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1 シルクロード・ムラト・トルコ・ウズベキ・インド・料理 さいたま市桜区栄和３－２０－１３　 048-852-3911 シルクロード・ムラト株式会社 令和4年11月21日 令和10年11月30日 第2-1342号 そうざい製造業

2 株式会社河村屋 さいたま市北区別所町１１２５－６　 048-663-0255 株式会社河村屋 令和4年11月4日 令和10年11月30日 第2-1128号 そうざい製造業

3 立ち呑みモルガン さいたま市浦和区高砂２－６－１９　 048-708-5519 株式会社すたんどわーくす 令和4年11月4日 令和11年2月28日 第2-1256号 飲食店営業

4 洋酒＆喫茶　セラヴィ さいたま市浦和区上木崎１－７－３　 清水　秀紀 令和4年11月10日 令和11年2月28日 第2-1258号 飲食店営業

5 ご馳屋 さいたま市浦和区常盤１０－９－２０　 山本　裕 令和4年11月7日 令和11年2月28日 第2-1106号 飲食店営業

6 幸せの炒飯 さいたま市浦和区常盤９－３４－１０　 Ｋ’ｓＦｅｒｍｅｎｔ株式会社 令和4年11月9日 令和11年2月28日 第2-1309号 飲食店営業

7 ＷＨＩＳＫＹ　ＳＨＯＴ　ＢＡＲ２３ さいたま市浦和区東高砂町６－３　 佐藤　洋 令和4年11月9日 令和11年2月28日 第2-1308号 飲食店営業

8 有限会社　恵比寿屋喫茶店 さいたま市浦和区東高砂町６－３　ＵＲＡＷＡ　ＢＯＸ　２Ｆ 048-617-1570 有限会社恵比寿屋喫茶店 令和4年11月9日 令和11年2月28日 第2-886号 飲食店営業

9 キミイツ北浦和プティマルシェ さいたま市浦和区北浦和１－２－１５　 048-815-0010 株式会社キズナホールディングス 令和4年11月18日 令和11年2月28日 第2-1319号 飲食店営業

10 花一色 さいたま市浦和区北浦和１－２－１５　浅野貸店舗１Ｆ 048-822-8098 髙橋　るみ子 令和4年11月1日 令和9年10月31日 第2-1298号 飲食店営業

11 スナック　街 さいたま市浦和区北浦和３－７－１　サンリーフビル２０１ 048-824-2728 笹原　正 令和4年11月1日 令和10年10月31日 第2-1283号 飲食店営業

12 定食屋　ノブ さいたま市岩槻区東岩槻１－２－１　斉藤ビル１Ｆ 毛利　信春 令和4年11月21日 令和11年1月31日 第2-1257号 飲食店営業

13 キューピット食堂さいたま東 さいたま市見沼区丸ケ崎１１６１　 株式会社ＲＡＭ 令和4年11月17日 令和11年1月31日 第2-1175号 飲食店営業

14 てやんでい さいたま市見沼区大谷１６８３－２　 048-797-8508 株式会社ジョイン 令和4年11月15日 令和10年1月31日 第2-1285号 飲食店営業

15 ｃｈｕｆｆｆ　ｃａｆｅ さいたま市見沼区大和田町２－１３２０－６　大和田駅前ルーラルシティ１Ｆ 林　大介 令和4年11月29日 令和11年1月31日 第2-1320号 飲食店営業

16 かつ木 さいたま市見沼区東大宮５－２９－１　ハセガワビル５ 勝木　由香里 令和4年11月17日 令和11年1月31日 第2-1336号 飲食店営業

17 Ｐｕｂ　ＺＥＲＯ さいたま市見沼区東大宮５－６－２０　ＥＰ東大宮ビル２０１号室 萩生田　晃希 令和4年11月10日 令和11年1月31日 第2-1284号 飲食店営業

18 みつばメゾン南中丸 さいたま市見沼区南中丸２０５－１　 048-795-6275 株式会社アミス 令和4年11月14日 令和11年1月31日 第2-1287号 飲食店営業

19 居酒屋みやぎ さいたま市桜区栄和２－５－３５　 048-857-0110 田口　美代子 令和4年11月15日 令和10年11月30日 第2-1263号 飲食店営業

20 地球屋　にんげん亭 さいたま市桜区栄和３－２０－１０　吉岡ビル１Ｆ 048-678-1011 瀧本　三男 令和4年11月2日 令和10年11月30日 第2-1199号 飲食店営業

21 シルクロード・ムラト・トルコ・ウズベキ・インド・料理 さいたま市桜区栄和３－２０－１３　 048-852-3911 シルクロード・ムラト株式会社 令和4年11月21日 令和10年11月30日 第2-1343号 飲食店営業

22 ファーストフード　でこ さいたま市桜区栄和４－２３－５　 048-854-7943 山中　英子 令和4年11月2日 令和10年11月30日 第2-1139号 飲食店営業

23 ファミリーマート八洋さいたま上大久保店 さいたま市桜区上大久保４１８－１　 048-851-2010 株式会社八洋 令和4年11月15日 令和10年11月30日 第2-1180号 飲食店営業

24 居酒屋　だっくす さいたま市桜区上大久保５８５　 048-767-6306 株式会社Ｄａｘ 令和4年11月10日 令和10年11月30日 第2-923号 飲食店営業

25 浦和ゴルフ倶楽部 さいたま市桜区新開３－１３－１　 048-862-5021 新日本観光株式会社 令和4年11月15日 令和10年11月30日 第2-1273号 飲食店営業

26 浦和ゴルフ倶楽部イン売店 さいたま市桜区新開３－１３－１　 048-862-5021 新日本観光株式会社 令和4年11月15日 令和9年11月30日 第2-1274号 飲食店営業

27 浦和ゴルフ倶楽部アウト売店 さいたま市桜区新開３－１３－１　 048-862-5021 新日本観光株式会社 令和4年11月15日 令和9年11月30日 第2-1275号 飲食店営業

28 満月 さいたま市桜区神田２０９－３　 048-853-8309 松本　八千代 令和4年11月2日 令和10年11月30日 第2-1137号 飲食店営業

29 まどか中浦和 さいたま市桜区西堀１－１８－２６　 048-839-7685 株式会社ＬＥＯＣ 令和4年11月10日 令和10年11月30日 第2-1236号 飲食店営業

30 マミーマート西堀店（惣菜） さいたま市桜区西堀７－９－１　 048-859-7970 株式会社マミーマート 令和4年11月2日 令和10年11月30日 第2-1177号 飲食店営業

31 マミーマート西堀店（寿司） さいたま市桜区西堀７－９－１　 048-859-7970 株式会社マミーマート 令和4年11月2日 令和10年11月30日 第2-1178号 飲食店営業

32 有限会社京や さいたま市桜区西堀９－９－４　 048-855-1133 有限会社京や 令和4年11月18日 令和10年11月30日 第2-1188号 飲食店営業

33 不二家レストラン　浦和田島店 さいたま市桜区田島４－４１－１８　 048-866-2744 株式会社不二家 令和4年11月24日 令和10年11月30日 第2-1213号 飲食店営業

34 孫ちゃん食堂 さいたま市桜区田島５－１０－３　帝竹ビル１Ｆ 株式会社フォレストガンプ 令和4年11月15日 令和10年11月30日 第2-1244号 飲食店営業

35 ファミリーマート浦和南元宿店 さいたま市桜区南元宿１－４－７　 048-845-5055 株式会社マルハンダイニング 令和4年11月24日 令和10年11月30日 第2-1181号 飲食店営業

36 ドミノピザ白鍬店 さいたま市桜区白鍬４０１－１　 048-851-3322 松村　正広 令和4年11月2日 令和10年11月30日 第2-1217号 飲食店営業

37 居酒屋まぁぶぅ さいたま市桜区白鍬８５　 048-753-9568 中川　敦子 令和4年11月18日 令和10年11月30日 第2-1169号 飲食店営業

38 マクドナルド　１６号指扇店 さいたま市西区宮前町７３３－１　 048-620-5200 株式会社山全フーズ 令和4年11月17日 令和10年11月30日 第2-1299号 飲食店営業

39 マクドナルド　大宮カインズホーム店 さいたま市西区高木１４８０－２　 048-620-3051 株式会社山全フーズ 令和4年11月17日 令和10年11月30日 第2-1232号 飲食店営業

40 ちゃんぷる美崎 さいたま市西区佐知川１３３２－３　 048-622-4850 田村　ひとみ 令和4年11月17日 令和10年11月30日 第2-1221号 飲食店営業

41 マクドナルド　大宮バイパス三橋店 さいたま市西区三橋５－１６４８－１　 048-621-1780 株式会社山全フーズ 令和4年11月2日 令和10年11月30日 第2-1243号 飲食店営業

42 マクドナルド　イオン大宮西店 さいたま市西区三橋６－６０７－１３　 048-620-1681 株式会社山全フーズ 令和4年11月30日 令和10年11月30日 第2-1338号 飲食店営業

営業許可施設（令和04年11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11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

43 ローソンさいたま三橋六丁目店 さいたま市西区三橋６－８０３　 048-778-7322 有限会社イナックス 令和4年11月2日 令和10年11月30日 第2-1246号 飲食店営業

44 生活協同組合コープみらい　コープ指扇店　寿司作業室 さいたま市西区指扇１０４９－１　 048-622-1911 生活協同組合コープみらい 令和4年11月22日 令和10年11月30日 第4-84号 飲食店営業

45 生活協同組合コープみらい　コープ指扇店　惣菜作業室 さいたま市西区指扇１０４９－１　 048-622-1911 生活協同組合コープみらい 令和4年11月22日 令和10年11月30日 第4-79号 飲食店営業

46 生活協同組合コープみらい　コープ指扇店　畜産サラダ室 さいたま市西区指扇１０４９－１　 048-622-1911 生活協同組合コープみらい 令和4年11月22日 令和10年11月30日 第4-83号 飲食店営業

47 株式会社マルエツ　西大宮駅前店　惣菜寿司 さいたま市西区西大宮１－７－７　 048-626-1012 株式会社マルエツ 令和4年11月8日 令和10年11月30日 第2-1266号 飲食店営業

48 埼玉栄中学校・高等学校食堂 さいたま市西区西大宮３－１１－１　 048-624-6488 株式会社若菜 令和4年11月8日 令和10年11月30日 第2-1290号 飲食店営業

49 ローソンさいたま西区役所前 さいたま市西区西大宮３－１－７　 048-623-7855 有限会社イナックス 令和4年11月2日 令和10年11月30日 第2-1247号 飲食店営業

50 コーヒーショップ・メモリー さいたま市西区土屋５８３－２　 048-623-7012 大久保　勝義 令和4年11月8日 令和9年11月30日 第2-1235号 飲食店営業

51 浜よし さいたま市西区内野本郷６９３－９１　 048-623-8710 佐藤　ひとみ 令和4年11月29日 令和10年11月30日 第2-1350号 飲食店営業

52 やきとり志げる　大宮宮町店 さいたま市大宮区宮町１－７０　フレンドステージ宮町ビル 048-856-9886 有限会社赤城 令和4年11月17日 令和11年2月28日 第2-1291号 飲食店営業

53 韓無量　大宮東口店 さいたま市大宮区宮町１－９　湯澤ビル２Ｆ 048-782-4499 株式会社韓無量 令和4年11月25日 令和11年2月28日 第2-1346号 飲食店営業

54 ファミリーマート大宮大栄橋 さいたま市大宮区宮町２－５１　 048-640-2266 株式会社ファミリーマート 令和4年11月14日 令和11年2月28日 第2-1255号 飲食店営業

55 古市庵 さいたま市大宮区桜木町１－６－２　 048-647-1118 株式会社古市庵プラス 令和4年11月11日 令和11年2月28日 第2-1292号 飲食店営業

56 そごう大宮店　催事区画④ さいたま市大宮区桜木町１－６－２　 048-657-7154 株式会社そごう・西武 令和4年11月18日 令和11年2月28日 第2-1322号 飲食店営業

57 そごう　大宮店　お食事ちゅうぼう さいたま市大宮区桜木町１－６－２　 048-657-7152 株式会社そごう・西武 令和4年11月16日 令和11年2月28日 第2-1323号 飲食店営業

58 ＬＥ　ＣＨＯＣＯＬＡＴ　ＤＥ　Ｈ　Ｎｅｖｅ　ｄ．Ｌｕｎａ　ＶｅｇｅＰｌａｔ　ｃａｆｆｅ さいたま市大宮区桜木町１－６－２　Ｂ１ 048-646-1111 株式会社アマテラス・イタリア 令和4年11月16日 令和11年2月28日 第2-1312号 飲食店営業

59 柿安ダイニング　そごう大宮店（店頭惣菜厨房） さいたま市大宮区桜木町１－６－２　そごう大宮店　Ｂ１Ｆ 048-783-4445 株式会社柿安本店 令和4年11月11日 令和11年2月28日 第2-1251号 飲食店営業

60 柿安ダイニング　そごう大宮店（後方厨房） さいたま市大宮区桜木町１－６－２　そごう大宮店　Ｂ１Ｆ 048-783-2027 株式会社柿安本店 令和4年11月11日 令和11年2月28日 第2-1252号 飲食店営業

61 （株）ちよだ鮨　そごう大宮店 さいたま市大宮区桜木町１－６－２　大宮そごうＢ１ 048-649-7299 株式会社ちよだ鮨 令和4年11月11日 令和11年2月28日 第2-1130号 飲食店営業

62 旨海 さいたま市大宮区桜木町２－２２０－２　 佐藤　恭則 令和4年11月28日 令和11年2月28日 第2-1339号 飲食店営業

63 Ｌａ　Ｔｏｍａｔｅｒｉａ さいたま市大宮区上小町９２８　プリエールマンション１－Ｃ Ｔｏｍａｔｅｒｉａ株式会社 令和4年11月17日 令和11年2月28日 第2-1316号 飲食店営業

64 焼肉居酒屋おにやんま大宮店 さいたま市大宮区大門町１－１　山田ビル２階 048-729-8816 株式会社新和 令和4年11月30日 令和11年2月28日 第2-1373号 飲食店営業

65 鳥焼肉　かけろ さいたま市大宮区大門町１－１０－５　 048-662-9486 株式会社Ｓ．Ｓ．Ｋ 令和4年11月14日 令和11年2月28日 第2-1237号 飲食店営業

66 月島もんじゃ　おこげ大宮店 さいたま市大宮区大門町１－１７　１・２Ｆ 048-778-9404 加納コーポレーション株式会社 令和4年11月1日 令和10年10月31日 第2-1242号 飲食店営業

67 株式会社髙島屋大宮店 さいたま市大宮区大門町１－３２　 048-643-1111 株式会社髙島屋 令和4年11月30日 令和11年2月28日 第2-1389号 飲食店営業

68 牛将 さいたま市大宮区大門町１－６　 048-778-7580 大野　隆成 令和4年11月28日 令和11年2月28日 第2-1349号 飲食店営業

69 Ｄｉｎｉｎｇ　ｂａｒ　Ｎａｃｈｏ さいたま市大宮区大門町１－６　２Ｆ 名取　晃一 令和4年11月28日 令和11年2月28日 第2-1359号 飲食店営業

70 瑞香楼 さいたま市大宮区大門町２－１１２　 048-617-1331 株式会社航輝 令和4年11月30日 令和11年2月28日 第2-1367号 飲食店営業

71 ツムツム さいたま市大宮区仲町１－１０８－７　東通プラザビル１階一部と２階・３階 合同会社ＢＢＱ 令和4年11月14日 令和11年2月28日 第2-1301号 飲食店営業

72 Ｃｌｕｂ　ＪｕＪｕ さいたま市大宮区仲町１－７８－１　ガルボ仲町ビル４Ｆ 048-640-7070 ＮＥＸＴ－Ｘ株式会社 令和4年11月21日 令和11年2月28日 第2-1340号 飲食店営業

73 餃子食堂マルケン与野駅前店 さいたま市中央区下落合１０３４－１　 048-826-2080 マルシェ株式会社 令和4年11月28日 令和10年11月30日 第2-1345号 飲食店営業

74 洋風厨房　ソーシエ さいたま市中央区下落合２－２３－１９　ヨノガーデンハウス１０３ 048-824-9688 藤木　進 令和4年11月21日 令和10年11月30日 第2-1279号 飲食店営業

75 伊豆田珈琲店 さいたま市中央区下落合５－１０－９　 048-857-5422 大八木　由美子 令和4年11月11日 令和10年11月30日 第2-1288号 飲食店営業

76 手打そば　樹泉 さいたま市中央区上峰２－７－１２　 048-852-6248 関根　眞二 令和4年11月11日 令和10年11月30日 第2-1280号 飲食店営業

77 米忠 さいたま市中央区上峰４－８－１７　 048-853-4676 有限会社しまむら家 令和4年11月21日 令和10年11月30日 第2-1253号 飲食店営業

78 焼肉　ホルモン　炭銀　北与野別館 さいたま市中央区上落合１－１０－６　 048-679-1129 株式会社炭銀 令和4年11月11日 令和10年11月30日 第2-1305号 飲食店営業

79 焼肉　ホルモン　炭銀　北与野店 さいたま市中央区上落合２－３－１　 048-859-1129 株式会社炭銀 令和4年11月11日 令和10年11月30日 第2-1306号 飲食店営業

80 居酒屋　こぶし さいたま市中央区上落合２－５－５　 048-856-4688 溝田　多美子 令和4年11月7日 令和10年11月30日 第2-1164号 飲食店営業

81 株式会社マルエツ与野店　デリカ さいたま市中央区上落合４－９－９　 048-852-7996 株式会社マルエツ 令和4年11月7日 令和10年11月30日 第2-1264号 飲食店営業

82 スターバックス　コーヒー　さいたま新都心店 さいたま市中央区新都心１０　 048-600-5637 スターバックスコーヒージャパン株式会社 令和4年11月11日 令和10年11月30日 第2-1271号 飲食店営業

83 博多ふくいち　さいたま新都心店 さいたま市中央区新都心１０　 048-854-3033 株式会社フジオフードシステム 令和4年11月30日 令和10年11月30日 第2-1387号 飲食店営業

84 ロッテリアさいたまけやきひろば店 さいたま市中央区新都心１０　けやきひろば１Ｆ 048-600-1577 株式会社ロッテリア 令和4年11月17日 令和10年11月30日 第2-1329号 飲食店営業
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営業許可施設（令和04年11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

85 焼肉バル　ケセラ・セナラ　さいたま新都心店 さいたま市中央区新都心１０　けやきひろばレストラン１Ｆ 048-600-2941 株式会社コーフク 令和4年11月28日 令和10年11月30日 第2-1348号 飲食店営業

86 むぎとオリーブ　さいたま新都心店 さいたま市中央区新都心１０　けやきひろば内 048-642-0915 株式会社アデッソ 令和4年11月28日 令和10年11月30日 第2-1353号 飲食店営業

87 だん家さいたま新都心店 さいたま市中央区新都心１０　けやき広場１０区画 048-601-5888 株式会社だん家 令和4年11月2日 令和10年11月30日 第2-1216号 飲食店営業

88 ＰＤハウス南与野 さいたま市中央区大戸６－１０－１１　 048-833-8101 株式会社ＬＥＯＣ 令和4年11月9日 令和10年11月30日 第2-1200号 飲食店営業

89 七輪房　南与野店 さいたま市中央区大戸６－１４－６　 048-853-9429 株式会社安楽亭 令和4年11月21日 令和10年11月30日 第2-1207号 飲食店営業

90 与野ひなどり保育園 さいたま市中央区本町西２－１－１１　 048-852-4202 株式会社ミールケア 令和4年11月11日 令和10年11月30日 第2-1310号 飲食店営業

91 ジャルダン　ド　ヨノ さいたま市中央区本町西２－６－６　 048-857-8800 株式会社ベーカーハウス 令和4年11月8日 令和10年11月30日 第2-1186号 飲食店営業

92 我掌庵おそば　かん野 さいたま市中央区本町西３－４－２４　 048-854-2658 菅野　勲 令和4年11月4日 令和10年11月30日 第2-1226号 飲食店営業

93 リンガーハット　イオン与野店 さいたま市中央区本町西５－２－９　 048-851-2870 リンガーハットジャパン株式会社 令和4年11月21日 令和10年11月30日 第2-1233号 飲食店営業

94 カフェ　タッピーノ さいたま市中央区本町西５－２－９　イオンモール与野１Ｆフードコート内 048-857-6255 エスペランサ・フード株式会社 令和4年11月8日 令和10年11月30日 第2-1260号 飲食店営業

95 ビッグエコー与野本町店 さいたま市中央区本町東１－１４－５５　 048-789-7010 株式会社埼玉第一興商 令和4年11月7日 令和10年11月30日 第2-1222号 飲食店営業

96 ブルーシール南与野店 さいたま市中央区鈴谷２－５４８－２　 048-877-7424 株式会社シャイン・コーポレーション 令和4年11月17日 令和10年11月30日 第2-1311号 飲食店営業

97 美楽食・ＢＯＸ さいたま市南区大谷口２５２３－１　 048-675-2655 守屋　泰司 令和4年11月30日 令和11年1月31日 第2-1369号 飲食店営業

98 ローソンさいたま大谷口店 さいたま市南区大谷口８５４－１　 048-882-2100 石井　和重 令和4年11月10日 令和11年1月31日 第2-1324号 飲食店営業

99 焼肉　深雪 さいたま市南区別所７－７－３　２Ｆ 有限会社さいか 令和4年11月28日 令和11年1月31日 第2-1352号 飲食店営業

100 ぢどり亭　武蔵浦和店 さいたま市南区別所７－９－１　 048-762-6385 羽鳥　真悠 令和4年11月11日 令和11年1月31日 第2-1307号 飲食店営業

101 松屋　大宮吉野町店 さいたま市北区吉野町１－２－３　 株式会社松屋フーズ 令和4年11月18日 令和10年11月30日 第4-85号 飲食店営業

102 ホテル　バル さいたま市北区吉野町１－３８３－４　 048-668-4545 株式会社ニキ 令和4年11月9日 令和10年11月30日 第2-1201号 飲食店営業

103 とんかつ今成 さいたま市北区吉野町１－３８７－２０　 048-665-2477 今成　五郎 令和4年11月2日 令和10年11月30日 第2-1218号 飲食店営業

104 信越ポリマー株式会社東京工場内食堂 さいたま市北区吉野町１－４０６－１　 048-652-5963 富士食品商事株式会社 令和4年11月24日 令和10年11月30日 第2-1215号 飲食店営業

105 きしめん婦じや さいたま市北区吉野町２－２２４－１　大宮市場内飲食棟 048-664-4334 須賀　卓雄 令和4年11月24日 令和10年11月30日 第2-1304号 飲食店営業

106 グランドマストアクティブ宮原 さいたま市北区宮原町１－６９７－１　 048-856-9031 株式会社馬渕商事 令和4年11月24日 令和10年11月30日 第2-1327号 飲食店営業

107 バケット埼玉県大宮宮原ステラタウン さいたま市北区宮原町１－８５４－１　 048-661-3309 株式会社サンマルクホールディングス 令和4年11月4日 令和10年11月30日 第2-1173号 飲食店営業

108 喫茶サフラン さいたま市北区宮原町２－８８－１　 048-651-6276 島村　英明 令和4年11月4日 令和10年11月30日 第2-1140号 飲食店営業

109 土間土間　宮原店 さいたま市北区宮原町３－３１８　道栄ビル４階 048-662-8728 株式会社レインズインターナショナル 令和4年11月30日 令和10年11月30日 第4-87号 飲食店営業

110 や台ずし宮原駅前町 さいたま市北区宮原町３－３３７－３　 048-654-6828 株式会社ヨシックスフーズ 令和4年11月1日 令和10年11月30日 第4-69号 飲食店営業

111 ＺｉＯフォーベトナム料理 さいたま市北区宮原町３－３８４　宮原ビル１Ｆ西 ＺｉＯ　Ｇｒｏｕｐ株式会社 令和4年11月16日 令和10年11月30日 第4-76号 飲食店営業

112 肉処大久保 さいたま市北区宮原町４－１２８－１　 048-782-4529 株式会社オーエムツーミート 令和4年11月15日 令和10年11月30日 第2-1281号 飲食店営業

113 ファーマーズマーケット　ヴェルジェ大宮店 さいたま市北区宮原町４－１２８－１　 048-782-8015 株式会社ヴェルジェ 令和4年11月28日 令和10年11月30日 第2-1358号 飲食店営業

114 Ｎｉｇｈｔ　Ｂａｓｅ さいたま市北区櫛引町２－１９９－１　 048-782-7653 清水　朗生 令和4年11月4日 令和10年11月30日 第2-1152号 飲食店営業

115 マクドナルド　イオン大宮店 さいたま市北区櫛引町２－５７４－１　 048-661-5145 株式会社山全フーズ 令和4年11月9日 令和10年11月30日 第2-1231号 飲食店営業

116 スナック　すだち さいたま市北区植竹町１－５９４－９　 048-651-6634 大城　クニ子 令和4年11月18日 令和9年11月30日 第2-1289号 飲食店営業

117 家庭料理　ゆうき さいたま市北区植竹町１－７９５　 048-663-4919 結城　悦子 令和4年11月16日 令和10年11月30日 第2-1189号 飲食店営業

118 こむぎ～ＢＡＧＥＬ＆ＣＯＦＦＥＥ さいたま市北区土呂町１－６３－１８　 048-741-4608 戸草内　陽介 令和4年11月15日 令和10年11月30日 第2-1248号 飲食店営業

119 セル　ペペネーロ さいたま市北区土呂町２－２３－２９　 048-653-7770 倉地　佑一 令和4年11月16日 令和10年11月30日 第2-1151号 飲食店営業

120 ロッテリア大宮東大成店 さいたま市北区東大成町２－２６６　 048-651-6733 株式会社弘フーズ 令和4年11月16日 令和10年11月30日 第2-1155号 飲食店営業

121 さいたま市立大宮北高等学校内　学生食堂 さいたま市北区奈良町９１－１　 048-663-2912 株式会社ピッコロフューメ 令和4年11月16日 令和10年11月30日 第2-1313号 飲食店営業

122 フードガーデン　日進店 さいたま市北区日進町２－１０５９－１　 048-661-5857 株式会社与野フードセンター 令和4年11月11日 令和10年11月30日 第2-1204号 飲食店営業

123 ＳＵＢＡＳＨ　ＩＮＤＩＡＮ　ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ さいたま市北区日進町２－１１０９　 048-871-8935 Ｍ・Ｓインターナショナル株式会社 令和4年11月24日 令和10年11月30日 第2-1334号 飲食店営業

124 一品軒 さいたま市北区日進町２－７５６－２　 048-612-9833 永吉株式会社 令和4年11月16日 令和10年11月30日 第2-1325号 飲食店営業

125 さゆり さいたま市北区本郷町１００　本郷マンション１０２ 048-778-9334 岩村　さゆり 令和4年11月16日 令和10年11月30日 第2-1183号 飲食店営業

126 株式会社イマイ さいたま市北区本郷町１１０１　 048-664-6873 株式会社イマイ 令和4年11月24日 令和10年11月30日 第2-1293号 飲食店営業
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営業許可施設（令和04年11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

127 株式会社イマイ さいたま市北区本郷町１１０１　 048-664-6873 株式会社イマイ 令和4年11月24日 令和10年11月30日 第2-1294号 飲食店営業

128 松栄庵 さいたま市北区本郷町１３９２　 048-652-3957 有限会社秋山商店 令和4年11月16日 令和10年11月30日 第2-1166号 飲食店営業

129 三奈 さいたま市北区本郷町２８　 048-661-0979 川田　とみ子 令和4年11月4日 令和10年11月30日 第2-1168号 飲食店営業

130 鯛あん吉日　浦和美園店 さいたま市緑区美園１－１１－１　 048-878-2811 株式会社カインズフードサービス 令和4年11月9日 令和11年1月31日 第2-1270号 飲食店営業

131 デザート王国 さいたま市緑区美園１－１１－１　カインズホーム浦和美園１Ｆ 048-812-6070 株式会社クリエイト・レストランツ 令和4年11月9日 令和11年1月31日 第2-1303号 飲食店営業

132 シャトレーゼ　浦和美園店 さいたま市岩槻区美園東１－１９－１　 048-812-7353 有限会社エイ・エス・ケイ 令和4年11月7日 令和11年1月31日 第2-883号 菓子製造業

133 シルクロード・ムラト・トルコ・ウズベキ・インド・料理 さいたま市桜区栄和３－２０－１３　 048-852-3911 シルクロード・ムラト株式会社 令和4年11月21日 令和10年11月30日 第2-1341号 菓子製造業

134 株式会社不二家　西浦和店 さいたま市桜区田島１－５－５　 048-866-5014 株式会社不二家 令和4年11月21日 令和10年11月30日 第2-1328号 菓子製造業

135 不二家レストラン　浦和田島店 さいたま市桜区田島４－４１－１８　 048-866-2744 株式会社不二家 令和4年11月24日 令和10年11月30日 第2-1214号 菓子製造業

136 生活協同組合コープみらい　コープ指扇店　寿司作業室 さいたま市西区指扇１０４９－１　 048-622-1911 生活協同組合コープみらい 令和4年11月22日 令和10年11月30日 第4-77号 菓子製造業

137 生活協同組合コープみらい　コープ指扇店　ベーカリー作業室 さいたま市西区指扇１０４９－１　 048-622-1911 生活協同組合コープみらい 令和4年11月22日 令和10年11月30日 第4-78号 菓子製造業

138 株式会社マルエツ　西大宮駅前店　ベーカリー さいたま市西区西大宮１－７－７　 048-626-1012 株式会社マルエツ 令和4年11月8日 令和10年11月30日 第2-1269号 菓子製造業

139 ｍｏｃｏｍｏｃａｆｅ さいたま市大宮区櫛引町１－２９６－２　 西澤　智子 令和4年11月30日 令和10年2月28日 第2-1347号 菓子製造業

140 柿安ダイニング　そごう大宮店（店頭和菓子厨房） さいたま市大宮区桜木町１－６－２　そごう大宮店　Ｂ１Ｆ 048-783-4445 株式会社柿安本店 令和4年11月11日 令和11年2月28日 第2-1250号 菓子製造業

141 アンテノール　大宮そごう店 さいたま市大宮区桜木町１－６－２　大宮そごう　Ｂ１ 048-657-0140 株式会社エーデルワイス 令和4年11月16日 令和11年2月28日 第2-1315号 菓子製造業

142 Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　ＣＨＩＲＯＲＩ さいたま市大宮区仲町２－２４－８　ＣＯＴＴＯＮ　ＣＡＮＤＹ　ＮＡＫＡＣＨＯ　２階 株式会社ちろり 令和4年11月21日 令和11年2月28日 第2-1318号 菓子製造業

143 シャンソニエ さいたま市中央区本町西２－６－６　 048-857-8800 株式会社ベーカーハウス 令和4年11月8日 令和10年11月30日 第2-1187号 菓子製造業

144 カフェ　タッピーノ さいたま市中央区本町西５－２－９　イオンモール与野１Ｆフードコート内 048-857-6255 エスペランサ・フード株式会社 令和4年11月8日 令和10年11月30日 第2-1259号 菓子製造業

145 日本フルーツ加工（株） さいたま市中央区本町西６－５－１１　 048-852-2305 日本フルーツ加工株式会社 令和4年11月10日 令和10年11月30日 第2-1162号 菓子製造業

146 ファーマーズマーケット　ヴェルジェ大宮店 さいたま市北区宮原町４－１２８－１　 048-782-8015 株式会社ヴェルジェ 令和4年11月28日 令和10年11月30日 第2-1357号 菓子製造業

147 ケーキとパンの店　ＭＵＲＡＫＡＭＩ さいたま市北区土呂町１－２５－４　ＮＫビル　ドミニオン１０２Ｂ 048-877-8770 村上　悟 令和4年11月18日 令和10年11月30日 第2-1261号 菓子製造業

148 こむぎ～ＢＡＧＥＬ＆ＣＯＦＦＥＥ さいたま市北区土呂町１－６３－１８　 048-741-4608 戸草内　陽介 令和4年11月15日 令和10年11月30日 第2-1249号 菓子製造業

149 リフィート さいたま市北区土呂町２－１０－８　 048-665-8060 鈴木　伸一 令和4年11月18日 令和10年11月30日 第2-1238号 菓子製造業

150 株式会社喜多山製菓　東大成工場 さいたま市北区東大成町２－３６５　 048-668-8111 株式会社喜多山製菓 令和4年11月9日 令和10年11月30日 第2-1225号 菓子製造業

151 有限会社プーペ・大丸パン店 さいたま市北区日進町１－３９１－２　 048-663-6848 有限会社プーペ 令和4年11月15日 令和10年11月30日 第2-1198号 菓子製造業

152 ゼニスインターナショナル株式会社 さいたま市北区日進町１－７－２　ＫＹビル１Ｆ 048-669-4477 ゼニスインターナショナル株式会社 令和4年11月18日 令和10年11月30日 第2-1278号 菓子製造業

153 フードガーデン　日進店 さいたま市北区日進町２－１０５９－１　 048-661-5857 株式会社与野フードセンター 令和4年11月11日 令和10年11月30日 第2-1203号 菓子製造業

154 株式会社イマイ　パンマルシェ さいたま市北区本郷町１１０１　 048-664-6873 株式会社イマイ 令和4年11月24日 令和10年11月30日 第2-1295号 菓子製造業

155 Ｓｅｐｔｏ さいたま市緑区美園６－９－７　ガーデンシティ浦和美園Ｄ 048-919-2010 濱﨑　七緒 令和4年11月22日 令和11年1月31日 第2-1330号 菓子製造業

156 マミーマート西堀店 さいたま市桜区西堀７－９－１　 048-859-7970 株式会社マミーマート 令和4年11月2日 令和10年11月30日 第2-1179号 魚介類販売業

157 生活協同組合コープみらい　コープ指扇店 さいたま市西区指扇１０４９－１　 048-622-1911 生活協同組合コープみらい 令和4年11月22日 令和10年11月30日 第4-81号 魚介類販売業

158 株式会社マルエツ　西大宮駅前店　鮮魚 さいたま市西区西大宮１－７－７　 048-626-1012 株式会社マルエツ 令和4年11月8日 令和10年11月30日 第2-1268号 魚介類販売業

159 （株）丸大商店 さいたま市北区吉野町２－２２６－１　（８０７．８０８．９０７．９０８） 048-664-5887 株式会社丸大商店 令和4年11月9日 令和10年11月30日 第2-1202号 魚介類販売業

160 フードガーデン　日進店 さいたま市北区日進町２－１０５９－１　 048-661-5857 株式会社与野フードセンター 令和4年11月11日 令和10年11月30日 第2-1206号 魚介類販売業

161 株式会社イマイ さいたま市北区本郷町１１０１　 048-664-6873 株式会社イマイ 令和4年11月24日 令和10年11月30日 第2-1297号 魚介類販売業

162 大和食品工業株式会社　浦和営業所 さいたま市桜区桜田３－３－１　浦和卸売市場内 048-863-9211 大和食品工業株式会社 令和4年11月29日 令和10年11月30日 第2-1366号 食肉販売業

163 生活協同組合コープみらい　コープ指扇店 さいたま市西区指扇１０４９－１　 048-622-1911 生活協同組合コープみらい 令和4年11月22日 令和10年11月30日 第4-80号 食肉販売業

164 株式会社マルエツ　西大宮駅前店　精肉 さいたま市西区西大宮１－７－７　 048-626-1012 株式会社マルエツ 令和4年11月8日 令和10年11月30日 第2-1267号 食肉販売業

165 とりつう株式会社 さいたま市北区吉野町２－２２６－１　（大宮市場内） 048-664-5761 とりつう株式会社 令和4年11月9日 令和10年11月30日 第2-1229号 食肉販売業

166 フードガーデン　日進店 さいたま市北区日進町２－１０５９－１　 048-661-5857 株式会社与野フードセンター 令和4年11月11日 令和10年11月30日 第2-1205号 食肉販売業

167 株式会社イマイ さいたま市北区本郷町１１０１　 048-664-6873 株式会社イマイ 令和4年11月24日 令和10年11月30日 第2-1296号 食肉販売業

168 晴れの日とたんぽぽと さいたま市浦和区常盤３－１４－３　第２鳥越マンション２０３号室 株式会社華実 令和4年11月29日 令和10年2月28日 第2-1351号 食品の小分け業
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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04年11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

169 生活協同組合コープみらい　コープ指扇店 さいたま市西区指扇１０４９－１　 048-622-1911 生活協同組合コープみらい 令和4年11月22日 令和10年11月30日 第4-82号 水産製品製造業

170 分　根津松本　鈴 さいたま市大宮区桜木町１－６－２　 048-646-2111 鈴木　勇治 令和4年11月15日 令和11年2月28日 第2-876号 水産製品製造業

171 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11月2日 令和11年2月28日 第2-1230号 清涼飲料水製造業

172 高橋さんちのお漬けもの さいたま市西区三橋６－１７３８－８　 048-623-9527 髙橋　昭子 令和4年11月30日 令和10年11月30日 第2-1302号 漬物製造業

173 永村漬物製造所 さいたま市西区西大宮１－９－７　 048-624-3695 永村　君江 令和4年11月30日 令和9年11月30日 第2-1272号 漬物製造業

174 株式会社河村屋 さいたま市北区別所町１１２５－６　 048-663-0255 株式会社河村屋 令和4年11月4日 令和10年11月30日 第2-1127号 漬物製造業
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