆ 048-795-3811 髙橋　美由紀　 令和3年9月2日 令和9年9月30日 第2-1088号 飲食店営業

33 ドミノ・ピザ岩槻店 さいたま市岩槻区東町２－６－３７　 048-790-0097 株式会社ドミノ・ピザジャパン 令和3年9月29日 令和9年9月30日 第2-1393号 飲食店営業

34 はなつみ さいたま市岩槻区徳力２４５－４　 048-755-8723 医療法人社団春志会 令和3年9月2日 令和9年9月30日 第2-1046号 飲食店営業

35 Ｃａｆｆｅ　Ｇｉａｒｄｉｎｏ さいたま市岩槻区美園東２－１－２　 048-731-8260 株式会社ノースコーポレーション 令和3年9月2日 令和9年9月30日 第2-1246号 飲食店営業

36 広ちゃん さいたま市岩槻区浮谷２２５７　 048-798-2474 大澤　廣高　 令和3年9月2日 令和9年9月30日 第2-965号 飲食店営業

37 プライムキッズガーデン保育所 さいたま市見沼区春野２－５－１　 048-688-4626 ハーベスト株式会社 令和3年9月21日 令和9年9月30日 第2-1304号 飲食店営業

38 ソラスト七里 さいたま市見沼区東宮下４７４　 048-681-6671 ＨＩＴＯＷＡフードサービス株式会社 令和3年9月17日 令和9年9月30日 第2-1284号 飲食店営業

39 ちっｃｈｉｎａ さいたま市見沼区東新井７５６－１２　 原田　理志　 令和3年9月1日 令和9年9月30日 第2-1197号 飲食店営業

40 鉄砲屋分店 さいたま市見沼区東大宮４－１８－１　 048-699-4629 飯塚　啓介　 令和3年9月10日 令和9年9月30日 第2-775号 飲食店営業

営業許可施設（令和03年9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9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 ＳＥＩＡ　ｃａｆｅ＆ｂａｒ　東大宮 さいたま市見沼区東大宮４－３２－２０　ソネットアルブール１０２ 048-788-3229 株式会社ＳＴＡＹ　ＧＯＬＤ 令和3年9月28日 令和9年9月30日 第2-1275号 飲食店営業

42 牛角　さいたま東大宮店 さいたま市見沼区東大宮４－６－１２　 048-669-0510 株式会社レインズインターナショナル 令和3年9月21日 令和9年9月30日 第2-1341号 飲食店営業

43 舎鈴　東大宮店 さいたま市見沼区東大宮５－１５－８　 048-797-6641 株式会社松富士食品 令和3年9月7日 令和9年9月30日 第2-1251号 飲食店営業

44 居酒屋彦兵衛 さいたま市見沼区東大宮５－２９－３　 048-683-6821 山口　明彦　 令和3年9月10日 令和9年9月30日 第2-1110号 飲食店営業

45 ＡＺＡＭＡＳ さいたま市見沼区東大宮５－３０－１　１Ｆ 本橋　卓朗　 令和3年9月3日 令和9年9月30日 第2-1195号 飲食店営業

46 ＪＹＯＴＹ さいたま市見沼区東大宮６－２９－１３　ホソイダイ１ビル１０１ 048-688-6994 株式会社バブ 令和3年9月28日 令和9年9月30日 第2-1403号 飲食店営業

47 株式会社マルエツ　大宮砂町店 さいたま市見沼区東大宮７－６９－１　 048-688-1181 株式会社マルエツ 令和3年9月10日 令和9年9月30日 第2-1233号 飲食店営業

48 株式会社マルエツ　大宮砂町店（寿司） さいたま市見沼区東大宮７－６９－１　 048-688-1181 株式会社マルエツ 令和3年9月10日 令和9年9月30日 第2-1234号 飲食店営業

49 株式会社マルエツ　大宮砂町店（調理パン） さいたま市見沼区東大宮７－６９－１　 048-688-1181 株式会社マルエツ　 令和3年9月10日 令和9年9月30日 第2-1235号 飲食店営業

50 和食さと　大宮七里店 さいたま市見沼区東門前２３０　 048-687-7570 サトフードサービス株式会社 令和3年9月28日 令和9年9月30日 第2-1427号 飲食店営業

51 株式会社マルエツ東門前店　総菜部門 さいたま市見沼区東門前７７－１　 048-687-2255 株式会社マルエツ　 令和3年9月7日 令和9年9月30日 第2-1094号 飲食店営業

52 株式会社マルエツ東門前店 さいたま市見沼区東門前７７－１　 048-687-2255 株式会社マルエツ　 令和3年9月7日 令和9年9月30日 第2-1095号 飲食店営業

53 おおみや公園翔裕館１号館事業所 さいたま市見沼区南中丸２５４－２　 048-687-2566 株式会社日本医療食研究所 令和3年9月17日 令和9年9月30日 第2-1321号 飲食店営業

54 Ａｓｉａｎ　ｄｉｎｉｎｇ　Ｉｎｄｏ　Ｎｅｐａｌ　Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ｎｉｍｔａ さいたま市桜区田島５－１０－２０　 048-711-2938 ＡＮＵＰＡＭ　ＧＲＯＵＰ合同会社 令和3年9月8日 令和9年11月30日 第2-1289号 飲食店営業

55 蔵出し味噌　門左衛門／ベトナム料理　フォーＮＡＮＡ さいたま市桜区田島８－１５－８　 048-775-9288 株式会社ｇｏｏｄ　ｏｎｅ 令和3年9月22日 令和9年11月30日 第2-1340号 飲食店営業

56 丸亀製麺大宮西店 さいたま市西区宮前町７１８　 048-626-2011 株式会社丸亀製麺 令和3年9月16日 令和9年11月30日 第2-1302号 飲食店営業

57 ライフ　さいたま新都心店 さいたま市大宮区吉敷町４－２６７－２　 048-601-5333 株式会社ライフコーポレーション　 令和3年9月28日 令和9年10月31日 第2-1305号 飲食店営業

58 ライフ　さいたま新都心店（惣菜作業室） さいたま市大宮区吉敷町４－２６７－２　 048-601-5333 株式会社ライフコーポレーション 令和3年9月28日 令和9年10月31日 第2-1306号 飲食店営業

59 ライフ　さいたま新都心店（水産作業室） さいたま市大宮区吉敷町４－２６７－２　 048-601-5333 株式会社ライフコーポレーション　 令和3年9月28日 令和9年10月31日 第2-1307号 飲食店営業

60 ライフ　さいたま新都心店（米飯作業室） さいたま市大宮区吉敷町４－２６７－２　 048-601-5333 株式会社ライフコーポレーション 令和3年9月28日 令和9年10月31日 第2-1309号 飲食店営業

61 大戸屋ごはん処　コクーンシティ店 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　北館２階 048-711-5355 有限会社寿奈賀 令和3年9月10日 令和9年10月31日 第2-1297号 飲食店営業

62 大阪焼肉・ホルモンふたご　大宮店 さいたま市大宮区宮町１－４４　キンパリービル１Ｆ 048-783-5956 株式会社ＦＴＧ　Ｃｏｍｐａｎｙ 令和3年9月30日 令和9年10月31日 第2-1372号 飲食店営業

63 ＣＨＥＦ’Ｓ　ＫＩＴＣＨＥＮ　ＳＨＵＮ　春 さいたま市大宮区宮町１－９５　 048-642-2212 株式会社ＨＡＬ 令和3年9月10日 令和9年10月31日 第2-1237号 飲食店営業

64 りめん さいたま市大宮区宮町１－９５　 株式会社ＨＡＬ 令和3年9月28日 令和9年10月31日 第2-1384号 飲食店営業

65 居酒屋　しぇふ　ず　きっちん さいたま市大宮区宮町１－９５　２階 048-642-2212 株式会社ＨＡＬ 令和3年9月10日 令和9年10月31日 第2-1236号 飲食店営業

66 ラクヤス酒場 さいたま市大宮区宮町１－９７－１　大宮二葉ビル２Ｆ 048-729-8696 遠藤　明子　 令和3年9月14日 令和9年10月31日 第2-1299号 飲食店営業

67 炭火焼肉酒家　牛角　大宮東口店 さいたま市大宮区宮町２－２８　（あじせんビル） 048-631-1129 有限会社オプト 令和3年9月9日 令和9年10月31日 第2-1266号 飲食店営業

68 Ｙ’ｓダイニング さいたま市大宮区宮町２－７　 048-778-8641 株式会社介プランニング 令和3年9月30日 令和9年10月31日 第2-1396号 飲食店営業

69 鮨ダイニング　鮮助 さいたま市大宮区宮町３－１１－５　宮町ビル１Ｆ 048-645-0770 株式会社圭 令和3年9月16日 令和9年10月31日 第2-1326号 飲食店営業

70 デリイベントＣ－３区画　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 株式会社ＪＲ東日本クロスステーション 令和3年9月14日 令和9年10月31日 第2-1260号 飲食店営業

71 サロン・ド・テ　サブリエ さいたま市大宮区錦町６３０　ルミネ２　３Ｆ 048-645-3873 有限会社アカシヤ 令和3年9月24日 令和9年10月31日 第2-1328号 飲食店営業

72 マネケン　ルミネ大宮店 さいたま市大宮区錦町６３０　ルミネ大宮店　Ｌ１・２Ｆ 048-657-6259 株式会社ローゼン 令和3年9月8日 令和9年10月31日 第2-1240号 飲食店営業

73 ヴェンキ　ルミネ大宮店 さいたま市大宮区錦町６３０　ルミネ大宮店ルミネ２　２Ｆ 048-783-2023 ヴェンキ・ジャパン株式会社　 令和3年9月27日 令和9年10月31日 第2-1333号 飲食店営業

74 大宮公園内第１６号売店（白井売店） さいたま市大宮区高鼻町４　 白井　勝　 令和3年9月16日 令和8年10月31日 第2-1296号 飲食店営業

75 焼肉　明洞 さいたま市大宮区桜木町１－２－４　Ｂ１ 048-647-0629 金子　眞永　 令和3年9月9日 令和9年10月31日 第2-1270号 飲食店営業

76 クリスピーチキン大宮店 さいたま市大宮区桜木町１－３－１　宮下Ｌ２ビル３階 株式会社ＢＩＲＣＨ 令和3年9月8日 令和9年10月31日 第2-925号 飲食店営業

77 クラフトレモネード大宮店 さいたま市大宮区桜木町１－３－１　宮下Ｌ２ビル４Ｆ 株式会社ＢＩＲＣＨ　 令和3年9月8日 令和9年10月31日 第2-926号 飲食店営業

78 ラウンジ　ソニックホール さいたま市大宮区桜木町１－４４１　埼玉県産業文化センター１Ｆ 048-647-4004 ＦＶジャパン株式会社　 令和3年9月7日 令和9年10月31日 第2-1273号 飲食店営業

79 日本マクドナルド株式会社　大宮西口店 さいたま市大宮区桜木町１－５－１　 048-645-7780 日本マクドナルド株式会社　 令和3年9月24日 令和9年10月31日 第2-1365号 飲食店営業

80 海鮮問屋　地魚屋　大宮店 さいたま市大宮区桜木町１－５－７　ホームリイ５ビル３Ｆ 048-648-1151 株式会社焼肉坂井ホールディングス 令和3年9月30日 令和9年10月31日 第2-1380号 飲食店営業
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営業許可施設（令和03年9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 ジャスミンパレス　ベトナムレストラン さいたま市大宮区桜木町１－６－２　そごう大宮店９Ｆ 048-788-3935 ＳＴＣ　ＳＵＮＲＩＳＥ株式会社 令和3年9月29日 令和9年10月31日 第2-1426号 飲食店営業

82 ＢＡＭＢＩＴＣＨ さいたま市大宮区桜木町２－３２８－２　ロケットビル９Ｆ 048-643-2390 尾崎　大樹　 令和3年9月28日 令和9年10月31日 第2-1285号 飲食店営業

83 葱次郎 さいたま市大宮区桜木町２－３３１　伊勢屋ビル１０１ 048-645-3711 カイエン商事株式会社　 令和3年9月15日 令和9年10月31日 第2-1311号 飲食店営業

84 ミニストップ　大宮西口店 さいたま市大宮区桜木町２－４－１０　 048-644-5268 暖合同会社 令和3年9月17日 令和9年10月31日 第2-1332号 飲食店営業

85 ローソンストア１００大宮桜木町店 さいたま市大宮区桜木町２－４５７－１　 黒田　晴一　 令和3年9月29日 令和9年10月31日 第2-1394号 飲食店営業

86 路端中華　哲 さいたま市大宮区桜木町３－９０－１　 048-788-3494 須藤　哲也　 令和3年9月8日 令和9年10月31日 第2-1257号 飲食店営業

87 ピッツェリア馬車道　さいたま桜木店 さいたま市大宮区桜木町４－５７５－１　 048-657-6565 株式会社馬車道 令和3年9月17日 令和9年10月31日 第2-1337号 飲食店営業

88 東京電力大宮桜木町独身寮 さいたま市大宮区桜木町４－８０７－１　 048-643-4192 株式会社トウショク 令和3年9月16日 令和9年10月31日 第2-1336号 飲食店営業

89 大宮三橋ケアセンターそよ風 さいたま市大宮区三橋１－３４５－１　 048-662-0131 株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ 令和3年9月30日 令和9年10月31日 第2-1464号 飲食店営業

90 セブンイレブン　さいたま三橋総合公園前店 さいたま市大宮区三橋１－８７４　 048-654-3330 齋藤　正寿　 令和3年9月24日 令和9年10月31日 第2-1354号 飲食店営業

91 コーヒー＆レストラン　信濃 さいたま市大宮区三橋２－９４５　 048-641-6210 宮下　源治　 令和3年9月16日 令和9年10月31日 第2-1319号 飲食店営業

92 お好み焼　すのっか亭 さいたま市大宮区寿能町１－３７　 048-643-7425 宮内　洋子　 令和3年9月24日 令和9年10月31日 第2-1345号 飲食店営業

93 酒肴串たにふじ さいたま市大宮区上小町４７　 048-779-8452 株式会社たにふじ 令和3年9月30日 令和9年10月31日 第2-1440号 飲食店営業

94 台湾料理　亜薇 さいたま市大宮区上小町５６０　 石渕　亜微　 令和3年9月14日 令和9年10月31日 第2-1225号 飲食店営業

95 風屋 さいたま市大宮区上小町６０３－３　 048-648-7333 三木　ゆかり　 令和3年9月30日 令和8年10月31日 第2-1315号 飲食店営業

96 三九六 さいたま市大宮区大成町１－２４８－３　 048-653-6278 ＳＵＮ　ＧＲＯＵＰ株式会社　 令和3年9月27日 令和9年10月31日 第2-1363号 飲食店営業

97 洋食　紅亭 さいたま市大宮区大成町１－３３３－５　 048-651-1423 河邉　龍美　 令和3年9月15日 令和8年10月31日 第2-1295号 飲食店営業

98 らぅ麺ガラ喰楽学校東口店 さいたま市大宮区大門町１－１　 株式会社ガラクタ 令和3年9月14日 令和9年10月31日 第2-1292号 飲食店営業

99 富士そば大宮東口店 さいたま市大宮区大門町１－２０－５５　 048-642-0036 ダイタンフード株式会社 令和3年9月15日 令和9年10月31日 第2-1327号 飲食店営業

100 一品料理　さくま さいたま市大宮区大門町１－７２　 048-644-4999 滝澤　正秀　 令和3年9月9日 令和9年10月31日 第2-1300号 飲食店営業

101 キッチン　シューラク さいたま市大宮区大門町１－７４　 048-641-2471 有限会社衆楽 令和3年9月17日 令和9年10月31日 第2-1323号 飲食店営業

102 くいもの屋わん　大宮南銀通り店 さいたま市大宮区仲町１－２４　オリンピアビル２Ｆ 048-631-1222 株式会社オーイズミフーズ 令和3年9月16日 令和9年10月31日 第2-1316号 飲食店営業

103 ＰＬＡＹ　ＧＩＲＬ さいたま市大宮区仲町１－２６　まるさんビル１階 合同会社ＳＫ　 令和3年9月29日 令和9年10月31日 第2-1395号 飲食店営業

104 ＢＡＲ　祓 さいたま市大宮区仲町１－３３－４　逸志ビル２階 祓川　雄次　 令和3年9月28日 令和9年10月31日 第2-1267号 飲食店営業

105 Ｃｌｕｂ　ＮＯＩＬ さいたま市大宮区仲町１－７７－２　アンバー大宮ビル１階１０２号室 048-871-9820 合同会社アルテマ 令和3年9月10日 令和9年10月31日 第2-1244号 飲食店営業

106 酒と料理　結生ＹＵＩ さいたま市大宮区仲町３－８１　カーサデルリオ１０１ 徳武　昭司　 令和3年9月17日 令和9年10月31日 第2-1293号 飲食店営業

107 台湾茶房ｅ－ｏｎｅ さいたま市大宮区東町１－１２１－２　 048-871-8161 有限会社ミドルフラットインターナショナル 令和3年9月29日 令和8年10月31日 第2-1350号 飲食店営業

108 ギャラリーカフェてらこや新都心 さいたま市大宮区北袋町１－２８５　 048-648-7538 大場　明美　 令和3年9月16日 令和9年10月31日 第2-1294号 飲食店営業

109 モスバーガー与野西口店 さいたま市中央区下落合１７１２　ＮＷ１０５ 048-832-7112 株式会社Ｆｉｅｌｄ　Ｌｉｆｅ 令和3年9月24日 令和9年11月30日 第2-1353号 飲食店営業

110 ペペロネカフェ／割烹やま さいたま市中央区上峰３－１５－１　さいたま芸術劇場内 048-854-1170 株式会社明成　 令和3年9月10日 令和9年11月30日 第2-1101号 飲食店営業

111 千乃葉 さいたま市中央区上落合２－３－１　 株式会社１０００リーブスダイニング　 令和3年9月6日 令和9年11月30日 第2-1272号 飲食店営業

112 バーガーズカフェ　グリルフクヨシ　与野本町店 さいたま市中央区本町西２－１－２９　 048-714-5089 株式会社ゴルファ　 令和3年9月29日 令和9年11月30日 第2-1437号 飲食店営業

113 日高屋　与野本町西口店 さいたま市中央区本町東２－４－８　 048-856-1200 株式会社ハイデイ日高 令和3年9月6日 令和9年11月30日 第2-1213号 飲食店営業

114 渡辺酒店／スペースカフェ　Ｂｅ人Ｒｏｏｍ さいたま市南区四谷２－６－２１　 048-861-8316 渡辺　誠　 令和3年9月3日 令和8年9月30日 第2-1130号 飲食店営業

115 萬店 さいたま市南区鹿手袋１－２－２６　 048-862-5648 有限会社萬店 令和3年9月6日 令和9年9月30日 第2-1245号 飲食店営業

116 Ｂａｒ　＆　Ｋｉｔｃｈｅｎ　澤田 さいたま市南区鹿手袋１－３－１０　中浦和ビル１０３ 048-864-7766 笹澤　崇之　 令和3年9月15日 令和9年9月30日 第2-1111号 飲食店営業

117 おくどさん さいたま市南区沼影１－１３－１　ナリアテラス１Ｆ 048-865-6665 株式会社ティーピーディー 令和3年9月17日 令和9年9月30日 第2-991号 飲食店営業

118 丸亀製麺　さいたま太田窪店 さいたま市南区太田窪１７４２－１　 048-884-2000 株式会社丸亀製麺 令和3年9月30日 令和9年9月30日 第2-1378号 飲食店営業

119 焼鳥やまや さいたま市南区太田窪１８６２　 048-885-2543 山屋　高枝　 令和3年9月1日 令和9年9月30日 第2-1079号 飲食店営業

120 紅華 さいたま市南区太田窪１９４５－５１　 048-889-1351 明石　勲　 令和3年9月15日 令和9年9月30日 第2-1277号 飲食店営業

3 / 5 ページ



№ 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9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 季節料理　石 さいたま市南区太田窪２０４８－４　 048-887-0091 河野　聖　 令和3年9月1日 令和9年9月30日 第2-1009号 飲食店営業

122 松屋　浦和太田窪店 さいたま市南区太田窪２８３９－２　 048-813-8550 株式会社松屋フーズ 令和3年9月9日 令和9年9月30日 第2-1041号 飲食店営業

123 セブン－イレブンさいたま太田窪５丁目店 さいたま市南区太田窪５－４－７　 048-886-3222 有限会社谷中 令和3年9月1日 令和9年9月30日 第2-1247号 飲食店営業

124 ローソンさいたま市立向小学校前店 さいたま市南区大谷口５４１０－１　 048-711-2400 江島　昌幸　 令和3年9月30日 令和9年9月30日 第2-1218号 飲食店営業

125 からあげ持ち帰り専門店　カリッジュ さいたま市南区内谷５－２８－１６　 048-711-9196 今村　豪樹　 令和3年9月3日 令和9年9月30日 第2-1147号 飲食店営業

126 ココチーノ南浦和店 さいたま市南区南浦和２－２９－１６　 048-887-3637 株式会社ココチーノ 令和3年9月24日 令和9年9月30日 第2-1325号 飲食店営業

127 株式会社ホテルニュー埼玉 さいたま市南区南浦和２－４４－１７　 048-884-2111 株式会社ホテルニュー埼玉 令和3年9月24日 令和9年9月30日 第2-1143号 飲食店営業

128 焼肉　マックス さいたま市南区南浦和２－４４－７　ＢＥＩＳ南浦和 048-811-1100 株式会社ティーピーディー 令和3年9月15日 令和9年9月30日 第2-990号 飲食店営業

129 ぢどり亭　南浦和店 さいたま市南区南本町１－５－６　Ｂ１ 048-762-3178 株式会社５１５０ 令和3年9月22日 令和9年9月30日 第2-1214号 飲食店営業

130 東日本旅客鉄道株式会社南浦和寮 さいたま市南区白幡１－３－１５　 048-865-2741 株式会社東洋食品フードサービス　 令和3年9月6日 令和9年9月30日 第2-1128号 飲食店営業

131 Ｌａ　ｓｅｎｔｅｕｒ さいたま市南区文蔵１－３－９　藤本ビル１Ｆ 048-753-9374 大西　進也　 令和3年9月3日 令和9年9月30日 第2-1075号 飲食店営業

132 高齢者福祉住宅　ジョイライフさいたま さいたま市南区文蔵３－２３－５　 048-866-7161 日本給食サービス株式会社 令和3年9月2日 令和9年9月30日 第2-1138号 飲食店営業

133 株式会社フードバリュークリエーション さいたま市南区文蔵３－６－１２　 株式会社フードバリュークリエーション 令和3年9月21日 令和8年9月30日 第2-1362号 飲食店営業

134 ｂａｒ－ｂ－ｊｙｏ さいたま市南区別所７－９－１１－２　ＮＫビル１Ｆ－Ｂ 048-863-4777 株式会社Ｓｕｎ．Ｇ 令和3年9月22日 令和9年9月30日 第2-1249号 飲食店営業

135 はとぽっぽ さいたま市北区吉野町２－２４－２１　 048-668-3058 山口　祐子　 令和3年9月10日 令和9年11月30日 第2-1255号 飲食店営業

136 ＢＡＫＥＲＹ　ＨＩＮＡＴＡ　大宮大成町店 さいたま市北区大成町４－４００－２　 048-669-3331 株式会社銀座ルノアール 令和3年9月7日 令和9年11月30日 第2-1180号 飲食店営業

137 デュオセーヌ大宮　レストラン さいたま市北区大成町４－４１６－１　 048-654-8140 シダックスコントラクトフードサービス株式会社 令和3年9月16日 令和9年11月30日 第2-1265号 飲食店営業

138 ＭＥＧＡドン・キホーテ浦和原山店 さいたま市緑区原山４－３－３　 048-885-3810 株式会社長崎屋 令和3年9月9日 令和9年9月30日 第2-1150号 飲食店営業

139 カラオケ喫茶　男と女 さいたま市緑区大間木３９１－２　サンライズコーポ１ 岡村　弘子　 令和3年9月30日 令和9年9月30日 第2-1386号 飲食店営業

140 ＢＡＲ　ａｑｕａ　ｖｉｔｅａ　Ｔａｎａｋａ さいたま市緑区東浦和１－１５－７　 048-873-1590 田中　則穂　 令和3年9月8日 令和8年9月30日 第2-1108号 飲食店営業

141 キッチン　オハナ さいたま市緑区道祖土４－３３－２９　 048-826-5507 特定非営利活動法人オハナ 令和3年9月15日 令和8年9月30日 第2-1023号 飲食店営業

142 千房　イオンモール浦和美園支店 さいたま市緑区美園５－５０－１　 048-711-9500 千房株式会社　 令和3年9月28日 令和9年9月30日 第2-1401号 飲食店営業

143 Ｃｈａｔｅｒａｉｓｅ　ＰＲＥＭＩＵＭ　ＹＡＴＳＵＤＯＫＩ　アトレ浦和 さいたま市浦和区高砂１－１６－１２　ウエストエリアＷ－２０３ 株式会社シャトレーゼ　 令和3年9月15日 令和9年10月31日 第2-837号 菓子製造業

144 よのマルシェ さいたま市浦和区上木崎２－２－２　－１Ｆ－Ａ 株式会社福元商事 令和3年9月9日 令和9年10月31日 第2-1254号 菓子製造業

145 マーブルテラス さいたま市浦和区常盤１０－２１－９　コミューンときわ１階 048-717-1689 特定非営利活動法人クッキープロジェクト 令和3年9月10日 令和9年10月31日 第2-1331号 菓子製造業

146 肉球愛好会 さいたま市浦和区常盤６－１６－２０　 048-825-2206 鈴木　哲也　 令和3年9月22日 令和9年10月31日 第2-1278号 菓子製造業

147 サンスマイル　浦和 さいたま市浦和区仲町３－２－１　浦和仲町スカイマンション１０２ 048-716-4260 パリス＆キャンディ株式会社 令和3年9月28日 令和9年10月31日 第2-1371号 菓子製造業

148 河野製菓 さいたま市浦和区領家４－８－２５　 048-886-7259 河野　和夫　 令和3年9月9日 令和9年10月31日 第2-1288号 菓子製造業

149 岩戸屋 さいたま市岩槻区大戸１７３８　 048-799-1005 有山　幸男　 令和3年9月17日 令和9年9月30日 第2-1146号 菓子製造業

150 はなつみ さいたま市岩槻区徳力２４５－４　 048-755-8723 医療法人社団春志会　 令和3年9月2日 令和9年9月30日 第2-1051号 菓子製造業

151 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　 048-798-9855 伊藤製パン株式会社 令和3年9月21日 令和9年9月30日 第2-1153号 菓子製造業

152 株式会社マルエツ　大宮砂町店 さいたま市見沼区東大宮７－６９－１　 048-688-1181 株式会社マルエツ　 令和3年9月10日 令和9年9月30日 第2-1230号 菓子製造業

153 ＲＩＮＧＯ　ルミネ大宮店Ｌ１・２Ｆ さいたま市大宮区錦町６３０　ルミネ大宮店 048-640-3356 株式会社ＢＡＫＥ 令和3年9月8日 令和9年10月31日 第2-1241号 菓子製造業

154 マネケン　ルミネ大宮店 さいたま市大宮区錦町６３０　ルミネ大宮店　Ｌ１・２Ｆ 048-657-6259 株式会社ローゼン 令和3年9月8日 令和9年10月31日 第2-1239号 菓子製造業

155 小林屋 さいたま市大宮区高鼻町１－６６　 048-642-1133 濱田　トシ子　 令和3年9月9日 令和9年10月31日 第2-1279号 菓子製造業

156 ｄｒｅａｍｉｎｇ　ｃｕｐｃａｋｅｓ さいたま市大宮区大成町１－２０１－１　高橋マンション３０３ 宮﨑　紫　 令和3年9月2日 令和8年10月31日 第2-1256号 菓子製造業

157 サンセルモン さいたま市大宮区大成町１－２０１－１　高橋マンション３０３ 乳井　里絵　 令和3年9月28日 令和8年10月31日 第2-1343号 菓子製造業

158 ｐｅａｃｅ＊ｐｉｅｃｅ さいたま市大宮区大門町３－１０８　 目時　悠香　 令和3年9月10日 令和9年10月31日 第2-1209号 菓子製造業

159 パン・キッチン　たはらや さいたま市大宮区大門町３－５８　 048-643-4848 田原屋製パン株式会社 令和3年9月28日 令和9年10月31日 第2-1373号 菓子製造業

160 碧色ぶれいく さいたま市中央区鈴谷７－７－３　 高山　愛理　 令和3年9月29日 令和9年11月30日 第2-1379号 菓子製造業
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営業許可施設（令和03年9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　

161 路地裏　Ｇａｒａｇｅ　Ｍａｒｋｅｔ さいたま市中央区鈴谷７－７－３　 横山　拓　 令和3年9月29日 令和9年11月30日 第2-9029号 菓子製造業

162 焼きたてパン　ロビンフッド さいたま市南区南浦和２－１２－２０　 048-887-3778 清水　道高　 令和3年9月2日 令和9年9月30日 第2-1139号 菓子製造業

163 ＢＡＫＥＲＹ　ＨＩＮＡＴＡ　大宮大成町店 さいたま市北区大成町４－４００－２　 048-669-3331 株式会社銀座ルノアール　 令和3年9月7日 令和9年11月30日 第2-1179号 菓子製造業

164 伊豆屋商店 さいたま市岩槻区釣上新田６０７－１４　 048-798-4302 赤沼　教一　 令和3年9月3日 令和9年9月30日 第2-1077号 魚介類販売業

165 株式会社マルエツ　大宮砂町店 さいたま市見沼区東大宮７－６９－１　 048-688-1181 株式会社マルエツ 令和3年9月10日 令和9年9月30日 第2-1232号 魚介類販売業

166 株式会社マルエツ東門前店 さいたま市見沼区東門前７７－１　 048-687-2255 株式会社マルエツ 令和3年9月7日 令和9年9月30日 第2-1097号 魚介類販売業

167 ライフ　さいたま新都心店（水産作業室） さいたま市大宮区吉敷町４－２６７－２　 048-601-5333 株式会社ライフコーポレーション 令和3年9月28日 令和9年10月31日 第2-1308号 魚介類販売業

168 ＭＥＧＡドン・キホーテ浦和原山店 さいたま市緑区原山４－３－３　 048-885-3810 株式会社長崎屋 令和3年9月9日 令和9年9月30日 第2-1151号 魚介類販売業

169 株式会社テラバヤシ　東岩槻店 さいたま市岩槻区東岩槻１－７－５　業務スーパー東岩槻店内 048-794-5529 株式会社Ｇ－７ミートテラバヤシ 令和3年9月21日 令和9年9月30日 第2-1211号 食肉処理業

170 株式会社マルエツ　大宮砂町店 さいたま市見沼区東大宮７－６９－１　 048-688-1181 株式会社マルエツ 令和3年9月10日 令和9年9月30日 第2-1231号 食肉販売業

171 株式会社マルエツ東門前店 さいたま市見沼区東門前７７－１　 048-687-2255 株式会社マルエツ 令和3年9月7日 令和9年9月30日 第2-1096号 食肉販売業

172 ライフ　さいたま新都心店 さいたま市大宮区吉敷町４－２６７－２　 048-601-5333 株式会社ライフコーポレーション 令和3年9月28日 令和9年10月31日 第2-1310号 食肉販売業

173 ペペロネカフェ／割烹やま さいたま市中央区上峰３－１５－１　さいたま芸術劇場内 048-854-1170 株式会社明成　 令和3年9月10日 令和9年11月30日 第2-1102号 食肉販売業

174 カンシネ食品 さいたま市見沼区卸町１－３０　 株式会社金虎企画　 令和3年9月3日 令和9年9月30日 第2-1226号 食品の小分け業

175 ダイワ化成（株）大宮工場 さいたま市見沼区上山口新田５９－１　 048-685-2411 ダイワ化成株式会社 令和3年9月13日 令和9年9月30日 第2-1167号 添加物製造業

176 蕎麦　孤丘　製麺所 さいたま市浦和区上木崎１－１１－１０　 048-831-6281 株式会社杉栄 令和3年9月24日 令和9年10月31日 第2-1368号 麺類製造業

177 丸亀製麺大宮西店 さいたま市西区宮前町７１８　 048-626-2011 株式会社丸亀製麺　 令和3年9月16日 令和9年11月30日 第2-1303号 麺類製造業
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