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1 ビストロやま さいたま市浦和区高砂３－１－４　 048-711-4119 株式会社明成　 令和4年10月18日 令和10年10月31日 第2-1113号 そうざい製造業

2 燧轅菜館 さいたま市浦和区本太２－１７－２　 048-883-2422 島村　秀樹　 令和4年10月21日 令和10年10月31日 第2-1003号 そうざい製造業

3 さいたま農業協同組合木崎ぐるめ米ランド さいたま市浦和区領家４－２４－１６　 048-834-2890 さいたま農業協同組合　 令和4年10月4日 令和10年10月31日 第2-1081号 そうざい製造業

4 麒麟飯店　岩槻店 さいたま市岩槻区大口８００　スーパーバリュー卸売パワーセンター岩槻店内 東立商事株式会社　 令和4年10月24日 令和11年1月31日 第4-66号 そうざい製造業

5 順順食品　浦和点心工場 さいたま市桜区道場２－９－１　浦和栄和南住宅４号棟１０２ 048-762-9588 赤井実業株式会社　 令和4年10月17日 令和10年11月30日 第2-1133号 そうざい製造業

6 華月 さいたま市浦和区岸町３－１６－１１　 048-822-9926 平塚　弘文　 令和4年10月14日 令和10年10月31日 第2-1048号 飲食店営業

7 華山 さいたま市浦和区岸町４－２５－２　 048-824-6910 齋藤　登　 令和4年10月5日 令和10年10月31日 第2-965号 飲食店営業

8 レストラン　Ｂ’ｒｏｓｅ さいたま市浦和区岸町７－５－１４　さいたま共済会館１Ｆ 048-825-9955 株式会社インター・アート・コミッティーズ　 令和4年10月5日 令和10年10月31日 第2-1100号 飲食店営業

9 サロン・ド・テ　シェ松尾 さいたま市浦和区高砂１－１５－１　伊勢丹浦和店４階 048-834-1111 株式会社三越伊勢丹　 令和4年10月24日 令和10年10月31日 第2-1067号 飲食店営業

10 カジュアルレストラン　ＩＳＥＴＡＮ　ＤＩＮＩＮＧ さいたま市浦和区高砂１－１５－１　伊勢丹浦和店７Ｆ 048-834-1111 株式会社三越伊勢丹　 令和4年10月24日 令和10年10月31日 第2-1069号 飲食店営業

11 共同厨房 さいたま市浦和区高砂１－１５－１　伊勢丹浦和店Ｂ１Ｆ 048-834-1111 株式会社三越伊勢丹　 令和4年10月24日 令和10年10月31日 第2-1068号 飲食店営業

12 ＰＡＯ　ＰＡＯ　浦和店 さいたま市浦和区高砂１－１５－１　伊勢丹浦和店Ｂ１Ｆ 048-834-1111 株式会社三越伊勢丹　 令和4年10月24日 令和10年10月31日 第2-1070号 飲食店営業

13 サンジェルマン浦和店 さいたま市浦和区高砂１－１５－１　伊勢丹浦和店Ｂ１Ｆ 048-834-1111 株式会社三越伊勢丹　 令和4年10月24日 令和10年10月31日 第2-1071号 飲食店営業

14 ＹＡＮＡＫＡ　ＣＯＦＦＥＥ　アトレ浦和店 さいたま市浦和区高砂１－１６－１２　アトレ浦和　サウスエリア　１Ｆ 048-762-7713 株式会社やなか珈琲　 令和4年10月4日 令和10年10月31日 第2-990号 飲食店営業

15 ワンステップ浦和店 さいたま市浦和区高砂２－１１－１３　シンワビルＢ１Ｆ 048-822-7975 有限会社ワンステップ　 令和4年10月14日 令和10年10月31日 第2-1073号 飲食店営業

16 浦和椿山荘 さいたま市浦和区高砂２－１－１９　浦和ワシントンホテル１２Ｆ 048-825-4001 浦和ワシントンホテル株式会社　 令和4年10月12日 令和10年10月31日 第2-996号 飲食店営業

17 バンケットルーム　プリムローズ さいたま市浦和区高砂２－１－１９　浦和ワシントンホテル３Ｆ 048-825-4001 浦和ワシントンホテル株式会社　 令和4年10月12日 令和10年10月31日 第2-997号 飲食店営業

18 ビストロやま さいたま市浦和区高砂３－１－４　 048-711-4119 株式会社明成　 令和4年10月18日 令和10年10月31日 第2-1111号 飲食店営業

19 ヴィラ・デ・マリアージュ　さいたま　　ガストロノミーレストラン　プロヴァンス さいたま市浦和区上木崎２－４－２４　 048-814-4122 株式会社プリオウエディングスＴ＆Ｓ　 令和4年10月14日 令和10年10月31日 第2-1028号 飲食店営業

20 ヴィラ・デ・マリアージュ　さいたま　クラブ・シェル・デ・トワール さいたま市浦和区上木崎２－４－２４　 048-814-4122 株式会社プリオウエディングスＴ＆Ｓ　 令和4年10月14日 令和10年10月31日 第2-1029号 飲食店営業

21 ヴィラ・デ・マリアージュ　さいたま　サロン・ド・テ さいたま市浦和区上木崎２－４－２４　 048-814-4122 株式会社プリオウエディングスＴ＆Ｓ　 令和4年10月14日 令和10年10月31日 第2-1031号 飲食店営業

22 アーヴェリール迎賓館 さいたま市浦和区上木崎３－１１－１６　 048-823-3610 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ　 令和4年10月14日 令和10年10月31日 第2-1080号 飲食店営業

23 松月庵 さいたま市浦和区常盤１－５－２０　 048-832-3335 酒井　宜人　 令和4年10月7日 令和10年10月31日 第2-1015号 飲食店営業

24 おおぎ寿司 さいたま市浦和区常盤２－１５－８　 048-833-8505 澤邊　太郎　 令和4年10月13日 令和10年10月31日 第2-998号 飲食店営業

25 ＳＨＯＪＩ さいたま市浦和区常盤９－３３－２１　 中村　久子　 令和4年10月18日 令和10年10月31日 第2-1144号 飲食店営業

26 ＯｔＴＩＭＯ さいたま市浦和区常盤９－３３－３　 048-825-2266 株式会社エス・ユナイテッド 令和4年10月7日 令和10年10月31日 第2-1037号 飲食店営業

27 焼肉　ＪＩＲＵ さいたま市浦和区常盤９－３３－３　ピサロビル１Ｆ 048-829-2904 上林　保仁　 令和4年10月6日 令和10年10月31日 第2-1007号 飲食店営業

28 ヴァンエール さいたま市浦和区仲町１－２－１４　関ビル３Ｆ 048-822-6666 秋山　郁胤　 令和4年10月14日 令和10年10月31日 第2-994号 飲食店営業

29 魚民 さいたま市浦和区仲町１－３－２　グリーンビル　２階３階 048-822-0688 株式会社モンテローザ　 令和4年10月18日 令和10年10月31日 第4-67号 飲食店営業

30 スナック　とき さいたま市浦和区仲町１－８－２　 048-822-0502 橋本　恒子　 令和4年10月14日 令和10年10月31日 第2-1064号 飲食店営業

31 やじろべえ さいたま市浦和区仲町２－１７－４　 048-822-8151 並木　良雄　 令和4年10月18日 令和10年10月31日 第2-1096号 飲食店営業

32 うなぎ浜名 さいたま市浦和区仲町２－９－２　 048-832-8790 下谷地　健二　 令和4年10月14日 令和10年10月31日 第2-1035号 飲食店営業

33 ミスタードーナツ浦和東口店 さいたま市浦和区東高砂町２－３　プリムローズビル１カイ 048-887-5150 株式会社シナノエナジー　 令和4年10月21日 令和10年10月31日 第2-1171号 飲食店営業

34 ＨＯＴＥＬ　０ さいたま市浦和区東仲町２－１６　 048-881-0111 株式会社センチェリオン　 令和4年10月18日 令和10年10月31日 第2-970号 飲食店営業

35 ビジネスホテル豊泉閣 さいたま市浦和区東仲町２６－１７　 048-882-4633 有限会社豊泉閣　 令和4年10月11日 令和10年10月31日 第2-1019号 飲食店営業

36 ＣＯＶＯ さいたま市浦和区北浦和３－１－４　 横内　孝行　 令和4年10月14日 令和10年10月31日 第2-1154号 飲食店営業

37 志げる さいたま市浦和区北浦和３－１－７　 048-832-1580 有限会社赤城　 令和4年10月13日 令和10年10月31日 第2-1040号 飲食店営業

38 五郎八 さいたま市浦和区北浦和３－６－１３　 048-832-0568 中田　光重　 令和4年10月11日 令和10年10月31日 第2-964号 飲食店営業

39 ＩＮＤＩＡＮ　ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ＆ＢＡＲ　ＤＩＹＡ さいたま市浦和区北浦和４－７－７　 合同会社ＳＡ　ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ　 令和4年10月13日 令和10年10月31日 第2-1135号 飲食店営業

40 キッチン　きく さいたま市浦和区北浦和４－９－３１　 048-832-4353 有限会社イシカワ　 令和4年10月7日 令和10年10月31日 第2-1052号 飲食店営業

41 株式会社ニフス　至誠ノ杜 さいたま市浦和区北浦和５－１５－４５　 株式会社ニフス　 令和4年10月6日 令和10年10月31日 第2-1049号 飲食店営業

営業許可施設（令和04年10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10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 燧轅菜館 さいたま市浦和区本太２－１７－２　 048-883-2422 島村　秀樹　 令和4年10月21日 令和10年10月31日 第2-1002号 飲食店営業

43 埼玉県立浦和西高等学校内　学生食堂 さいたま市浦和区木崎３－１－１　 048-831-4847 株式会社ピッコロフューメ　 令和4年10月11日 令和10年10月31日 第2-1012号 飲食店営業

44 ｃａｆｅ　きのか さいたま市浦和区領家７－４－２１　 浅見　香子　 令和4年10月18日 令和9年10月31日 第2-974号 飲食店営業

45 カフェハッピーツリー さいたま市見沼区大谷５００　 048-795-6539 吉田　恵子　 令和4年10月20日 令和11年1月31日 第2-1124号 飲食店営業

46 ８７Ｃａｆｅ×きまぐれｄｉｎｉｎｇ　Ｓａｃｈｉ さいたま市見沼区大和田町１－８０８　 048-826-5444 柳川　正和　 令和4年10月19日 令和11年1月31日 第2-1163号 飲食店営業

47 ＷＡＲＰ　ＣＯＦＦＥＥ さいたま市桜区栄和３－１１－１３　 竹村　晋　 令和4年10月17日 令和10年11月30日 第2-1086号 飲食店営業

48 あい さいたま市桜区西堀７－４－４０　 宮地　正代　 令和4年10月12日 令和9年11月30日 第2-586号 飲食店営業

49 株式会社ＮＩＰＰＯ　総合技術センター内　（株）レパスト事業所 さいたま市西区三橋６－７０　 048-622-5673 株式会社レパスト　 令和4年10月17日 令和10年11月30日 第2-1156号 飲食店営業

50 ファミリーマート西大宮駅南口 さいたま市西区指扇３６２０　 048-621-3880 前田　真吾　 令和4年10月25日 令和10年11月30日 第2-1131号 飲食店営業

51 サイゼリヤマルエツ西大宮駅前店 さいたま市西区西大宮１－７－７　マルエツ西大宮駅前店２Ｆ 048-620-6850 株式会社サイゼリヤ　 令和4年10月17日 令和10年11月30日 第2-1165号 飲食店営業

52 酒屋ん家 さいたま市西区飯田新田６５８　 加藤　由秋　 令和4年10月6日 令和10年11月30日 第2-1115号 飲食店営業

53 韓国料亭　漢江 さいたま市大宮区下町２－３　 048-782-8881 株式会社ふるさと村　 令和4年10月11日 令和10年10月31日 第2-1099号 飲食店営業

54 ＵＰ　ＣＯＦＦＥＥ さいたま市大宮区吉敷町２－１２３　 048-856-9689 溝口　奈々　 令和4年10月3日 令和10年10月31日 第2-1085号 飲食店営業

55 ＫＵＡ’ＡＩＮＡ　さいたま新都心店 さいたま市大宮区吉敷町４－２６７－２　 048-600-4900 株式会社ＦＯＵＲ　ＳＥＥＤＳ　ＦＯＯＤＳ　ＥＸＰＲＥＳＳ　 令和4年10月3日 令和10年10月31日 第2-1009号 飲食店営業

56 ＴＯ　ＴＨＥ　ＨＥＲＢＳ　コクーンさいたま新都心店 さいたま市大宮区吉敷町４－２６７－２　 048-600-3200 株式会社フォーシーズ　 令和4年10月3日 令和10年10月31日 第2-1078号 飲食店営業

57 ＭＯＶＩＸさいたま さいたま市大宮区吉敷町４－２６７－２　 048-600-6303 株式会社松竹マルチプレックスシアターズ 令和4年10月11日 令和10年10月31日 第2-1083号 飲食店営業

58 ＦＯＯＤ　ＢＡＺＡＡＲ さいたま市大宮区吉敷町４－２６７－２　（区画Ａ２－１０１） 048-601-0623 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス　 令和4年10月20日 令和10年10月31日 第2-1138号 飲食店営業

59 魚盛　さいたま新都心コクーンシティ店 さいたま市大宮区吉敷町４－２６７－２　コクーン１ 048-601-2306 株式会社ダイナック　 令和4年10月3日 令和10年10月31日 第2-983号 飲食店営業

60 紅虎餃子房 さいたま市大宮区吉敷町４－２６７－２　コクーン１ 048-600-1586 際コーポレーション株式会社 令和4年10月5日 令和10年10月31日 第2-1063号 飲食店営業

61 エクセルシオールカフェ　コクーンシティさいたま新都心店 さいたま市大宮区吉敷町４－２６７－２　コクーン新都心２Ｆ 048-601-0488 株式会社ドトールコーヒー　 令和4年10月11日 令和10年10月31日 第2-1090号 飲食店営業

62 小料理　木の花 さいたま市大宮区宮町１－４４　 048-647-2607 前島　浩一郎　 令和4年10月7日 令和10年10月31日 第2-975号 飲食店営業

63 中華一番　大宮東口店 さいたま市大宮区宮町１－８３－１　 048-650-2065 株式会社ハイデイ日高　 令和4年10月11日 令和10年10月31日 第2-1065号 飲食店営業

64 とんかつ熊さん大宮店 さいたま市大宮区宮町４－１０４　 熊谷　康　 令和4年10月20日 令和10年10月31日 第2-1107号 飲食店営業

65 エキュート大宮　ＫＴ－１７ さいたま市大宮区錦町６３０　ＪＲ大宮駅構内 048-648-8910 株式会社ＪＲ東日本クロスステーション　 令和4年10月7日 令和10年10月31日 第2-1087号 飲食店営業

66 いなり専門店豆狸　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 048-648-8721 株式会社阪急デリカアイ 令和4年10月7日 令和10年10月31日 第2-1089号 飲食店営業

67 イーションベジプラス　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 048-641-3515 カネ美食品株式会社　 令和4年10月7日 令和10年10月31日 第4-64号 飲食店営業

68 北海道塩ザンギ　炎 さいたま市大宮区錦町６３０　ルミネ１ 048-783-2983 株式会社伸和ホールディングス　 令和4年10月17日 令和10年10月31日 第2-1117号 飲食店営業

69 ミスターワッフル　ルミネ大宮店 さいたま市大宮区錦町６３０　ルミネ大宮１－１Ｆ 048-644-3593 株式会社キャンパスカンパニー　 令和4年10月12日 令和10年10月31日 第2-1075号 飲食店営業

70 おむすび権米衛 さいたま市大宮区錦町６３０　ルミネ大宮店ルミネ１　１階 048-783-5132 株式会社イワイ　 令和4年10月17日 令和10年10月31日 第2-1108号 飲食店営業

71 道とん堀　大宮櫛引店 さいたま市大宮区櫛引町１－１８５－３　 048-652-4128 株式会社ハートランド　 令和4年10月13日 令和10年10月31日 第2-1046号 飲食店営業

72 清月 さいたま市大宮区櫛引町１－８６　 048-663-1167 永藤　瑞江　 令和4年10月20日 令和10年10月31日 第2-1101号 飲食店営業

73 吉野家　大宮西口店 さいたま市大宮区桜木町１－１－１１　 048-650-5266 株式会社吉野家　 令和4年10月19日 令和10年10月31日 第2-1047号 飲食店営業

74 ファミリーマート大宮駅西口店 さいたま市大宮区桜木町１－４－４　五十嵐ビル１階 048-650-1110 狩野　太亮　 令和4年10月5日 令和10年10月31日 第2-1045号 飲食店営業

75 お多幸　大宮西口店 さいたま市大宮区桜木町１－４－４　地下１階 048-642-8300 株式会社お多幸大宮店 令和4年10月5日 令和10年10月31日 第2-1094号 飲食店営業

76 メソン　デル　プエルト さいたま市大宮区桜木町１－５－３　ホームリィ５ビル１Ｆ 048-782-8035 有限会社ストックヤード　 令和4年10月21日 令和10年10月31日 第2-1120号 飲食店営業

77 牛たん　さちのや さいたま市大宮区桜木町１－６－２　そごう大宮店９Ｆ 048-782-8331 和幸株式会社　 令和4年10月11日 令和10年10月31日 第2-1039号 飲食店営業

78 とんかつ　まい泉 さいたま市大宮区桜木町１－６－２　そごう大宮店Ｂ１Ｆ 048-675-7211 井筒まい泉株式会社　 令和4年10月14日 令和10年10月31日 第2-1122号 飲食店営業

79 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10月4日 令和10年10月31日 第2-1110号 飲食店営業

80 天一　大宮そごうＢ１店 さいたま市大宮区桜木町１－６－２　大宮そごう　Ｂ１ 048-651-7221 株式会社天一食品　 令和4年10月7日 令和10年10月31日 第2-1053号 飲食店営業

81 餃子専門店　好餃子 さいたま市大宮区桜木町１－６－２　大宮そごうＢ１ 048-657-7225 株式会社ハオチャオズ　 令和4年10月7日 令和10年10月31日 第2-1062号 飲食店営業

82 創作手作り工房　どんじゅーる さいたま市大宮区桜木町１－６－２　大宮そごうＢ１ 048-657-7215 有限会社プチグローブ　 令和4年10月7日 令和10年10月31日 第2-1104号 飲食店営業
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営業許可施設（令和04年10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 とんかつ揚げ物専門店くら田 さいたま市大宮区桜木町１－６－２　大宮そごうＢ１ 048-657-7216 有限会社大重商事　 令和4年10月7日 令和10年10月31日 第2-1105号 飲食店営業

84 天空のジパング　シダックス店 さいたま市大宮区桜木町１－７－５　ソニックシティビル１４Ｆ 048-647-4117 シダックスコントラクトフードサービス株式会社　 令和4年10月5日 令和10年10月31日 第2-1076号 飲食店営業

85 酒とろばた焼き　うなり さいたま市大宮区桜木町１－８－２　ＮＭビルＢ１ 048-647-5256 株式会社ホームダイニング　 令和4年10月5日 令和10年10月31日 第2-1079号 飲食店営業

86 幸せのパンケーキ　大宮店 さいたま市大宮区桜木町２－１－１　アルシェ３階 048-644-5281 マジア東京株式会社　 令和4年10月7日 令和10年10月31日 第2-982号 飲食店営業

87 パブスナック　ザザ さいたま市大宮区桜木町２－２－５　松村ビル　３階 048-642-7101 株式会社ＬＩＥＮ　 令和4年10月27日 令和10年10月31日 第2-1109号 飲食店営業

88 かしら屋大宮西口新店　２階 さいたま市大宮区桜木町２－２－９　 048-644-5156 株式会社協栄商事　 令和4年10月13日 令和10年10月31日 第2-1057号 飲食店営業

89 かしら屋大宮西口新店 さいたま市大宮区桜木町２－２－９　 048-644-5156 株式会社協栄商事　 令和4年10月13日 令和10年10月31日 第2-1058号 飲食店営業

90 居酒屋　いちとく さいたま市大宮区桜木町２－３３６　 048-642-9515 柳沼　一昭　 令和4年10月5日 令和10年10月31日 第2-956号 飲食店営業

91 餃子の王将　大宮駅西口店 さいたま市大宮区桜木町２－５－６　高木ビル１Ｆ 048-644-3755 株式会社王将フードサービス 令和4年10月20日 令和10年10月31日 第2-1148号 飲食店営業

92 ローソン・スリーエフ大宮桜木町店 さいたま市大宮区桜木町４－２０２　 048-649-2267 植田　祥二　 令和4年10月13日 令和10年10月31日 第2-1021号 飲食店営業

93 吉野鮨 さいたま市大宮区桜木町４－２９９　 048-645-3232 有限会社吉野　 令和4年10月5日 令和10年10月31日 第2-949号 飲食店営業

94 和皿三笑 さいたま市大宮区桜木町４－４０　 048-741-1737 片股　航視　 令和4年10月13日 令和10年10月31日 第2-741号 飲食店営業

95 桜小路 さいたま市大宮区三橋１－３４８－５　 048-654-7775 小野　富男　 令和4年10月20日 令和10年10月31日 第2-1118号 飲食店営業

96 居酒屋おたこ さいたま市大宮区三橋４－９９１－４　 048-623-7683 武石　公　 令和4年10月17日 令和10年10月31日 第2-1097号 飲食店営業

97 ＢＥＬＬ　ＦＩＯＲＥ　ＣＡＦＦ’Ｅ　Ｖｉａｌｅ さいたま市大宮区浅間町２－４－１　エクシード大宮１Ｆ 048-649-1200 荒井　孝司　 令和4年10月7日 令和10年10月31日 第2-995号 飲食店営業

98 大宮林医院厨房パンプキン さいたま市大宮区大成町１－３３５　 048-652-5061 株式会社パンプキンズコーポレーション 令和4年10月11日 令和10年10月31日 第2-1102号 飲食店営業

99 大成寿司 さいたま市大宮区大成町３－５０６　 048-665-3307 有限会社大成寿司　石川　保 令和4年10月5日 令和10年10月31日 第2-1059号 飲食店営業

100 ラトレ さいたま市大宮区大門町１－１　ミナトビル地下１階 048-647-8933 合同会社ラトレ　杜　侠君 令和4年10月4日 令和10年10月31日 第2-1008号 飲食店営業

101 アカマル屋　大宮すずらん通り店 さいたま市大宮区大門町１－２０－５８　角井ビルⅢ　１Ｆ 048-871-9396 株式会社ＳＡＮＫＯ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ　 令和4年10月4日 令和10年10月31日 第2-946号 飲食店営業

102 カラオケ館大宮東口店 さいたま市大宮区大門町１－２９　 048-640-1920 株式会社Ｂ＆Ｖ　渡部　記春 令和4年10月11日 令和10年10月31日 第2-1098号 飲食店営業

103 居酒屋　時しらず　中華 さいたま市大宮区大門町１－６９　武蔵屋ビル２Ｆ 048-729-5860 株式会社ＪＣＭ　王　順 令和4年10月13日 令和10年10月31日 第2-1092号 飲食店営業

104 酒蔵　力　大宮旧中山道店 さいたま市大宮区大門町１－７０－１　 048-729-8306 株式会社力　神宮字　麗 令和4年10月14日 令和10年10月31日 第2-1145号 飲食店営業

105 ホルモン若大将 さいたま市大宮区大門町２－１０８　 048-645-4429 森末　晃彦　 令和4年10月19日 令和10年10月31日 第2-1093号 飲食店営業

106 おむすび　ＹＯＵ さいたま市大宮区大門町３－１０８　 加藤　史穂　 令和4年10月21日 令和10年10月31日 第2-1123号 飲食店営業

107 お食事いしい さいたま市大宮区大門町３－１５１－６　 048-648-2478 石井　與四二　 令和4年10月13日 令和10年10月31日 第2-1077号 飲食店営業

108 ＩＮＤＩＡＮ　ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ　＆　ＢＡＲ　ＭＩＹＡ さいたま市大宮区大門町３－２２－２　新栄ビルディング２号棟　１階店舗 合同会社ＳＡ　ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ　 令和4年10月21日 令和10年10月31日 第2-1136号 飲食店営業

109 ＣＩＮＴＡ　ＪＡＷＡ　ＣＡＦＥ　大宮店 さいたま市大宮区大門町３－３７　 048-780-2699 合同会社ＯＺＯＲＡ　ＪＡＰＡＮ　 令和4年10月13日 令和10年10月31日 第2-1103号 飲食店営業

110 ティアラ さいたま市大宮区仲町１－１０８　 048-649-1212 松岡　貴緒美　 令和4年10月4日 令和10年10月31日 第2-1056号 飲食店営業

111 鳳 さいたま市大宮区仲町１－１０８　東通プラザ・イン・大宮２階Ｂ－２号室 048-644-0257 武石　雪那　 令和4年10月13日 令和10年10月31日 第2-954号 飲食店営業

112 パブ　ルゾン さいたま市大宮区仲町１－２８　ザ・バレル南海ビル３階３０２号室 株式会社Ｋ’ｓプロデュース　 令和4年10月25日 令和9年10月31日 第2-1149号 飲食店営業

113 ｃｌｕｂ　Ｂａｌｌｏｎ　ｄ’Ｏｒ さいたま市大宮区仲町１－８７　第五ヨシケンビル１階 048-643-0677 寺長根　大悟　 令和4年10月19日 令和10年10月31日 第2-985号 飲食店営業

114 Ｔｈｅ　Ｔｈｉｒｄ さいたま市大宮区仲町１－９０　仲町光ビル２階 株式会社エーテック　 令和4年10月7日 令和10年10月31日 第2-1134号 飲食店営業

115 ハニャン さいたま市大宮区東町２－１２２－８　 048-776-9151 柳　基和　 令和4年10月4日 令和10年10月31日 第2-941号 飲食店営業

116 おばんざいと串揚げの店　たくみ さいたま市大宮区北袋町１－７９－１　 048-644-1124 白井　正一　 令和4年10月11日 令和10年10月31日 第2-1126号 飲食店営業

117 新都心　ホルモン本舗　炭銀本店 さいたま市大宮区北袋町１－９０－１　 048-699-1129 株式会社炭銀　 令和4年10月13日 令和10年10月31日 第2-1114号 飲食店営業

118 スーパーカラオケ大宮店 さいたま市大宮区北袋町２－４４０　２Ｆ 048-782-4776 株式会社ミューズ　 令和4年10月19日 令和10年10月31日 第2-1061号 飲食店営業

119 あんみつさん さいたま市中央区上峰３－１４－１９　 048-857-2222 大﨑　弘子　 令和4年10月27日 令和10年11月30日 第2-1160号 飲食店営業

120 デイリーヤマザキ　関東財務局店 さいたま市中央区新都心１－１　 048-857-9050 山崎製パン株式会社　 令和4年10月18日 令和10年11月30日 第2-1043号 飲食店営業

121 ＮＥＮＥ　ＣＨＩＣＫＥＮ＆ＪＩＪＩＭＩ　ＧＯイオンモール与野店 さいたま市中央区本町西５－２－９　 048-767-6050 ＦＯＯＤ　ＧＯ株式会社　 令和4年10月25日 令和10年11月30日 第2-1132号 飲食店営業

122 コメダ珈琲店　南与野店 さいたま市中央区鈴谷４－２－１　 048-851-5133 株式会社Ｃａｎｔｙ　 令和4年10月25日 令和10年11月30日 第2-1153号 飲食店営業

123 ＣＲＥＡＭ　ＣＨＩＣＫＥＮ さいたま市南区南浦和２－１２－１９　（パディビル１Ｆ） 048-883-4345 ＳＡＳＨＩ株式会社　 令和4年10月18日 令和11年1月31日 第2-1174号 飲食店営業

3 / 4 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04年10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 Ｋｉｔｃｈｅｎ＆Ｃａｆｅ　Ｓｅｉｒａ さいたま市南区南本町１－１０－２　Ｏ・Ｙビル１Ｆ 有限会社京浜　 令和4年10月19日 令和11年1月31日 第2-1170号 飲食店営業

125 ｓｈｉｍｉｊｉｍｉ さいたま市南区文蔵１－１７－２－１０２　 小林　大輔　 令和4年10月19日 令和11年1月31日 第2-1121号 飲食店営業

126 福華厨房 さいたま市北区宮原町１－８５４－１　イトーヨーカ堂宮原店１Ｆ 048-782-8388 株式会社林商事　 令和4年10月24日 令和10年11月30日 第2-1167号 飲食店営業

127 ファミリーマート日進駅北口 さいたま市北区日進町２－１９１４－８　 048-669-2380 関口　秀一　 令和4年10月26日 令和10年11月30日 第2-1159号 飲食店営業

128 セピアート さいたま市北区日進町２－２３７　 048-667-0739 山崎　昇　 令和4年10月24日 令和10年11月30日 第2-1150号 飲食店営業

129 菓房はら山 さいたま市浦和区高砂１－１５－１　伊勢丹浦和店Ｂ１Ｆ 048-834-1111 株式会社三越伊勢丹　 令和4年10月24日 令和10年10月31日 第2-1066号 菓子製造業

130 サンジェルマン浦和店 さいたま市浦和区高砂１－１５－１　伊勢丹浦和店Ｂ１Ｆ 048-834-1111 株式会社三越伊勢丹　 令和4年10月24日 令和10年10月31日 第2-1072号 菓子製造業

131 ワンステップ浦和店 さいたま市浦和区高砂２－１１－１３　シンワビルＢ１Ｆ 048-822-7975 有限会社ワンステップ　 令和4年10月14日 令和10年10月31日 第2-1074号 菓子製造業

132 有限会社梅月堂 さいたま市浦和区上木崎１－１１－２　 048-832-3589 有限会社梅月堂　大熊　喜一 令和4年10月11日 令和10年10月31日 第2-1054号 菓子製造業

133 ヴィラ・デ・マリアージュ　さいたま　アトリエ さいたま市浦和区上木崎２－４－２４　 048-814-4122 株式会社プリオウエディングスＴ＆Ｓ　 令和4年10月14日 令和10年10月31日 第2-1030号 菓子製造業

134 シャトレーゼ浦和瀬ケ崎店 さいたま市浦和区瀬ケ崎３－８－１７　 048-627-5672 株式会社Ｄａｒａ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ　 令和4年10月20日 令和10年10月31日 第2-894号 菓子製造業

135 ミスタードーナツ浦和東口店 さいたま市浦和区東高砂町２－３　プリムローズビル１カイ 048-887-5150 株式会社シナノエナジー　 令和4年10月21日 令和10年10月31日 第2-1172号 菓子製造業

136 ＭＥＬＯＮ　ＬＡＢ．浦和駅東口店 さいたま市浦和区東仲町１７－３　 048-767-5335 株式会社サマルトリア　 令和4年10月4日 令和9年10月31日 第2-1042号 菓子製造業

137 ひがしなか町ベーカリー さいたま市浦和区東仲町２３－７　 048-678-5566 相田　一行　 令和4年10月19日 令和10年10月31日 第2-1095号 菓子製造業

138 さいたま農業協同組合木崎ぐるめ米ランド さいたま市浦和区領家４－２４－１６　 048-834-2890 さいたま農業協同組合　 令和4年10月4日 令和10年10月31日 第2-1082号 菓子製造業

139 カフェハッピーツリー さいたま市見沼区大谷５００　 048-795-6539 吉田　恵子　 令和4年10月20日 令和11年1月31日 第2-1125号 菓子製造業

140 氷川だんご屋 さいたま市西区二ツ宮４２８　 048-644-3782 蓜島　徳治　 令和4年10月25日 令和10年11月30日 第2-984号 菓子製造業

141 ＵＰ　ＣＯＦＦＥＥ さいたま市大宮区吉敷町２－１２３　 048-856-9689 溝口　奈々　 令和4年10月3日 令和10年10月31日 第2-1084号 菓子製造業

142 ＰＡＰＡＢＵＢＢＬＥ さいたま市大宮区吉敷町４－２６３－１　 株式会社ＰＡＰＡＢＵＢＢＬＥ　ＪＡＰＡＮ　 令和4年10月3日 令和10年10月31日 第2-860号 菓子製造業

143 ＢＡＧＥＬ＆ＢＡＧＥＬ　ｅｃｕｔｅ大宮店 さいたま市大宮区錦町６３０　 048-648-8783 株式会社アルテゴ　檜垣　周作 令和4年10月7日 令和10年10月31日 第2-1033号 菓子製造業

144 エキュート大宮　ＫＴ－１ さいたま市大宮区錦町６３０　ＪＲ大宮駅構内 048-648-8910 株式会社ＪＲ東日本クロスステーション　 令和4年10月7日 令和10年10月31日 第2-1088号 菓子製造業

145 Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｏｏｋｉｅｓ さいたま市大宮区大成町１－２０１－１　高橋マンション３０３ 宮田　茉莉奈　 令和4年10月28日 令和9年10月31日 第2-1161号 菓子製造業

146 ｍｉｕ　ｐａｎ さいたま市大宮区仲町１－１２３　 青木　美羽　 令和4年10月12日 令和10年10月31日 第2-1016号 菓子製造業

147 風土菓房　福呂屋 さいたま市大宮区天沼町１－４９０－４　 048-642-5735 株式会社福呂屋　 令和4年10月4日 令和10年10月31日 第2-1034号 菓子製造業

148 社会福祉法人みぬま福祉会　大宮太陽の家 さいたま市大宮区北袋町２－３９４－２　 048-650-7671 社会福祉法人みぬま福祉会　 令和4年10月11日 令和10年10月31日 第2-1116号 菓子製造業

149 デイリーヤマザキ　関東財務局店 さいたま市中央区新都心１－１　 048-857-9050 山崎製パン株式会社　 令和4年10月18日 令和10年11月30日 第2-1044号 菓子製造業

150 ビストロやま さいたま市浦和区高砂３－１－４　 048-711-4119 株式会社明成　 令和4年10月18日 令和10年10月31日 第2-1112号 食肉販売業

151 若松屋センター さいたま市大宮区上小町９９９　 048-649-4123 株式会社協栄商事　 令和4年10月21日 令和10年10月31日 第2-1055号 食肉販売業

152 浦和だし部 さいたま市浦和区元町１－４－１７　 エイユークリエイト株式会社　 令和4年10月14日 令和9年10月31日 第2-1143号 食品の小分け業

153 山下豆腐店 さいたま市浦和区上木崎４－１－３４　 048-831-4427 山下　敏男　 令和4年10月11日 令和10年10月31日 第2-936号 豆腐製造業
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