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1 株式会社エース食品 さいたま市見沼区中川６１８－１　 048-685-6636 株式会社エース食品 令和5年1月16日 令和11年1月31日 第2-1436号 そうざい製造業

2 蝋燭屋大宮店 さいたま市大宮区宮町１－２３　川越ＢＬＤ１Ｆ 048-645-0073 株式会社アデッソ 令和5年1月18日 令和11年2月28日 第2-1556号 そうざい製造業

3 ハムハウス さいたま市大宮区高鼻町２－１－１　Ｂｉｂｌｉ　１－１１ ハムハウス株式会社 令和5年1月13日 令和11年2月28日 第2-1569号 そうざい製造業

4 フードアトリエ　ＯＳＡＫＡＹＡ さいたま市大宮区仲町１－７－１　赤坂ビル５Ｆ 048-641-1157 合名会社大阪屋 令和5年1月5日 令和11年2月28日 第2-1443号 そうざい製造業

5 銀鮨 さいたま市浦和区岸町４－２４－１１　 048-822-1486 島﨑　守弘 令和5年1月25日 令和11年2月28日 第2-1597号 飲食店営業

6 ＆ＦＬＯＷＥＲ さいたま市浦和区岸町４－２６－５　ライオンズマンションコスタレジデンス浦和１０３ 齋藤　真理子 令和5年1月20日 令和11年2月28日 第2-1562号 飲食店営業

7 うっしおソフト さいたま市浦和区元町２－３８－１２　 中尾　美穂子 令和5年1月11日 令和10年2月29日 第2-1332号 飲食店営業

8 ＰＡＰＡＮＧＡＰＡＮ浦和さくら草通り店 さいたま市浦和区高砂２－６－１６　 048-606-3254 株式会社和幸 令和5年1月16日 令和11年2月28日 第2-1537号 飲食店営業

9 鍛冶屋文蔵　与野店 さいたま市浦和区上木崎１－８－４　 048-822-1799 株式会社だん家 令和5年1月25日 令和11年2月28日 第2-1609号 飲食店営業

10 ｃａｆｅｄａｙｓ さいたま市浦和区仲町２－９－１７　 比留間　克己 令和5年1月31日 令和11年2月28日 第2-1550号 飲食店営業

11 美家古鮨 さいたま市浦和区東高砂町３－４　 048-711-3787 有限会社美家古鮨 令和5年1月10日 令和11年2月28日 第2-1553号 飲食店営業

12 Ｍｉ　Ｃａｓｉｔａ さいたま市浦和区東高砂町９－２０　岸ビルⅡ　２Ｆ 竹村　和成 令和5年1月10日 令和11年2月28日 第2-1499号 飲食店営業

13 冨士寿司 さいたま市浦和区東仲町１－１８　 048-885-9787 藤田　義彦 令和5年1月25日 令和11年2月28日 第2-1587号 飲食店営業

14 炭火焼鳥家　ちきちき さいたま市浦和区東仲町８－１６　 048-885-1234 榎本　裕治 令和5年1月25日 令和11年2月28日 第2-1574号 飲食店営業

15 舎鈴　北浦和駅前店 さいたま市浦和区北浦和４－１－２３　 株式会社松富士食品 令和5年1月23日 令和11年2月28日 第2-1515号 飲食店営業

16 手打ちらーめん　てんだん さいたま市岩槻区加倉１－１９－１　 048-756-5756 渋谷　正治 令和5年1月17日 令和11年1月31日 第2-1503号 飲食店営業

17 鳳ちゃん さいたま市岩槻区加倉２－１２－１０　 原島　美恵子 令和5年1月17日 令和11年1月31日 第2-1435号 飲食店営業

18 ファイヤーホテルＮｗ さいたま市岩槻区加倉３－２－２５　 048-749-8311 株式会社クラージュ 令和5年1月31日 令和11年1月31日 第2-1612号 飲食店営業

19 ホテルフェアリー岩槻 さいたま市岩槻区加倉３－４－４５　 048-757-7300 株式会社Ｔ岩槻 令和5年1月25日 令和11年1月31日 第2-1530号 飲食店営業

20 清寿司 さいたま市岩槻区宮町１－１０－１０　 048-757-6666 小泉　茂 令和5年1月17日 令和11年1月31日 第2-1508号 飲食店営業

21 銀のさら　岩槻店 さいたま市岩槻区西町４－１－１　 048-749-6225 株式会社センフォ 令和5年1月17日 令和11年1月31日 第2-1589号 飲食店営業

22 人情居酒屋　三久 さいたま市岩槻区西町４－４－１２　 048-756-4973 有限会社サンコー刺繍 令和5年1月13日 令和11年1月31日 第2-1540号 飲食店営業

23 ダイレックス東岩槻店 さいたま市岩槻区東岩槻２－１－１０　 048-930-7002 株式会社Ｖｌｉｎｅ 令和5年1月17日 令和11年1月31日 第2-1573号 飲食店営業

24 ＳＴＡＲ－Ａ　ＩＮＤＩＡＮ　ＲＥＳＴＵＲＡＮＴ さいたま市岩槻区東岩槻２－１－１６　 048-795-3790 株式会社アリヤル 令和5年1月17日 令和11年1月31日 第2-1561号 飲食店営業

25 焼肉きんぐ　岩槻店 さいたま市岩槻区東町２－６－１８　 048-884-9894 株式会社物語コーポレーション 令和5年1月25日 令和11年1月31日 第2-1611号 飲食店営業

26 ジョナサン　岩槻店 さいたま市岩槻区東町２－７－１６　 048-790-1139 株式会社すかいらーくレストランツ 令和5年1月31日 令和11年1月31日 第4-100号 飲食店営業

27 Ｃａｆｅ　Ｆｕ．Ｆｕ．Ｆｕ さいたま市岩槻区南辻１２４　 048-758-4900 株式会社Ｇｅｎ． 令和5年1月31日 令和10年1月31日 第2-1607号 飲食店営業

28 生活協同組合コープみらい　コープ東岩槻店 さいたま市岩槻区南平野３－１４－３　 048-757-0982 生活協同組合コープみらい 令和5年1月17日 令和11年1月31日 第4-93号 飲食店営業

29 生活協同組合コープみらい　コープ東岩槻店 さいたま市岩槻区南平野３－１４－３　 048-757-0982 生活協同組合コープみらい 令和5年1月17日 令和11年1月31日 第4-95号 飲食店営業

30 カラオケＶＡＮＶＡＮ さいたま市岩槻区日の出町７－５　 048-758-1180 鈴木　正宏 令和5年1月31日 令和10年1月31日 第2-1520号 飲食店営業

31 斉藤給食 さいたま市岩槻区馬込９１５－１　 048-756-4541 齋藤　てる子 令和5年1月25日 令和11年1月31日 第2-1465号 飲食店営業

32 晴 さいたま市岩槻区並木１－８－３　 048-628-6054 趙　麗娜 令和5年1月19日 令和11年1月31日 第2-1450号 飲食店営業

33 不二家　ＦＣマミーマート岩槻店 さいたま市岩槻区本丸３－２０－５３　 048-757-5077 株式会社サンエフジ 令和5年1月19日 令和11年1月31日 第2-1507号 飲食店営業

34 パブスナック　ゲスト さいたま市岩槻区本町３－１３－１６　 048-758-3182 木村　壽子 令和5年1月19日 令和11年1月31日 第2-1492号 飲食店営業

35 いけす料理　寿々家 さいたま市岩槻区本町３－３－１２　 048-756-0334 有限会社壽々家 令和5年1月19日 令和11年1月31日 第2-1519号 飲食店営業

36 春光園けやき・うえみず食堂 さいたま市見沼区宮ケ谷塔１－２８０　 048-687-1678 ワールドクッキングサービス株式会社 令和5年1月31日 令和11年1月31日 第2-1617号 飲食店営業

37 わが津 さいたま市見沼区御蔵７４－１２　 048-684-1645 津川　英昭 令和5年1月31日 令和11年1月31日 第2-1616号 飲食店営業

38 パスタハウスさかなのきもち さいたま市見沼区新堤７－２４　 048-628-2723 松本　竜司 令和5年1月13日 令和11年1月31日 第2-1504号 飲食店営業

39 有限会社ＳＬＢカンパニー　味市場　山の家 さいたま市見沼区大和田町１－１９２　 048-683-4773 有限会社ＳＬＢカンパニー 令和5年1月18日 令和11年1月31日 第2-1483号 飲食店営業

40 有限会社ＳＬＢカンパニー　味市場 さいたま市見沼区大和田町１－１９２　 048-683-4773 有限会社ＳＬＢカンパニー 令和5年1月18日 令和11年1月31日 第2-1484号 飲食店営業

41 焼肉レストラン　安楽亭　大宮大和田店 さいたま市見沼区大和田町１－８２１－１　 048-685-2429 株式会社安楽亭 令和5年1月31日 令和11年1月31日 第2-1594号 飲食店営業

営業許可施設（令和05年1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05年1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 ほっともっと　大宮大和田店 さいたま市見沼区大和田町２－１３４４－１　 048-689-9933 株式会社プレナス 令和5年1月20日 令和11年1月31日 第2-1593号 飲食店営業

43 がしみ屋 さいたま市見沼区東大宮４－１８－１　２Ｆ 048-782-7629 伊藤　豊 令和5年1月18日 令和11年1月31日 第2-1518号 飲食店営業

44 スナック　キラリ さいたま市見沼区東大宮４－１８－２　田中家ビル１Ａ号室 048-665-7757 大家　明菜 令和5年1月23日 令和11年1月31日 第2-1618号 飲食店営業

45 カラオケ喫茶ほほえみ さいたま市見沼区東大宮４－２５－２　 048-666-7202 市原　ハツヱ 令和5年1月10日 令和11年1月31日 第2-1544号 飲食店営業

46 ＫＥＢＡＢ　ＫＩＴＣＨＥＮ さいたま市見沼区東大宮５－３０－１１　 ＧＳ株式会社 令和5年1月17日 令和11年1月31日 第2-1585号 飲食店営業

47 ろばた焼き　乾商店　まいどっ！ さいたま市見沼区東大宮５－３６－１１　 048-688-1404 株式会社アイエスカンパニー 令和5年1月19日 令和11年1月31日 第2-1517号 飲食店営業

48 スナック　桜 さいたま市見沼区東大宮５－６－１９　中央ビル１０１ 048-812-7231 山中　厚志 令和5年1月31日 令和11年1月31日 第2-1602号 飲食店営業

49 セブンイレブンさいたま東大宮６丁目店 さいたま市見沼区東大宮６－２８－２　 048-681-1711 澤海　良之 令和5年1月19日 令和11年1月31日 第2-1558号 飲食店営業

50 セキレイ さいたま市見沼区東門前７５－１　ショップワンＡ号 浅井　大吾 令和5年1月10日 令和11年1月31日 第2-1365号 飲食店営業

51 ギャラリー喫茶　アート・ウェイ さいたま市見沼区南中丸３７６－７　 048-687-2653 磯田　親志 令和5年1月17日 令和11年1月31日 第2-1513号 飲食店営業

52 ソワレ さいたま市見沼区片柳１５５０　大宮共立病院Ａ館２Ｆ 048-686-7151 漆原　彰 令和5年1月16日 令和11年1月31日 第2-1500号 飲食店営業

53 フェリーチェ　蓮沼店 さいたま市見沼区蓮沼５００－１　 048-682-2500 株式会社山和フーズ 令和5年1月10日 令和11年1月31日 第2-1498号 飲食店営業

54 介護付有料老人ホーム　ロイヤルレジデンス大宮 さいたま市見沼区蓮沼７５－２　 048-681-5560 日清医療食品株式会社 令和5年1月18日 令和11年1月31日 第4-91号 飲食店営業

55 心晴 さいたま市西区土屋５５８－６－１０１　 墨谷　桂枝 令和5年1月6日 令和11年3月31日 第2-1496号 飲食店営業

56 ミラクル さいたま市大宮区下町１－３８　Ｂ棟 048-788-3990 合同会社ピースアセンブル 令和5年1月18日 令和10年2月28日 第2-1542号 飲食店営業

57 蝋燭屋大宮店 さいたま市大宮区宮町１－２３　川越ＢＬＤ１Ｆ 048-645-0073 株式会社アデッソ 令和5年1月18日 令和11年2月28日 第2-1555号 飲食店営業

58 台湾料理　青葉 さいたま市大宮区宮町３－１　 048-643-0760 張村　秀夫 令和5年1月27日 令和11年2月28日 第2-1634号 飲食店営業

59 ファミリーマート大宮三橋中央通り店 さいたま市大宮区上小町４９６－１　 048-657-9875 株式会社ファミリーマート 令和5年1月27日 令和11年2月28日 第4-101号 飲食店営業

60 Ｂｉｓｔｒｏ　ＳＬＢ さいたま市大宮区大門町２－１０７－５　 株式会社スゥリール 令和5年1月12日 令和11年2月28日 第2-1511号 飲食店営業

61 Ｔｈｅ　Ｂａｒ　Ｖｉｅｕｘ　Ｃａｒｒｅ　Ⅱ さいたま市大宮区大門町２－１０７－５　１階Ｅ号室 048-729-6191 株式会社Ｓａｚｅｒａｃ 令和5年1月31日 令和11年2月28日 第2-1621号 飲食店営業

62 スナック蓮 さいたま市大宮区仲町１－２８　ザ．バレルナンカイビル４０２ 048-643-5633 ＹＯＵ　ＹＩＮＧＤＯＮＧ　由　応冬 令和5年1月5日 令和11年2月28日 第2-1390号 飲食店営業

63 笑壺 さいたま市大宮区仲町１－３３－３　つるや商店ビル１階 048-871-5210 株式会社Ｒｉｚｅ 令和5年1月18日 令和11年2月28日 第2-1577号 飲食店営業

64 ローソン大宮南銀座店 さいたま市大宮区仲町１－５０　福田産業ビル１階 048-729-6502 株式会社サザンツリー 令和5年1月27日 令和11年2月28日 第2-1601号 飲食店営業

65 メンバーズ　ルシャン さいたま市大宮区仲町１－６２　 048-641-5859 有限会社太閤 令和5年1月27日 令和11年2月28日 第2-1596号 飲食店営業

66 ＢＡＲ　ホワイト さいたま市大宮区仲町１－６４－１　１階全部 合同会社アルテミス 令和5年1月27日 令和10年2月29日 第2-1575号 飲食店営業

67 あざみ さいたま市大宮区仲町１－６４－１　２階 鈴木　愛 令和5年1月18日 令和10年2月28日 第2-1576号 飲食店営業

68 パラディソ さいたま市大宮区仲町１－７８－２　Ｓ＆Ｉビル２階 048-729-6235 陳　珠燕 令和5年1月6日 令和11年2月28日 第2-1554号 飲食店営業

69 鮨邸　ひろ さいたま市大宮区土手町１－１８－１２　 横田　浩孝 令和5年1月12日 令和11年2月28日 第2-1552号 飲食店営業

70 ＣＡＦＥ　ＫＯＨＡＲＵ－ＢＩＹＯＲＩ さいたま市大宮区堀の内町３－３９－１　 048-648-5614 角井　良 令和5年1月27日 令和10年2月29日 第2-1633号 飲食店営業

71 饗処　酒麺童子 さいたま市中央区新中里２－１－１１　 048-400-2170 市原　裕二郎 令和5年1月16日 令和11年3月31日 第2-1568号 飲食店営業

72 魚居酒屋　カモメ荘 さいたま市南区鹿手袋２－５－１５　 048-711-1147 株式会社ティーピーディー 令和5年1月24日 令和11年1月31日 第2-1570号 飲食店営業

73 クラブハウス遊・友・悠 さいたま市南区鹿手袋４－３１－１７　 048-865-8877 株式会社長谷工シニアウェルデザイン 令和5年1月11日 令和11年1月31日 第2-1528号 飲食店営業

74 お好み焼き　鉄板　ＣＯＣＯＲＯ さいたま市南区鹿手袋７－１０－２４　 048-862-4900 川瀬　恵 令和5年1月6日 令和11年1月31日 第2-1529号 飲食店営業

75 牛角　武蔵浦和店 さいたま市南区沼影１－６－２７　メゾンドさくら１Ｆ 048-872-0107 株式会社レインズインターナショナル 令和5年1月27日 令和11年1月31日 第4-98号 飲食店営業

76 魚民 さいたま市南区沼影１－８－１７　武蔵浦和ラーメン館　２階 048-838-1588 株式会社モンテローザフーズ 令和5年1月12日 令和11年1月31日 第4-96号 飲食店営業

77 ローソンさいたま辻五丁目店 さいたま市南区辻５－８－１８　 株式会社エンドレス 令和5年1月31日 令和11年1月31日 第2-1565号 飲食店営業

78 庭亭　北戸田店 さいたま市南区辻８－２４－１０　 048-837-1120 有限会社Ｇフーズ 令和5年1月25日 令和11年1月31日 第2-1592号 飲食店営業

79 唄声居酒屋　あいの さいたま市南区南浦和２－２９－１　サンハイツ１Ｆ 048-885-4448 堀越　祐子 令和5年1月16日 令和11年1月31日 第2-1533号 飲食店営業

80 居酒屋　鴻酔亭 さいたま市南区南浦和２－３８－４　 048-886-4420 守屋　務 令和5年1月11日 令和11年1月31日 第2-1408号 飲食店営業

81 ＨＡＮＧ　ＬＯＯＳＥ さいたま市南区南浦和３－４３－１４　ＴビルマリンハイツＢ１ 048-882-0801 伊藤　雅治 令和5年1月11日 令和11年1月31日 第2-1444号 飲食店営業

82 セブン－イレブン南浦和３丁目店 さいたま市南区南浦和３－４４－６　 048-881-2252 布施　竜夫 令和5年1月12日 令和11年1月31日 第2-1564号 飲食店営業
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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05年1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 ブーランジェベーグ南浦和店 さいたま市南区南本町１－７－４　丸広百貨店南浦和店１階 048-799-3777 株式会社アクア 令和5年1月11日 令和11年1月31日 第2-1526号 飲食店営業

84 北海道生まれ　和食処　とんでん　白幡店 さいたま市南区白幡１－１４－１５　 048-838-8877 とんでん株式会社 令和5年1月6日 令和11年1月31日 第2-1489号 飲食店営業

85 ホルモン佐々木家　南浦和店 さいたま市南区文蔵２－２９－２５　寺田ビル 株式会社宝販売 令和5年1月20日 令和11年1月31日 第2-1584号 飲食店営業

86 ｔｏＲｏすけ さいたま市南区文蔵２－４－１２　 048-749-1555 有限会社ＡＬＣメンテナンス 令和5年1月6日 令和11年1月31日 第2-1524号 飲食店営業

87 丸成かまぼこ店 さいたま市南区文蔵２－９－１３　 048-861-7293 蓮沼　敏光 令和5年1月12日 令和11年1月31日 第2-1494号 飲食店営業

88 ぐぅ　ビーンズ武蔵浦和店 さいたま市南区別所７－１２－１　ビーンズ武蔵浦和店２Ｆ（改札内） 048-865-4000 株式会社グゥー 令和5年1月6日 令和11年1月31日 第2-1516号 飲食店営業

89 ミニストップ　土呂駅前店 さいたま市北区土呂町１－１８－６　 048-664-0788 田中　邦幸 令和5年1月27日 令和11年3月31日 第2-1557号 飲食店営業

90 とら八 さいたま市北区日進町２－１１１１－２　春山ビル１Ｆ 安田　聡 令和5年1月20日 令和11年3月31日 第2-1545号 飲食店営業

91 キューピット食堂　宮原別所町 さいたま市北区別所町１１２８－１０　ケアガーデン宮原別所町 株式会社ＲＡＭ 令和5年1月20日 令和11年3月31日 第2-1510号 飲食店営業

92 るっこら さいたま市北区別所町２７－５　 鈴木　和代 令和5年1月23日 令和11年3月31日 第2-1548号 飲食店営業

93 サイゼリヤ　さいたま原山店 さいたま市緑区原山３－２１－１９　 048-884-7575 株式会社サイゼリヤ 令和5年1月25日 令和11年1月31日 第2-1586号 飲食店営業

94 あんしんホーム浦和芝原事業所 さいたま市緑区芝原３－１４－１　 株式会社日本医療食研究所 令和5年1月19日 令和11年1月31日 第4-97号 飲食店営業

95 ブルーベリープラザ浦和 さいたま市緑区大崎２９６３　 048-878-0436 備藤　行裕 令和5年1月31日 令和11年1月31日 第2-1610号 飲食店営業

96 ゴールドジム東浦和さいたま さいたま市緑区中尾２５０３－３　 048-799-2722 株式会社近衛町メディカルフィットネス 令和5年1月10日 令和11年1月31日 第2-1512号 飲食店営業

97 リンガーハット浦和中尾店 さいたま市緑区中尾９７１－３　 048-810-1296 リンガーハットジャパン株式会社 令和5年1月11日 令和11年1月31日 第2-1478号 飲食店営業

98 とんぼ さいたま市緑区東浦和４－２７－６　第２磯部マンション１０１ 048-874-5926 野澤　健一 令和5年1月12日 令和11年1月31日 第2-1551号 飲食店営業

99 山田うどん　大門店 さいたま市緑区東大門２－２－１　 048-878-2231 山田食品産業株式会社 令和5年1月5日 令和11年1月31日 第2-1488号 飲食店営業

100 安東家 さいたま市緑区東大門３－１５－４　 048-878-1333 朴　今淑 令和5年1月11日 令和11年1月31日 第2-1471号 飲食店営業

101 もりもり寿し　イオンモール浦和美園店 さいたま市緑区美園５－５０－１　イオンモール浦和美園１階 048-767-3763 株式会社イエロースター 令和5年1月20日 令和11年1月31日 第2-1590号 飲食店営業

102 ＆ＦＬＯＷＥＲ さいたま市浦和区岸町４－２６－５　ライオンズマンションコスタレジデンス浦和１０３ 齋藤　真理子 令和5年1月20日 令和11年2月28日 第2-1563号 菓子製造業

103 北浦和イッカイ さいたま市浦和区常盤１０－９－１５　 猪瀬　早紀 令和5年1月27日 令和11年2月28日 第2-1525号 菓子製造業

104 コブタ製菓 さいたま市岩槻区仲町１－６－１６　 鈴木　由子 令和5年1月13日 令和11年1月31日 第2-1560号 菓子製造業

105 不二家　ＦＣマミーマート岩槻店 さいたま市岩槻区本丸３－２０－５３　 048-757-5077 株式会社サンエフジ 令和5年1月19日 令和11年1月31日 第2-1506号 菓子製造業

106 有限会社時乃鐘田中屋 さいたま市岩槻区本町３－１６－１０　 048-756-0250 有限会社時乃鐘田中屋 令和5年1月25日 令和11年1月31日 第2-1578号 菓子製造業

107 靖月　少納言 さいたま市岩槻区本町４－５－９　 048-756-2429 有限会社靖月人形 令和5年1月23日 令和10年1月31日 第2-1622号 菓子製造業

108 島村商店 さいたま市見沼区大和田町１－９３８－１　 048-683-5135 島村　武子 令和5年1月10日 令和11年1月31日 第2-1451号 菓子製造業

109 メロンラボ七里店 さいたま市見沼区東門前６２－３　 大井　博子 令和5年1月10日 令和10年1月31日 第2-1487号 菓子製造業

110 ギャラリー喫茶　アート・ウェイ さいたま市見沼区南中丸３７６－７　 048-687-2653 磯田　親志 令和5年1月17日 令和11年1月31日 第2-1514号 菓子製造業

111 新宿高野　そごう大宮店　臨時厨房 さいたま市大宮区桜木町１－６－２　そごう大宮店Ｂ１Ｆ 048-646-2341 株式会社新宿高野 令和5年1月10日 令和11年2月28日 第2-1546号 菓子製造業

112 ａｔｅｌｉｅｒ　紡 さいたま市大宮区大門町３－１０８　 山下　遥 令和5年1月18日 令和11年2月28日 第2-1541号 菓子製造業

113 Ｔｏｄａｙ’ｓ　Ｓｗｅｅｔｓ さいたま市中央区新中里５－１－３　 新部　友里子 令和5年1月27日 令和11年3月31日 第2-1632号 菓子製造業

114 ブーランジェベーグ南浦和店 さいたま市南区南本町１－７－４　丸広百貨店南浦和店１階 048-799-3777 株式会社アクア 令和5年1月11日 令和11年1月31日 第2-1527号 菓子製造業

115 るっこら さいたま市北区別所町２７－５　 鈴木　和代 令和5年1月23日 令和11年3月31日 第2-1549号 菓子製造業

116 Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｄｅｆｉｅｒ さいたま市緑区大門３５９８－１　 048-678-1418 佐々木　泰子 令和5年1月31日 令和10年1月31日 第2-1637号 菓子製造業

117 はれや好坊 さいたま市緑区東浦和１－１４－８　フォレナ東浦和１０４ 048-810-2558 合同会社はれや好坊 令和5年1月19日 令和11年1月31日 第2-1581号 菓子製造業

118 株式会社ヨークフーズ　東岩槻店 さいたま市岩槻区諏訪５－１－１　 048-794-3133 株式会社ヨーク 令和5年1月13日 令和11年1月31日 第2-1539号 魚介類販売業

119 ダイレックス東岩槻店 さいたま市岩槻区東岩槻２－１－１０　 048-930-7002 株式会社Ｖｌｉｎｅ 令和5年1月17日 令和11年1月31日 第2-1572号 魚介類販売業

120 生活協同組合コープみらい　コープ東岩槻店 さいたま市岩槻区南平野３－１４－３　 048-757-0982 生活協同組合コープみらい 令和5年1月17日 令和11年1月31日 第4-94号 魚介類販売業

121 株式会社ヨークフーズ　東岩槻店 さいたま市岩槻区諏訪５－１－１　 048-794-3133 株式会社ヨーク 令和5年1月13日 令和11年1月31日 第2-1538号 食肉販売業

122 フードアトリエ　ＯＳＡＫＡＹＡ さいたま市大宮区仲町１－７－１　赤坂ビル５Ｆ 048-641-1157 合名会社大阪屋 令和5年1月5日 令和11年2月28日 第2-1442号 食肉販売業

123 丸成かまぼこ店 さいたま市南区文蔵２－９－１３　 048-861-7293 蓮沼　敏光 令和5年1月12日 令和11年1月31日 第2-1493号 水産製品製造業
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