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1 第一倉庫冷蔵株式会社岩槻３号冷蔵倉庫加工場Ａ室 さいたま市岩槻区柏崎６００－３　 048-797-2221 第一倉庫冷蔵株式会社 令和4年9月21日 令和10年9月30日 第2-919号 アイスクリーム類製造業

2 Ｔａｎｄｏｏｒ　ｍａｓｔｅｒ さいたま市見沼区御蔵６８２　 株式会社国際貿易Ｔｒａｄｅ　Ｈ＆Ｓ 令和4年9月14日 令和9年9月30日 第2-969号 そうざい製造業

3 東京プライス　浦和店 さいたま市桜区神田５７　 048-859-3583 株式会社東京プライス 令和4年9月30日 令和10年11月30日 第2-1032号 そうざい製造業

4 障害者施設　ゆずり葉 さいたま市西区塚本町１９１－９　 048-625-5100 社会福祉法人埼玉福祉事業協会 令和4年9月28日 令和10年11月30日 第2-973号 そうざい製造業

5 尾崎満寿屋 さいたま市浦和区岸町３－１６－１０　 048-822-2760 有限会社尾崎満寿屋 令和4年9月20日 令和10年10月31日 第2-958号 飲食店営業

6 Ｌｕａｎａ　Ｌｏｕｎｇｅ　Ａｕｎｔｙ さいたま市浦和区元町２－１－１　第３松ビル２Ｆ 048-711-7701 室﨑　映子 令和4年9月2日 令和10年10月31日 第2-874号 飲食店営業

7 ＳＨＯＫＵ堂 さいたま市浦和区元町２－１－１　第３松ビル３Ｆ 048-767-5380 杉浦　恵美子 令和4年9月5日 令和10年10月31日 第2-891号 飲食店営業

8 北辰鮨 さいたま市浦和区高砂１－１２－１　コルソ　Ｂ１ 048-824-6908 株式会社北辰鮨 令和4年9月22日 令和10年10月31日 第4-53号 飲食店営業

9 ニュー・クイック浦和コルソ店冷惣菜作業室 さいたま市浦和区高砂１－１２－１　浦和コルソＢ１ 048-824-8629 株式会社ニュー・クイック 令和4年9月22日 令和10年10月31日 第4-56号 飲食店営業

10 ニュー・クイック浦和コルソ店温惣菜作業室 さいたま市浦和区高砂１－１２－１　浦和コルソＢ１ 048-824-8629 株式会社ニュー・クイック 令和4年9月22日 令和10年10月31日 第4-57号 飲食店営業

11 横浜茶屋 さいたま市浦和区高砂１－１２－１　浦和コルソＢ１ 048-834-3656 株式会社シンノオフードサービス 令和4年9月22日 令和10年10月31日 第2-910号 飲食店営業

12 Ｌｏｕｎｇｅ　Ｇｒａｎｄ　Ｂｌｅｕ さいたま市浦和区高砂２－１１－１３　レスタージュ浦和３Ｆ 鈴木　仁 令和4年9月1日 令和10年10月31日 第2-901号 飲食店営業

13 居酒屋　靜八　本店 さいたま市浦和区上木崎４－１－１３　昭栄エクセレント浦和１０５ 048-755-9352 靜　勇武 令和4年9月16日 令和10年10月31日 第2-979号 飲食店営業

14 ＥＶＥＲＥＳＴ　ＫＩＴＣＨＥＮ さいたま市浦和区常盤１０－９－１７　 048-824-7199 ＭＡＹＡ　ＩＮＶＥＮＴＩＶＥ合同会社 令和4年9月9日 令和10年10月31日 第2-943号 飲食店営業

15 Ｎｉｇｈｔ　Ｐｕｂ　銀花 さいたま市浦和区常盤１０－９－２　市川ビル２Ｆ 048-711-1122 于　涛 令和4年9月28日 令和9年10月31日 第2-885号 飲食店営業

16 ちょうじ さいたま市浦和区常盤９－３２－２　 048-831-1358 田辺　肇 令和4年9月7日 令和10年10月31日 第2-933号 飲食店営業

17 エル　レガロ さいたま市浦和区仲町１－１０－１５　ＡＴビル２Ｆ 048-824-6233 合同会社エルレガロ 令和4年9月13日 令和10年10月31日 第2-952号 飲食店営業

18 ＯＮＶＯ　ＳＡＬＯＮ　ＵＲＡＷＡ さいたま市浦和区仲町１－１０－７　尾張屋第一ビル５階 048-822-3311 株式会社ものくり商事 令和4年9月20日 令和10年10月31日 第2-972号 飲食店営業

19 いときち さいたま市浦和区仲町１－１１－２０　レインボー仲－１ 株式会社ＳＷＡＧ 令和4年9月26日 令和9年10月31日 第2-960号 飲食店営業

20 クラカワ さいたま市浦和区仲町１－１２－５－２　Ａｌｂａ．ＢＬＤ１０２ 蔵川　雄貴 令和4年9月26日 令和10年10月31日 第2-823号 飲食店営業

21 ア・ラ・モード さいたま市浦和区仲町１－９－１２　グレイン１Ｆ－Ｂ 048-825-3800 木村　智子 令和4年9月13日 令和10年10月31日 第2-934号 飲食店営業

22 風花 さいたま市浦和区仲町１－９－１２　グレインビル３Ｆ 048-825-7766 小宮　文一 令和4年9月26日 令和10年10月31日 第2-959号 飲食店営業

23 シェフ・デ・ブッチョ さいたま市浦和区東高砂町６－３　ＵＲＡＷＡ　ＢＯＸ　１Ｆ 048-825-8297 有限会社小野保重大世界社 令和4年9月7日 令和10年10月31日 第2-776号 飲食店営業

24 スナックパール さいたま市浦和区東仲町１－１５　２Ｆ 048-887-9797 吉田　トミ子 令和4年9月21日 令和9年10月31日 第2-981号 飲食店営業

25 立ち呑み　しゅらん さいたま市浦和区東仲町２－２０　 048-699-7770 合同会社エルレガロ 令和4年9月26日 令和10年10月31日 第2-953号 飲食店営業

26 ローソン　岩槻横根店 さいたま市岩槻区横根１０７５－２　 048-797-3332 森田　忠寛 令和4年9月27日 令和10年9月30日 第2-903号 飲食店営業

27 ゆで太郎　もつ次郎　岩槻笹久保店 さいたま市岩槻区笹久保新田７７０－１　 048-795-7380 株式会社ＫＥＮＮＩＮ 令和4年9月29日 令和10年9月30日 第2-1018号 飲食店営業

28 ＨＯＴＥＬ　ＩＶＹ さいたま市岩槻区真福寺１３８８　 048-798-3380 有限会社ミツワ 令和4年9月8日 令和9年9月30日 第2-856号 飲食店営業

29 しゅろの葉　お茶漬け居酒屋 さいたま市岩槻区西町４－４－２８　 048-675-3946 徳光　平 令和4年9月27日 令和10年9月30日 第2-944号 飲食店営業

30 庵木瓜　茜屋珈琲店 さいたま市岩槻区太田１－１０－４４　浄源寺施設内 有限会社ロータスメモリアル 令和4年9月8日 令和10年9月30日 第2-854号 飲食店営業

31 人間総合科学大学　岩槻キャンパス さいたま市岩槻区太田新正寺曲輪３５４－３　 048-749-6111 株式会社馬渕商事 令和4年9月8日 令和10年9月30日 第2-898号 飲食店営業

32 ローソン岩槻南平野店 さいたま市岩槻区南平野３－１５－８　 048-757-5523 瀬谷　康雄 令和4年9月8日 令和10年9月30日 第2-884号 飲食店営業

33 快活ＣＬＵＢ　岩槻店 さいたま市岩槻区南平野５－６－８　 048-792-2088 株式会社快活フロンティア 令和4年9月8日 令和10年9月30日 第2-929号 飲食店営業

34 人間総合科学大学　蓮田キャンパス さいたま市岩槻区馬込１２８８　 048-749-6111 株式会社馬渕商事 令和4年9月8日 令和10年9月30日 第2-899号 飲食店営業

35 Ｌｉｅｎ　ａｒｔ　ｃｏｆｆｅｅ さいたま市岩槻区美園東２－４０－１０９　 小澤　章子 令和4年9月9日 令和9年9月30日 第2-913号 飲食店営業

36 マミーマート岩槻店 さいたま市岩槻区本丸３－２０－５３　 株式会社マミーマート 令和4年9月27日 令和10年9月30日 第2-1050号 飲食店営業

37 とろり天使のわらびもち　岩槻店 さいたま市岩槻区本町１－３－３　 048-793-4994 株式会社フードナビ 令和4年9月27日 令和10年9月30日 第2-1000号 飲食店営業

38 Ｎｏｏｋ＆Ｐａｒｋ さいたま市岩槻区本町３－１０－１７　 アーキリンクス株式会社 令和4年9月8日 令和10年9月30日 第2-820号 飲食店営業

39 壱五八 さいたま市岩槻区本町３－１１－６　 岩間　利夫 令和4年9月2日 令和10年9月30日 第2-841号 飲食店営業

40 マルエツ　岩槻駅前店 さいたま市岩槻区本町３－２－５　 048-757-8300 株式会社マルエツ 令和4年9月14日 令和10年9月30日 第2-904号 飲食店営業

営業許可施設（令和04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04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 マルエツ　岩槻駅前店　生鮮 さいたま市岩槻区本町３－２－５　 048-757-8300 株式会社マルエツ 令和4年9月14日 令和10年9月30日 第2-905号 飲食店営業

42 株式会社マルエツ　大宮大和田店　惣菜 さいたま市見沼区大和田町１－１６２９　 048-685-7000 株式会社マルエツ 令和4年9月14日 令和10年9月30日 第2-870号 飲食店営業

43 株式会社マルエツ　大宮大和田店 さいたま市見沼区大和田町１－１６２９　 048-685-7000 株式会社マルエツ 令和4年9月14日 令和10年9月30日 第2-873号 飲食店営業

44 四季折々 さいたま市見沼区中川４３６－３　 048-628-2364 阿部　恵利子 令和4年9月29日 令和9年9月30日 第2-1006号 飲食店営業

45 ＢＡＲ　Ｘｙｚ さいたま市見沼区東大宮４－１８－２　 株式会社クーオコア 令和4年9月13日 令和10年9月30日 第2-962号 飲食店営業

46 ＨＡＬＥ　ＢＡＬＥ さいたま市見沼区東大宮５－２９－２２　小泉ビル１Ｆ 048-687-7700 板橋　徹 令和4年9月30日 令和10年9月30日 第2-770号 飲食店営業

47 食堂　シノノメ さいたま市見沼区東大宮５－５３－２６　 前田　慶史 令和4年9月13日 令和10年9月30日 第2-427号 飲食店営業

48 とりサブロー　東大宮７丁目店 さいたま市見沼区東大宮７－１７－１　 048-686-1371 株式会社魁力屋 令和4年9月27日 令和10年9月30日 第2-971号 飲食店営業

49 陽だまり さいたま市見沼区東門前１８７－３　 048-878-8865 株式会社寛大 令和4年9月14日 令和10年9月30日 第2-812号 飲食店営業

50 みんなの家　南中野 さいたま市見沼区南中野１０４９－１　 048-683-0800 日清医療食品株式会社 令和4年9月5日 令和10年9月30日 第4-61号 飲食店営業

51 Ｃａｆｅ　Ｎｅｗ　Ｏｒｌｅａｎｓ さいたま市桜区下大久保７６７－３　 048-857-4868 株式会社ＭＤＳ 令和4年9月28日 令和10年11月30日 第2-1024号 飲食店営業

52 しみず さいたま市大宮区下町１－３２　橋本ビル１０１ 048-788-3336 株式会社極東亜細亜食文化研究所 令和4年9月27日 令和10年10月31日 第2-1051号 飲食店営業

53 ｏｈａｇｉ３ さいたま市大宮区吉敷町４－２６３－１　コクーン２　１階 048-741-9397 株式会社ＭＰＤ 令和4年9月1日 令和10年10月31日 第2-853号 飲食店営業

54 スナックナポリ さいたま市大宮区宮町１－５４　 048-641-1485 迫坪　誠 令和4年9月20日 令和10年10月31日 第2-935号 飲食店営業

55 焼肉　牛之助 さいたま市大宮区宮町１－７３　 048-871-5215 ＪＧＲ株式会社 令和4年9月20日 令和10年10月31日 第2-957号 飲食店営業

56 大衆酒場　鶏ぼうず さいたま市大宮区宮町１－７８－１　アクロスビル１Ｆ 株式会社Ｎｅｘｔ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ 令和4年9月8日 令和10年10月31日 第2-939号 飲食店営業

57 ドラゴンセラー さいたま市大宮区宮町４－１０７　 048-708-5351 保坂　竜蔵 令和4年9月20日 令和10年10月31日 第2-922号 飲食店営業

58 中華料理　珍楽 さいたま市大宮区高鼻町１－５６　 048-641-0650 岡安　一紀 令和4年9月8日 令和10年10月31日 第2-932号 飲食店営業

59 たごさく さいたま市大宮区桜木町１－６－２　そごう大宮店Ｂ１Ｆ 048-645-2250 山和食品株式会社 令和4年9月22日 令和10年10月31日 第2-1004号 飲食店営業

60 ゆのたに　俵大名 さいたま市大宮区桜木町１－６－２　大宮そごうＢ１ 048-657-7240 株式会社ゆのたに 令和4年9月22日 令和10年10月31日 第2-1020号 飲食店営業

61 割烹　青山 さいたま市大宮区桜木町２－１８１　 048-647-0860 有限会社大栄商事 令和4年9月13日 令和10年10月31日 第2-896号 飲食店営業

62 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　 048-644-5568 向山　暢一 令和4年9月13日 令和10年10月31日 第2-928号 飲食店営業

63 Ｃａｆｅ　Ｆｉｋａ さいたま市大宮区三橋１－９９３－１　 048-662-9371 社会福祉法人西部福祉会 令和4年9月5日 令和9年10月31日 第2-882号 飲食店営業

64 有限会社肉の加藤 さいたま市大宮区三橋４－６６５－２　 048-622-1129 有限会社肉の加藤 令和4年9月28日 令和9年10月31日 第2-992号 飲食店営業

65 ローソン大成町二丁目店 さいたま市大宮区大成町２－２７８　 048-658-9095 株式会社蘇福 令和4年9月2日 令和10年10月31日 第2-895号 飲食店営業

66 魚旬 さいたま市大宮区大門町１－７４　Ｂ１ 株式会社ＡＴＵホールディングス 令和4年9月16日 令和10年10月31日 第2-1010号 飲食店営業

67 Ｂａｒ　Ｒａｃｃｏｏｎ さいたま市大宮区大門町２－２８　第一松ビル　レディア館３－Ｄ 048-782-7537 五十嵐　正樹 令和4年9月20日 令和10年10月31日 第2-945号 飲食店営業

68 ＰＩＥＲ’ＳＣＡＦＥ　大宮店 さいたま市大宮区大門町２－８３　 048-871-6622 株式会社ピアーサーティー南関東 令和4年9月27日 令和10年10月31日 第2-1041号 飲食店営業

69 ＣＬＵＢ　ＬＡＲＭＥ さいたま市大宮区仲町１－３３－７　斉藤ビル１階 048-642-8040 株式会社ハンズアップ 令和4年9月20日 令和10年10月31日 第2-917号 飲食店営業

70 Ｌｏｕｎｇｅ　ＩＺ さいたま市大宮区仲町１－５０　福田産業ビル２Ｆ－２０６号室 株式会社ルミエール 令和4年9月20日 令和10年10月31日 第2-937号 飲食店営業

71 アニソンバーギルド大宮店 さいたま市大宮区仲町１－６０　地下２階Ｅ号室 048-778-7233 株式会社ＷＩＤＥＣ 令和4年9月20日 令和10年10月31日 第2-897号 飲食店営業

72 オカマのデパート太夫座 さいたま市大宮区仲町１－７８－１　ガルボ仲町ビル２Ｆ ＫＯＵＫＩエンターテイメント合同会社 令和4年9月21日 令和9年10月31日 第2-963号 飲食店営業

73 居酒屋　魚や さいたま市大宮区仲町１－８８　キクスイビル１Ｆ 048-641-9299 有限会社大塚 令和4年9月20日 令和10年10月31日 第2-918号 飲食店営業

74 ポーカーラビット さいたま市大宮区仲町１－９０　仲町光ビル３階 留守　直人 令和4年9月1日 令和10年10月31日 第2-915号 飲食店営業

75 にゅーラーメンメロディー さいたま市大宮区仲町２－５６　 蓮見　博司 令和4年9月6日 令和10年10月31日 第2-938号 飲食店営業

76 土手町ダイナー さいたま市大宮区土手町３－１４　 048-699-1451 小川　直記 令和4年9月27日 令和10年10月31日 第2-951号 飲食店営業

77 美美族 さいたま市大宮区北袋町１－１３０－２　 048-644-1473 南　哲 令和4年9月27日 令和10年10月31日 第2-940号 飲食店営業

78 あいらの杜埼玉与野 さいたま市中央区円阿弥２－１１－２２　 048-840-6781 百代平泉庵株式会社 令和4年9月28日 令和10年11月30日 第2-1014号 飲食店営業

79 ホップとリップ さいたま市中央区下落合１７１１　シティマークタワー２１　１０８ 048-767-5401 株式会社Ｆｉｒｓｔ　Ｌｉｇｈｔ 令和4年9月7日 令和10年11月30日 第2-782号 飲食店営業

80 Ｆｏｏｄ＆Ｂａｒ　Ｄｗａｒｆ さいたま市中央区下落合２－２－６　サンダイレクト１Ｆ左 048-767-4377 及川　優二 令和4年9月2日 令和9年11月30日 第2-852号 飲食店営業
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営業許可施設（令和04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 居酒屋さぶ さいたま市南区曲本２－２－１８　 048-837-2355 佐藤　幸一 令和4年9月1日 令和10年9月30日 第2-855号 飲食店営業

82 鮮魚まるよ さいたま市南区大谷口５７３－９　 048-881-3360 斉藤　洋三 令和4年9月7日 令和10年9月30日 第2-831号 飲食店営業

83 ドーミー武蔵浦和 さいたま市南区内谷６－１－１０　 048-838-3900 株式会社共立メンテナンス 令和4年9月6日 令和10年9月30日 第2-844号 飲食店営業

84 ピザハット武蔵浦和店 さいたま市南区内谷６－５－１　 048-837-5051 株式会社ＦＵＴＵＲＥ 令和4年9月13日 令和10年9月30日 第2-799号 飲食店営業

85 Ｄ．Ｉ．Ｖ．Ａ さいたま市南区南浦和２－１８－１２　島田テンポ２Ｆ 齋藤　恵美子 令和4年9月2日 令和10年9月30日 第2-849号 飲食店営業

86 ＲＩＳＴＯＲＡＮＴＥ　Ｔｏ　ｔｈｅ　Ｄｏｏｒ さいたま市南区南浦和２－２６－１３　 048-887-7703 株式会社エスポニール 令和4年9月7日 令和10年9月30日 第2-826号 飲食店営業

87 たれ半 さいたま市南区南浦和２－３－２　 048-767-5299 株式会社たれ半 令和4年9月16日 令和10年9月30日 第2-987号 飲食店営業

88 モスバーガー南浦和店 さいたま市南区南浦和２－４０－１　 048-881-0599 大和フーヅ株式会社 令和4年9月9日 令和10年9月30日 第4-58号 飲食店営業

89 寿司勝 さいたま市南区文蔵２－５－２３　 048-861-6555 有限会社寿司勝 令和4年9月13日 令和10年9月30日 第2-796号 飲食店営業

90 ＨＣ文蔵 さいたま市南区文蔵３－３１－１２　 048-838-2321 株式会社グリーンヘルスケアサービス 令和4年9月6日 令和10年9月30日 第2-843号 飲食店営業

91 Ｇａｆｕ さいたま市南区別所３－２１－４　 舩岡　まり子 令和4年9月30日 令和9年9月30日 第2-1023号 飲食店営業

92 トラットリア　アズーリ さいたま市南区別所７－１－１６　 048-710-5300 株式会社ノースコーポレーション 令和4年9月9日 令和10年9月30日 第2-833号 飲食店営業

93 メフォス東日本　１０６０９号店 さいたま市北区宮原町１－４６－１　 048-856-9912 株式会社メフォス東日本 令和4年9月8日 令和10年11月30日 第2-925号 飲食店営業

94 パークシティさいたま北　フロント さいたま市北区宮原町３－９０１－１　 048-665-0387 株式会社ＪＢＳ 令和4年9月30日 令和10年11月30日 第2-1022号 飲食店営業

95 なんば一番　たこ焼劇場 さいたま市北区櫛引町２－５７４－１　イオン大宮１Ｆ 株式会社エボ 令和4年9月26日 令和10年11月30日 第2-879号 飲食店営業

96 五十嵐 さいたま市北区日進町３－５０１－２　 048-657-8844 五十嵐　幹緒 令和4年9月21日 令和10年11月30日 第2-924号 飲食店営業

97 ヒサオズキッチン さいたま市北区本郷町２８　 048-724-4136 阿部　愛 令和4年9月6日 令和9年11月30日 第2-930号 飲食店営業

98 カラオケＢａｎＢａｎ　浦和太田窪店 さいたま市緑区太田窪３－９－２２　 株式会社シン・コーポレーション 令和4年9月2日 令和10年9月30日 第2-900号 飲食店営業

99 浦和学院高等学校食堂（株）遊楽社 さいたま市緑区代山１７２　 048-878-2101 株式会社遊楽社 令和4年9月28日 令和10年9月30日 第2-966号 飲食店営業

100 みんなの家・東浦和２ さいたま市緑区大間木１６７７－１　 048-874-8711 日清医療食品株式会社 令和4年9月28日 令和10年9月30日 第4-63号 飲食店営業

101 温野菜　東浦和店 さいたま市緑区大間木４３６－１　 048-810-4829 大東物産株式会社 令和4年9月9日 令和10年9月30日 第2-926号 飲食店営業

102 ＨＯＴＥＬ　ＧＲＡＮ． さいたま市緑区大門３７４　 048-878-6666 有限会社リーベント 令和4年9月27日 令和10年9月30日 第2-947号 飲食店営業

103 うどんなが田 さいたま市緑区中尾９８５－５　 048-874-3371 加藤　有美 令和4年9月7日 令和10年9月30日 第2-773号 飲食店営業

104 ホテル　ウィル浦和 さいたま市緑区中野田１０８４－３　 048-878-4550 株式会社ビアジェ 令和4年9月29日 令和10年9月30日 第2-991号 飲食店営業

105 グリーンフーズ さいたま市緑区東浦和５－１５－９　 048-876-2300 有限会社岡﨑トレーデイング 令和4年9月1日 令和9年9月30日 第2-735号 飲食店営業

106 ステーキ＆ハンバーグ松木　東浦和店 さいたま市緑区東浦和７－４８－５　 048-810-5757 株式会社フードリーム 令和4年9月30日 令和10年9月30日 第2-1036号 飲食店営業

107 ファミリーマート　ＴＫＳさいど店 さいたま市緑区道祖土２－１０－１５　 048-813-1306 株式会社ツカサ 令和4年9月21日 令和10年9月30日 第2-902号 飲食店営業

108 やきとり　鶏むら さいたま市緑区美園５－５０－１　イオンモール浦和美園店 048-711-8171 株式会社ミキフーズ 令和4年9月14日 令和10年9月30日 第2-890号 飲食店営業

109 米粉のおやつ　ＣＯＣＯＮＥＵＥ さいたま市浦和区常盤６－２３－５－３　 渡部　春奈 令和4年9月30日 令和9年10月31日 第2-1017号 菓子製造業

110 Ｎｏｏｋ＆Ｐａｒｋ さいたま市岩槻区本町３－１０－１７　 アーキリンクス株式会社 令和4年9月8日 令和10年9月30日 第2-948号 菓子製造業

111 マルエツ　岩槻駅前店　ベーカリー さいたま市岩槻区本町３－２－５　 048-757-8300 株式会社マルエツ 令和4年9月14日 令和10年9月30日 第2-908号 菓子製造業

112 Ｔａｎｄｏｏｒ　ｍａｓｔｅｒ さいたま市見沼区御蔵６８２　 株式会社国際貿易Ｔｒａｄｅ　Ｈ＆Ｓ 令和4年9月14日 令和9年9月30日 第2-968号 菓子製造業

113 株式会社マルエツ　大宮大和田店　ベーカリー さいたま市見沼区大和田町１－１６２９　 048-685-7000 株式会社マルエツ 令和4年9月14日 令和10年9月30日 第2-869号 菓子製造業

114 株式会社Ｆｅｗ’ｓ さいたま市見沼区東大宮４－１－４　トライフォース２Ｆ－Ａ 048-780-2707 株式会社Ｆｅｗ’ｓ 令和4年9月27日 令和9年9月30日 第2-980号 菓子製造業

115 焼きたてパンこんがりあん さいたま市見沼区東門前５６－１　 048-687-6767 関口　保志 令和4年9月7日 令和10年9月30日 第2-724号 菓子製造業

116 ｃｏｏｋｉｅ　Ｍ さいたま市大宮区大成町１－２０１－１　高橋マンション３０３（有）たかしょう 浅海　麗 令和4年9月13日 令和9年10月31日 第2-909号 菓子製造業

117 ｙｕｒｕｒｉ さいたま市大宮区仲町１－１２３　 奥野　祐美 令和4年9月20日 令和10年10月31日 第2-818号 菓子製造業

118 さんり さいたま市大宮区仲町１－１２３　 本多　りか 令和4年9月6日 令和10年10月31日 第2-912号 菓子製造業

119 ヒサオズキッチン さいたま市北区本郷町２８　 048-724-4136 阿部　愛 令和4年9月6日 令和9年11月30日 第2-931号 菓子製造業

120 魚の北辰 さいたま市浦和区高砂１－１２－１　コルソ　Ｂ１ 048-824-6908 株式会社北辰水産 令和4年9月22日 令和10年10月31日 第4-54号 魚介類販売業
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営業許可施設（令和04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 マルエツ　岩槻駅前店　生鮮 さいたま市岩槻区本町３－２－５　 048-757-8300 株式会社マルエツ 令和4年9月14日 令和10年9月30日 第2-907号 魚介類販売業

122 株式会社マルエツ　大宮大和田店 さいたま市見沼区大和田町１－１６２９　 048-685-7000 株式会社マルエツ 令和4年9月14日 令和10年9月30日 第2-871号 魚介類販売業

123 鮮魚まるよ さいたま市南区大谷口５７３－９　 048-881-3360 斉藤　洋三 令和4年9月7日 令和10年9月30日 第2-832号 魚介類販売業

124 魚清 さいたま市緑区太田窪１－９－１　 048-882-5545 清水　康夫 令和4年9月21日 令和10年9月30日 第2-858号 魚介類販売業

125 マルエツ　岩槻駅前店　生鮮 さいたま市岩槻区本町３－２－５　 048-757-8300 株式会社マルエツ 令和4年9月14日 令和10年9月30日 第2-906号 食肉販売業

126 株式会社フレッシュキッチン さいたま市見沼区卸町２－６－２０　 048-688-1800 株式会社フレッシュキッチン 令和4年9月26日 令和10年9月30日 第2-967号 食肉販売業

127 株式会社マルエツ　大宮大和田店 さいたま市見沼区大和田町１－１６２９　 048-685-7000 株式会社マルエツ 令和4年9月14日 令和10年9月30日 第2-872号 食肉販売業

128 有限会社肉の加藤 さいたま市大宮区三橋４－６６５－２　 048-622-1129 有限会社肉の加藤 令和4年9月28日 令和9年10月31日 第2-993号 食肉販売業

129 第一倉庫冷蔵株式会社岩槻３号冷蔵倉庫加工場Ｂ室 さいたま市岩槻区柏崎６００－３　 048-797-2221 第一倉庫冷蔵株式会社 令和4年9月21日 令和10年9月30日 第2-920号 食品の小分け業

130 株式会社大宮旭紙工 さいたま市見沼区南中丸７４３－１３　 048-686-9987 株式会社旭紙工 令和4年9月29日 令和10年9月30日 第2-851号 食品の小分け業

131 ２８３　ｓｍｏｋｅ さいたま市見沼区東大宮３－２－６５　 048-788-1303 有限会社Ｓ・ＭＴＡ 令和4年9月29日 令和10年9月30日 第2-1038号 水産製品製造業

132 アンビーテン さいたま市大宮区大成町１－４７５　 048-658-9282 株式会社アンビーテン 令和4年9月13日 令和9年10月31日 第2-942号 水産製品製造業
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