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1 コーポ桜田 さいたま市桜区桜田３－８－１４　 株式会社ノースコーポレーション 令和3年11月30日 令和9年11月30日 第2-1809号 アイスクリーム類製造業

2 ＢＯＸ さいたま市見沼区東大宮４－２８－３　 048-606-3628 ｅｃｒｕ．Ｔ株式会社 令和3年11月16日 令和10年1月31日 第2-1743号 そうざい製造業

3 株式会社アミスさいたまＦＰＣ さいたま市桜区栄和１－２２－６　 048-855-1030 株式会社アミス 令和3年11月9日 令和9年11月30日 第2-1711号 そうざい製造業

4 ｕｒａⅱｗａ さいたま市南区南浦和２－１９－１１　 腰越　賢司　 令和3年11月19日 令和9年1月31日 第2-1746号 そうざい製造業

5 市場ガッツめし　やまどん さいたま市北区吉野町２－２２４－１　大宮中央青果市場内 048-657-8989 山口　哲司　 令和3年11月4日 令和9年11月30日 第2-1655号 そうざい製造業

6 ＲＤＣセントラルキッチン大宮 さいたま市北区吉野町２－２３７－１５　 048-667-8110 株式会社アールディーシー 令和3年11月30日 令和9年11月30日 第2-1804号 そうざい製造業

7 和菓子司　福泉 さいたま市緑区原山１－２６－８　 048-882-2973 柳田　サク　 令和3年11月8日 令和10年1月31日 第2-1694号 そうざい製造業

8 ｕｒａⅱｗａ さいたま市南区南浦和２－１９－１１　 腰越　賢司　 令和3年11月19日 令和9年1月31日 第2-1747号 みそ又はしょうゆ製造業

9 ドッグサロン　Ｖｉｅｎｓ－ビアン－ さいたま市浦和区岸町３－１－１１　 048-753-9606 吉岡　早紀　 令和3年11月26日 令和10年2月29日 第2-1776号 飲食店営業

10 ナチュラルローソン浦和高砂１丁目店 さいたま市浦和区高砂１－１４－１３　 谷口　正剛　 令和3年11月9日 令和10年2月29日 第2-1734号 飲食店営業

11 市川本店 さいたま市浦和区高砂２－１－１９　 048-822-4163 株式会社市川 令和3年11月12日 令和10年2月29日 第2-1678号 飲食店営業

12 ローソンさいたま上木崎二丁目店 さいたま市浦和区上木崎２－６－４　 048-762-8250 株式会社蘇福 令和3年11月25日 令和10年2月29日 第2-1790号 飲食店営業

13 ｅｐｉｃ　ｂａｃｅ さいたま市浦和区北浦和１－１５－５　パインビル1Ｆ 048-711-1790 株式会社ｅｐｉｃ　ｄａｙｓ 令和3年11月24日 令和10年2月29日 第2-1617号 飲食店営業

14 居酒屋　赤とんぼ さいたま市浦和区北浦和１－２２－１０　 加藤　闘志也　 令和3年11月8日 令和9年2月28日 第2-1703号 飲食店営業

15 Ｂａｒ　ＭＡＲＥ さいたま市浦和区北浦和１－２－６　イルミネビル３Ｆ 株式会社田むら 令和3年11月5日 令和10年2月29日 第2-1493号 飲食店営業

16 ゆで太郎　岩槻笹久保店 さいたま市岩槻区笹久保新田７７０－１　 048-795-7380 溝部　義徳　 令和3年11月29日 令和10年1月31日 第2-1763号 飲食店営業

17 ふくふく さいたま市岩槻区本町１－１５－５　 048-884-8743 合同会社ＬａｕｇＨｕｇ１２ 令和3年11月22日 令和9年1月31日 第2-1751号 飲食店営業

18 Ｆｕｌｌ　Ｍｏｏｎ さいたま市見沼区東大宮４－１７－１　八木泉第二ビル　４階 謝花　峻　 令和3年11月19日 令和9年1月31日 第2-1690号 飲食店営業

19 カネノネイロ さいたま市見沼区東大宮４－１８－１　Ｆ１－２号 株式会社ＥＮＴＥＲ　ＲＡＶＥ　 令和3年11月10日 令和10年1月31日 第2-1714号 飲食店営業

20 ｓｈｉｃｈｉｒｉ　食堂 さいたま市見沼区風渡野６５９－１　 048-672-5669 杉本　伸洋　 令和3年11月16日 令和9年1月31日 第2-1732号 飲食店営業

21 セブンイレブン浦和栄和店 さいたま市桜区栄和４－２２－２　 048-855-6100 栄和商事株式会社　 令和3年11月29日 令和9年11月30日 第2-1828号 飲食店営業

22 焼肉ソウル　浦和店 さいたま市桜区栄和４－２－６　 048-840-1213 株式会社天祐 令和3年11月9日 令和9年11月30日 第2-1718号 飲食店営業

23 さかわ幼稚園　アイコーメディカル さいたま市桜区栄和６－１８－１　 株式会社アイコーメディカル 令和3年11月9日 令和9年11月30日 第2-1553号 飲食店営業

24 有限会社甲子精肉店 さいたま市桜区桜田２－２４－３　 048-861-2929 有限会社甲子精肉店 令和3年11月24日 令和9年11月30日 第2-1612号 飲食店営業

25 りんごの樹 さいたま市桜区上大久保２７９－１　 048-852-0638 有限会社エノモト 令和3年11月11日 令和9年11月30日 第2-1636号 飲食店営業

26 こころね さいたま市桜区上大久保６３３－１　 048-854-0007 佐久間　志乃代　 令和3年11月8日 令和9年11月30日 第2-1641号 飲食店営業

27 障害者支援施設　しびらき さいたま市桜区新開３－３－１７　 048-839-6010 株式会社ベネミール 令和3年11月5日 令和9年11月30日 第2-1583号 飲食店営業

28 ファミリーマートさいたま西堀三丁目店 さいたま市桜区西堀３－２２－２０　 048-836-5012 林　一行　 令和3年11月24日 令和9年11月30日 第2-1760号 飲食店営業

29 かつや　さいたま町谷店 さいたま市桜区西堀５－９－２７　 048-762-6952 株式会社かつや 令和3年11月17日 令和9年11月30日 第2-1730号 飲食店営業

30 大むら さいたま市桜区田島４－６－８　 048-862-4012 鈴木　朋恵　 令和3年11月5日 令和9年11月30日 第2-1559号 飲食店営業

31 ファミリーマート西浦和駅前店 さいたま市桜区田島５－２５－１　 048-872-1551 株式会社ＰＯＳＩＴＩＶＯ 令和3年11月24日 令和9年11月30日 第2-1759号 飲食店営業

32 宝寿司 さいたま市桜区田島５－２５－５　 048-864-4930 有限会社深井　 令和3年11月5日 令和9年11月30日 第2-1536号 飲食店営業

33 ニューラーメン専門店　めんみん亭 さいたま市桜区道場３－１５－１７　サツキハイム９３　１階３号 048-863-1238 池田　満　 令和3年11月9日 令和9年11月30日 第2-1639号 飲食店営業

34 淑徳与野幼稚園内給食室 さいたま市桜区白鍬６８１　 名阪食品株式会社 令和3年11月5日 令和9年11月30日 第2-1605号 飲食店営業

35 炭家　さざん さいたま市西区高木３４１－５　 048-622-2989 伊藤　英一　 令和3年11月8日 令和9年11月30日 第2-1638号 飲食店営業

36 炭家　さざん さいたま市西区高木３４１－５　 048-622-2989 株式会社美遊　 令和3年11月26日 令和9年11月30日 第2-1789号 飲食店営業

37 株式会社マルエツ　佐知川店 さいたま市西区佐知川１０５－１　 048-625-8661 株式会社マルエツ 令和3年11月4日 令和9年11月30日 第2-1696号 飲食店営業

38 株式会社マルエツ　佐知川店（寿司部門） さいたま市西区佐知川１０５－１　 048-625-8661 株式会社マルエツ 令和3年11月4日 令和9年11月30日 第2-1697号 飲食店営業

39 翠陽軒 さいたま市西区佐知川２２８－７５　 048-624-6915 橋永　政弘　 令和3年11月5日 令和9年11月30日 第2-1652号 飲食店営業

40 ウィステリア さいたま市西区三橋５－１４６４－１　 048-625-2188 株式会社三門 令和3年11月8日 令和9年11月30日 第2-1634号 飲食店営業

営業許可施設（令和03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03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　

41 イリーゼ西大宮 さいたま市西区三橋６－１２３５－１　 048-620-5011 ＨＩＴＯＷＡフードサービス株式会社 令和3年11月8日 令和9年11月30日 第2-1609号 飲食店営業

42 弘寿司 さいたま市西区指扇１０４６－１　 048-624-9896 佐々木　力男　 令和3年11月4日 令和9年11月30日 第2-1664号 飲食店営業

43 Ｓｅｒｅｎｄｉｐｉｔｙ さいたま市西区指扇大西３５４７－９　 048-870-2244 株式会社Ｓｅｒｅｎｄｉｐｉｔｙ 令和3年11月19日 令和9年11月30日 第2-1741号 飲食店営業

44 だんごの美好 さいたま市西区指扇領別所３８２－６　 048-625-1058 有限会社タジヨ商店 令和3年11月26日 令和9年11月30日 第2-1766号 飲食店営業

45 ほっかほか弁当日本亭　指扇店 さいたま市西区指扇領別所３８２－８　 048-622-2835 グルメ食品株式会社 令和3年11月19日 令和8年11月30日 第2-1728号 飲食店営業

46 株式会社マルエツ　西大宮駅前店　惣菜 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3年11月29日 令和9年11月30日 第2-1773号 飲食店営業

47 大宮運動場売店 さいたま市西区二ツ宮２３９２　 大宮運動場管理株式会社　 令和3年11月26日 令和8年11月30日 第2-1650号 飲食店営業

48 大宮カントリークラブ　食堂 さいたま市西区飯田新田４０　 048-624-2121 株式会社大宮カントリークラブ　 令和3年11月8日 令和9年11月30日 第2-1625号 飲食店営業

49 会津 さいたま市西区宝来１５６１－５　 048-625-7988 有泉　節子　 令和3年11月8日 令和9年11月30日 第2-1631号 飲食店営業

50 イトーヨーカ堂　大宮店（惣菜作業室） さいたま市大宮区吉敷町４－２６３－１　 048-641-7111 株式会社イトーヨーカ堂　 令和3年11月2日 令和10年2月29日 第2-1613号 飲食店営業

51 イトーヨーカ堂　大宮店（青果作業室） さいたま市大宮区吉敷町４－２６３－１　 048-641-7111 株式会社イトーヨーカ堂 令和3年11月2日 令和10年2月29日 第2-1614号 飲食店営業

52 リンツ　ショコラ　カフェ　アンド　ブティック　コクーン さいたま市大宮区吉敷町４－２６３－１　コクーン１ 048-767-8792 Ｌｉｎｄｔ＆Ｓｐｒｕｎｇｌｉ　Ｊａｐａｎ株式会社　 令和3年11月5日 令和10年2月29日 第2-1390号 飲食店営業

53 武蔵野うどん　とこ井　さいたま新都心店 さいたま市大宮区吉敷町４－２６７－２　コクーンシティ　コクーン１　２階　Ｃ　Ａ２－２１８区画 048-767-8966 株式会社オーイズミフーズ 令和3年11月10日 令和10年2月29日 第2-1710号 飲食店営業

54 鳥楽 さいたま市大宮区宮町１－５４　小林ビル２Ｆ 048-779-8518 ＷＬＷ株式会社 令和3年11月5日 令和10年2月29日 第2-1679号 飲食店営業

55 とりいちず大宮店 さいたま市大宮区宮町１－９５　 048-776-9319 株式会社ＦＳ．ｓｈａｋｅ　 令和3年11月29日 令和10年2月29日 第2-1800号 飲食店営業

56 肉の田むら さいたま市大宮区錦町３９７３　 株式会社義コミュニケーションズ　 令和3年11月17日 令和10年2月29日 第2-1716号 飲食店営業

57 ＧＯＤＩＶＡ　ｃａｆｅ　ｏｍｉｙａ さいたま市大宮区錦町６３０　ＪＲ大宮駅構内　ｅｃｕｔｅ大宮 048-782-5020 ゴディバジャパン株式会社　 令和3年11月22日 令和10年2月29日 第2-1681号 飲食店営業

58 木曽路大宮店 さいたま市大宮区桜木町１－１０－７　 048-648-7111 株式会社木曽路　 令和3年11月17日 令和10年2月29日 第4-13号 飲食店営業

59 武蔵野銀行　本店地域創生スペースカフェ さいたま市大宮区桜木町１－１０－８　 株式会社ＬＥＯＣ　 令和3年11月11日 令和10年2月29日 第2-1669号 飲食店営業

60 武蔵野銀行　本店食堂 さいたま市大宮区桜木町１－１０－８　 株式会社ＬＥＯＣ　 令和3年11月11日 令和10年2月29日 第2-1670号 飲食店営業

61 鮨　よこ田 さいたま市大宮区桜木町１－１－１１　棚沢ビルＢ１Ｆ 株式会社ＥＡＴＭＯＲＥ　 令和3年11月17日 令和10年2月29日 第2-1737号 飲食店営業

62 福の軒　大宮店 さいたま市大宮区桜木町１－３－３　スワンビル１Ｆ 048-644-8550 長間　卓美　 令和3年11月26日 令和10年2月29日 第2-1795号 飲食店営業

63 モスバーガー　さいたま三橋店 さいたま市大宮区三橋１－１０２８－１　 048-729-5771 株式会社モスストアカンパニー　 令和3年11月12日 令和10年2月29日 第2-1539号 飲食店営業

64 からおけ茶屋さくら さいたま市大宮区三橋４－９９８－１３　 048-622-0976 櫻井　ひさ子　 令和3年11月5日 令和9年2月28日 第2-1653号 飲食店営業

65 みんなのカレーハウス さいたま市大宮区大成町２－１６７－１　ツカサビル Ｇａｕｔａｍ　Ｂｕｄｄｈａ株式会社　 令和3年11月29日 令和10年2月29日 第2-1742号 飲食店営業

66 Ｄｉｎｉｎｇ　ｂａｒ　Ｎａｃｈｏ さいたま市大宮区大門町１－６　２Ｆ 森川　遼都　 令和3年11月12日 令和10年2月29日 第2-1705号 飲食店営業

67 ＧＯＲＩ　ＢＡＲ さいたま市大宮区大門町２－２８　第一松ビル２階Ｂ号室 048-782-6767 谷口　年哉　 令和3年11月30日 令和10年2月29日 第2-1792号 飲食店営業

68 たべること研究所 さいたま市大宮区大門町３－１０８　 山﨑　奈々　 令和3年11月26日 令和10年2月29日 第2-1720号 飲食店営業

69 ホルモン酒場 さいたま市大宮区仲町１－１１１－２　 048-642-6029 株式会社ＳＹＳ　ｃｏｍｐａｎｙ　 令和3年11月18日 令和10年2月29日 第2-1749号 飲食店営業

70 Ｓｍｏｋｅ　ｄｏｗｎ さいたま市大宮区仲町１－４１－１　フジビル４階 岡島　佑一郎　 令和3年11月12日 令和10年2月29日 第2-1685号 飲食店営業

71 ＣＡＮＤＹ　ＰＯＰ さいたま市大宮区仲町１－６６－２　ドミノ杉浦ビル１Ｂ ＷｅＦｏｒｗａｒｄ株式会社　 令和3年11月25日 令和10年2月29日 第2-1768号 飲食店営業

72 Ｈａｃｈｉｍｉｔｓｕ さいたま市大宮区仲町１－８０　もりくま４　２０３号室 048-782-7975 株式会社ＬＡ 令和3年11月10日 令和10年2月29日 第2-1717号 飲食店営業

73 グラム さいたま市大宮区仲町１－９１　第３ヨシケンビル　３階 有限会社タニコーポレーション　 令和3年11月12日 令和10年2月29日 第2-1624号 飲食店営業

74 ティファニー さいたま市大宮区仲町２－５６　２階 048-729-7223 ティファニー合同会社 令和3年11月11日 令和10年2月29日 第2-1709号 飲食店営業

75 ザ　ロイヤル　ダイナスティ さいたま市大宮区東町１－６１　 048-643-4188 株式会社ノバレーゼ 令和3年11月22日 令和10年2月29日 第2-1764号 飲食店営業

76 武蔵野銀行　事務センター食堂 さいたま市大宮区北袋町１－３０７　 株式会社ＬＥＯＣ　 令和3年11月11日 令和10年2月29日 第2-1671号 飲食店営業

77 ローソン　さいたま北袋町二丁目店 さいたま市大宮区北袋町２－４７１　 048-782-8778 株式会社蘇福　 令和3年11月30日 令和10年2月29日 第2-1791号 飲食店営業

78 そば処髙はし さいたま市中央区下落合５－１－５　 048-833-0800 髙橋　延幸　 令和3年11月15日 令和9年11月30日 第2-1643号 飲食店営業

79 やきとり大吉　与野本町店 さいたま市中央区下落合６－７－１２　 048-859-3344 濵田　隆吉　 令和3年11月10日 令和9年11月30日 第2-1610号 飲食店営業

80 スナック花 さいたま市中央区上落合９－１４－３　 048-854-7180 中田　安子　 令和3年11月18日 令和9年11月30日 第2-1683号 飲食店営業
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81 たちばなや さいたま市中央区新中里１－１－２　 048-831-2944 神戸　武士　 令和3年11月2日 令和9年11月30日 第2-1596号 飲食店営業

82 実演手打ちうどん　杵屋 さいたま市中央区新都心１０　けやきひろば内 048-601-0088 株式会社グルメ杵屋レストラン 令和3年11月18日 令和9年11月30日 第2-1649号 飲食店営業

83 株式会社東食 さいたま市中央区八王子３－１０－５　 048-854-7881 株式会社東食 令和3年11月2日 令和9年11月30日 第2-1658号 飲食店営業

84 バーミヤン与野本町店 さいたま市中央区本町西４－１０－３　 048-851-0089 株式会社すかいらーくレストランツ　 令和3年11月2日 令和9年11月30日 第2-1630号 飲食店営業

85 しゃぶしゃぶ専門店　富沢屋本店 さいたま市中央区本町西５－２－９　イオンモール与野３Ｆ３２８区画 富沢商事株式会社 令和3年11月30日 令和9年11月30日 第2-1796号 飲食店営業

86 ばりかた屋 さいたま市中央区本町西５－２－９　イオン与野ショッピングセンター３Ｆ 048-793-5098 株式会社シンキ 令和3年11月2日 令和9年11月30日 第2-1657号 飲食店営業

87 吉野家　４６３号線南与野店 さいたま市中央区鈴谷２－６０３－２　 048-851-6580 株式会社吉野家 令和3年11月17日 令和9年11月30日 第2-1740号 飲食店営業

88 Ｃａｆｅ’　Ｊａｚｚｍａｌ さいたま市中央区鈴谷２－７８１－２　 048-749-1233 清水　幸江　 令和3年11月15日 令和8年11月30日 第2-1633号 飲食店営業

89 さいたま市立鈴谷東保育園 さいたま市中央区鈴谷６－６－５　 048-855-1034 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社　 令和3年11月1日 令和9年11月30日 第2-1567号 飲食店営業

90 ｕｒａⅱｗａ さいたま市南区南浦和２－１９－１１　 腰越　賢司　 令和3年11月19日 令和9年1月31日 第2-1744号 飲食店営業

91 ムチャン さいたま市南区南浦和２－３－２　 盛金株式会社 令和3年11月15日 令和10年1月31日 第2-1706号 飲食店営業

92 小鳩保育園　南浦和 さいたま市南区南浦和２－４２－１８　 048-871-1610 社会福祉法人こばと 令和3年11月18日 令和10年1月31日 第4-16号 飲食店営業

93 本家かまどや武蔵浦和店 さいたま市南区白幡４－２３－８　 048-872-0072 中村　竜也　 令和3年11月12日 令和10年1月31日 第2-1729号 飲食店営業

94 ケンタッキーフライドチキン　武蔵浦和マーレ店 さいたま市南区白幡５－１９－１９　 048-845-6158 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 令和3年11月15日 令和10年1月31日 第2-1719号 飲食店営業

95 道とん堀　武蔵浦和マーレ店 さいたま市南区白幡５－１９－１９　ＭａｒｅＢ館２Ｆ 048-711-1800 株式会社ハートランド 令和3年11月26日 令和10年1月31日 第2-1781号 飲食店営業

96 木曽路　武蔵浦和店 さいたま市南区別所１－２６－１０　 048-861-1530 株式会社木曽路 令和3年11月11日 令和10年1月31日 第4-11号 飲食店営業

97 Ｗｉｓｐｙ さいたま市北区吉野町１－３３９－１０　ローヤルシャトー岸１Ｆ 武田　彩子　 令和3年11月19日 令和9年11月30日 第2-1733号 飲食店営業

98 フジックスＬａｂｏ さいたま市北区吉野町１－３９１－３０　 048-871-6997 株式会社フジックス 令和3年11月2日 令和8年11月30日 第2-1607号 飲食店営業

99 珈琲茶家 さいたま市北区吉野町１－４１１－１　 048-666-7796 岸　恵子　 令和3年11月8日 令和9年11月30日 第2-1654号 飲食店営業

100 市場ガッツめし　やまどん さいたま市北区吉野町２－２２４－１　大宮中央青果市場内 048-657-8989 山口　哲司　 令和3年11月4日 令和9年11月30日 第2-1656号 飲食店営業

101 四季彩料理　吉祥 さいたま市北区吉野町２－２４３－１６　 048-665-0930 太田　祥広　 令和3年11月1日 令和9年11月30日 第2-1623号 飲食店営業

102 カラオケ＆パブ　舞ＷＡＹ さいたま市北区宮原町１－１２－１　 048-666-8956 竹林　善雄　 令和3年11月5日 令和9年11月30日 第2-1692号 飲食店営業

103 ベルクさいたま宮原店　海産精肉調理室 さいたま市北区宮原町１－１９０－８　 048-661-2400 株式会社ベルク　 令和3年11月8日 令和9年11月30日 第4-7号 飲食店営業

104 ベルクさいたま宮原店 さいたま市北区宮原町１－１９０－８　 048-661-2400 株式会社ベルク　 令和3年11月8日 令和9年11月30日 第4-8号 飲食店営業

105 マクドナルド大宮宮原イトーヨーカドー店 さいたま市北区宮原町１－８５４－１　 048-662-5660 株式会社山全フーズ　 令和3年11月8日 令和9年11月30日 第2-1702号 飲食店営業

106 株式会社くりの木 さいたま市北区宮原町１－８５４－１　３階 048-662-9443 株式会社くりの木 令和3年11月22日 令和9年11月30日 第2-1595号 飲食店営業

107 ポポラマーマ　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　イトーヨーカドー店内３階 048-654-7629 株式会社ポポラマーマ 令和3年11月16日 令和9年11月30日 第4-15号 飲食店営業

108 （株）若菜　宮原幼稚園事業所 さいたま市北区宮原町２－１０２－７　 048-667-2112 株式会社若菜 令和3年11月1日 令和9年11月30日 第2-1619号 飲食店営業

109 塩ホルモン　炭虎 さいたま市北区宮原町３－２７３　 048-663-3800 浅田　学　 令和3年11月4日 令和9年11月30日 第2-1646号 飲食店営業

110 スナック　心心 さいたま市北区宮原町３－５６２　ケンコウビル２０１ 048-663-8522 高　淑美　 令和3年11月1日 令和9年11月30日 第2-1651号 飲食店営業

111 やきとり道場　宮原駅ビル店 さいたま市北区宮原町３－８２４－１　 048-661-8118 チムニー株式会社　 令和3年11月16日 令和9年11月30日 第2-1753号 飲食店営業

112 いきな黒塀　さいたま宮原店 さいたま市北区宮原町４－１１１－１０　 048-661-1092 株式会社馬車道 令和3年11月22日 令和9年11月30日 第2-1628号 飲食店営業

113 大村庵 さいたま市北区宮原町４－２－１　 048-666-1324 有限会社中村 令和3年11月4日 令和9年11月30日 第2-1575号 飲食店営業

114 珈琲館　大宮西店 さいたま市北区櫛引町２－２００－１　 048-652-9041 株式会社フォト機 令和3年11月25日 令和9年11月30日 第2-1758号 飲食店営業

115 初代　麺松 さいたま市北区櫛引町２－３５９　 048-667-5597 松下　裕利　 令和3年11月4日 令和9年11月30日 第2-1661号 飲食店営業

116 くろべー さいたま市北区植竹町１－１－２　レジーナ北大宮１Ｆ　１０２ 048-654-1212 佐藤　清美　 令和3年11月4日 令和9年11月30日 第2-1621号 飲食店営業

117 きっぽうそう さいたま市北区植竹町１－２６１　 048-654-9678 佐藤　利之　 令和3年11月5日 令和8年11月30日 第2-1573号 飲食店営業

118 らんち物語 さいたま市北区大成町４－３６３－１　 048-652-5566 有限会社らんち物語 令和3年11月30日 令和9年11月30日 第2-1783号 飲食店営業

119 鉄板焼　ひろた さいたま市北区東大成町１－５９０　 048-783-2733 田中　朋宏　 令和3年11月19日 令和9年11月30日 第2-1771号 飲食店営業

120 時は餃子成り さいたま市北区東大成町１－６０６　 新井　孝司　 令和3年11月18日 令和8年11月30日 第2-1757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　

121 ドミノ・ピザ　大宮東大成店 さいたま市北区東大成町２－２６３－４　 048-662-8899 株式会社Ｄ’ｓ．ＹＫＣ 令和3年11月30日 令和9年11月30日 第2-1815号 飲食店営業

122 ｇｒｕｌｅ さいたま市北区東大成町２－６０－１１　 ＦＬＹ－Ｔ合同会社 令和3年11月30日 令和9年11月30日 第2-1642号 飲食店営業

123 淡路島バーガー大宮東大成店 さいたま市北区東大成町２－６０－１２　 048-666-1656 田中　政己　 令和3年11月12日 令和9年11月30日 第2-1665号 飲食店営業

124 彩酉 さいたま市北区日進町２－１１１１－２　ハルヤマビル２Ｆ 048-783-5135 株式会社万清 令和3年11月4日 令和9年11月30日 第2-1648号 飲食店営業

125 マクドナルド大宮バイパス宮原店 さいたま市北区日進町３－４１６－１　 048-664-4777 株式会社山全フーズ 令和3年11月25日 令和9年11月30日 第2-1772号 飲食店営業

126 株式会社トミオケア　サービス付高齢者向住宅　トミオさいたま桜テラス さいたま市北区本郷町４６０　 048-776-9302 日清医療食品株式会社 令和3年11月5日 令和9年11月30日 第2-1584号 飲食店営業

127 酒処　やま さいたま市北区盆栽町３８６　（１Ｆ１号） 坂本　晃一　 令和3年11月4日 令和9年11月30日 第2-1534号 飲食店営業

128 ｓｔｕｄｉｏ琥珀 さいたま市緑区三室１２９９－１２　 横田　真紀子　 令和3年11月1日 令和9年1月31日 第2-1691号 飲食店営業

129 さいたま市立病院内日清医療食品事業所 さいたま市緑区三室２４６０　 048-810-5230 日清医療食品株式会社 令和3年11月12日 令和10年1月31日 第2-1704号 飲食店営業

130 ｌ’ｏｒｔｏ さいたま市緑区芝原１－５－１６　イーストパークＵＲＡＷＡⅢＣ号室 ｌ’ｏｒｔｏ合同会社 令和3年11月11日 令和10年1月31日 第2-1722号 飲食店営業

131 道祖土Ｂａｒ さいたま市緑区道祖土３－４－８　２Ｆ 048-883-3333 谷地元　茂人　 令和3年11月25日 令和9年1月31日 第2-1761号 飲食店営業

132 ベーカリー　ラ・ポール さいたま市見沼区大和田町１－４６３－１　 048-796-0282 岡崎　忠俊　 令和3年11月2日 令和10年1月31日 第2-1477号 菓子製造業

133 りんごの樹 さいたま市桜区上大久保２７９－１　 048-852-0638 有限会社エノモト 令和3年11月11日 令和9年11月30日 第2-1635号 菓子製造業

134 株式会社マルエツ　佐知川店 さいたま市西区佐知川１０５－１　 048-625-8661 株式会社マルエツ 令和3年11月4日 令和9年11月30日 第2-1699号 菓子製造業

135 有限会社プライム さいたま市西区佐知川１６２３－２　 048-625-1045 有限会社プライム 令和3年11月5日 令和9年11月30日 第2-1686号 菓子製造業

136 だんごの美好 さいたま市西区指扇領別所３８２－６　 048-625-1058 有限会社タジヨ商店 令和3年11月26日 令和9年11月30日 第2-1767号 菓子製造業

137 多機能型事業所　あかしあの森 さいたま市西区塚本町３－１３９－１　 048-625-5100 社会福祉法人埼玉福祉事業協会 令和3年11月26日 令和9年11月30日 第2-1769号 菓子製造業

138 Ｃｏｃｏ さいたま市大宮区上小町２２７　 Ｈ２Ｋ株式会社 令和3年11月25日 令和10年2月29日 第2-1667号 菓子製造業

139 たべること研究所 さいたま市大宮区大門町３－１０８　 山﨑　奈々　 令和3年11月26日 令和10年2月29日 第2-1721号 菓子製造業

140 ザ　ロイヤル　ダイナスティ さいたま市大宮区東町１－６１　 048-643-4188 株式会社ノバレーゼ 令和3年11月22日 令和10年2月29日 第2-1765号 菓子製造業

141 ボンデセール　与野売店 さいたま市中央区下落合３－７－９　西友与野店１階 048-833-3250 伊藤製パン株式会社 令和3年11月2日 令和9年11月30日 第2-1632号 菓子製造業

142 パティスリーショコラトリー　ヴァンアグレアーブル さいたま市中央区上落合８－２－８　 048-762-6225 安藤　友紀　 令和3年11月24日 令和9年11月30日 第2-1723号 菓子製造業

143 たちばなや さいたま市中央区新中里１－１－２　 048-831-2944 神戸　武士　 令和3年11月2日 令和9年11月30日 第2-1590号 菓子製造業

144 ｂｅｌｌ　ｆｌｏｗｅｒ さいたま市南区鹿手袋４－２８－１１　 048-862-3253 大西　鈴華　 令和3年11月12日 令和9年1月31日 第2-1695号 菓子製造業

145 ｕｒａⅱｗａ さいたま市南区南浦和２－１９－１１　 腰越　賢司　 令和3年11月19日 令和9年1月31日 第2-1745号 菓子製造業

146 パン・コキール宮原店 さいたま市北区宮原町１－１９０－８　 048-663-8029 あけぼのパン株式会社 令和3年11月4日 令和9年11月30日 第2-1684号 菓子製造業

147 和菓子司　福泉 さいたま市緑区原山１－２６－８　 048-882-2973 柳田　サク　 令和3年11月8日 令和10年1月31日 第2-1693号 菓子製造業

148 マミーマート西浦和店 さいたま市桜区道場３－１６－１５　 株式会社マミーマート　 令和3年11月30日 令和9年11月30日 第2-1672号 魚介類販売業

149 株式会社マルエツ　佐知川店 さいたま市西区佐知川１０５－１　 048-625-8661 株式会社マルエツ 令和3年11月4日 令和9年11月30日 第2-1700号 魚介類販売業

150 木曽路大宮店 さいたま市大宮区桜木町１－１０－７　 048-648-7111 株式会社木曽路 令和3年11月17日 令和10年2月29日 第4-14号 魚介類販売業

151 木曽路　武蔵浦和店 さいたま市南区別所１－２６－１０　 048-861-1530 株式会社木曽路 令和3年11月11日 令和10年1月31日 第4-12号 魚介類販売業

152 株式会社海老正さいたま営業所 さいたま市北区吉野町２－２６６－１２　 048-665-8243 株式会社海老正　 令和3年11月22日 令和9年11月30日 第2-1622号 魚介類販売業

153 ベルクさいたま宮原店 さいたま市北区宮原町１－１９０－８　 048-661-2400 株式会社ベルク 令和3年11月8日 令和9年11月30日 第4-10号 魚介類販売業

154 ｏｋｕｄａ．ｈａｍ さいたま市見沼区大和田町１－９９６－８　 048-878-8504 奥田　聡　 令和3年11月16日 令和10年1月31日 第2-1748号 食肉製品製造業

155 ｏｋｕｄａ．ｈａｍ さいたま市見沼区大和田町１－９９６－８　 048-878-8504 奥田　聡　 令和3年11月19日 令和10年1月31日 第2-1784号 食肉販売業

156 有限会社甲子精肉店 さいたま市桜区桜田２－２４－３　 048-861-2929 有限会社甲子精肉店 令和3年11月24日 令和9年11月30日 第2-1611号 食肉販売業

157 マミーマート西浦和店 さいたま市桜区道場３－１６－１５　 047-374-5200 株式会社マミーマート 令和3年11月30日 令和9年11月30日 第2-1673号 食肉販売業

158 株式会社マルエツ　佐知川店 さいたま市西区佐知川１０５－１　 048-625-8661 株式会社マルエツ 令和3年11月4日 令和9年11月30日 第2-1698号 食肉販売業

159 肉の田むら さいたま市大宮区錦町３９７３　 株式会社義コミュニケーションズ 令和3年11月17日 令和10年2月29日 第2-1715号 食肉販売業

160 フジックスＬａｂｏ さいたま市北区吉野町１－３９１－３０　 048-871-6997 株式会社フジックス 令和3年11月2日 令和9年11月30日 第2-1608号 食肉販売業

4 / 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　

161 ベルクさいたま宮原店 さいたま市北区宮原町１－１９０－８　 048-661-2400 株式会社ベルク 令和3年11月8日 令和9年11月30日 第4-9号 食肉販売業

162 株式会社アミスさいたまＦＰＣ さいたま市桜区栄和１－２２－６　 048-855-1030 株式会社アミス 令和3年11月9日 令和9年11月30日 第2-1712号 食品の小分け業

163 ＲＤＣセントラルキッチン大宮 さいたま市北区吉野町２－２３７－１５　 048-667-8110 株式会社アールディーシー 令和3年11月30日 令和9年11月30日 第2-1802号 漬物製造業

164 有限会社野仲食品 さいたま市西区指扇２８１１　 048-624-5228 有限会社野仲食品 令和3年11月4日 令和9年11月30日 第2-1682号 豆腐製造業

165 ＲＤＣセントラルキッチン大宮 さいたま市北区吉野町２－２３７－１５　 048-667-8110 株式会社アールディーシ 令和3年11月30日 令和9年11月30日 第2-1803号 麺類製造業
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