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1 横浜茶屋 さいたま市浦和区高砂１－１２－１　　浦和コルソＢ１ 株式会社シンノオフードサービス　代表取締役　新野尾　一樹 令和3年2月16日 令和9年2月28日 第1-2219号 飲食店営業

2 ａｎｇｅｌ　ｎｕｍｂｅｒ さいたま市浦和区高砂１－５－１１　　旭館ビル２階 株式会社Ｑｕｅｅｎ２１　代表取締役　門脇　雪 令和3年2月4日 令和9年2月28日 第1-2144号 飲食店営業

3 Ｕｒａｗａ　Ｍａｉｄ　Ｍｉｍｉ さいたま市浦和区高砂１－５－９　　飯塚店舗２階Ａ 株式会社Ｑｕｅｅｎ２１　代表取締役　門脇　雪 令和3年2月4日 令和8年2月28日 第1-2143号 飲食店営業

4 いこい食堂 さいたま市浦和区高砂２－３－２０ 千島　満 令和3年2月9日 令和8年2月28日 第1-2205号 飲食店営業

5 ＮＥＸＴｉｍｅ さいたま市浦和区高砂２－６－１７　　田口ビル２Ｆ 048-816-8819 株式会社Ｑｕｅｅｎ２１　代表取締役　門脇　雪 令和3年2月4日 令和9年2月28日 第1-2145号 飲食店営業

6 Ｂａｒ＆Ｌｏｕｎｇｅ２１ さいたま市浦和区高砂２－６－１７　　田口ビル３階 合同会社ｃｌｏｕｄｎｉｎｅ　代表社員　田口　忠幸 令和3年2月10日 令和8年2月28日 第1-2170号 飲食店営業

7 ベーカリー　アルデ さいたま市浦和区針ケ谷１－１９－１３ 青木　秀明 令和3年2月25日 令和8年2月28日 第1-2369号 飲食店営業

8 さいたま市浦和区仲町１－９－１２　　グレインビル１階Ａ号 合同会社ｃｌｏｕｄｎｉｎｅ　代表社員　田口　忠幸 令和3年2月10日 令和9年2月28日 第1-2171号 飲食店営業

9 ごほうびステーキ　浦和パルコ店 さいたま市浦和区東高砂町１１－１　　５Ｆ 合同会社菊池商事　代表社員　菊池　俊彦 令和3年2月4日 令和9年2月28日 第1-1918号 飲食店営業

10 Ｔｅａ　Ｒｏｏｍ　Ｃｌａｒｉｓ’ｓ さいたま市浦和区東高砂町２７－６ 大熊　道子 令和3年2月9日 令和8年2月28日 第1-2152号 飲食店営業

11 さいたま市浦和区北浦和１－７－１　　北浦和ターミナルビル　クイーンズ伊勢丹内 令和3年2月8日 令和9年2月28日 第1-2062号 飲食店営業

12 ｎｏｂｌｅ　ｓａｖａｇｅ さいたま市浦和区北浦和３－１２－４ 氏原　大輔 令和3年2月5日 令和9年2月28日 第1-2112号 飲食店営業

13 焼酎バー　２４８ さいたま市浦和区北浦和３－１－４　　小林ビルＢ－１ 西谷　恵利子 令和3年2月24日 令和9年2月28日 第1-2312号 飲食店営業

14 Ｃａｒｐｉｎｔｅｒｏ さいたま市浦和区北浦和４－８－２ 048-677-3119 豊田　政美 令和3年2月15日 令和8年2月28日 第1-2244号 飲食店営業

15 澄寿司 さいたま市浦和区領家７－２９－１１ 佐々木　健 令和3年2月16日 令和9年2月28日 第1-2265号 飲食店営業

16 ささい昼歌楽 さいたま市岩槻区仲町１－４－１ 笹井　秀貢 令和3年2月12日 令和9年5月31日 第1-2196号 飲食店営業

17 薬膳酒場　祥希 さいたま市岩槻区東岩槻１－２－１　　斉藤ビル１Ｆ 加藤　義城 令和3年2月8日 令和9年5月31日 第1-2179号 飲食店営業

18 あかつき さいたま市岩槻区本町１－１－２２　　ユアーズショップ 星野　初枝 令和3年2月19日 令和8年5月31日 第1-2254号 飲食店営業

19 Ｂａｒ　Ｌｏｕｎｇｅ　ｙ’ｓ さいたま市岩槻区本町３－１２－６　　金子産業ビル２Ｆ 西川　輝 令和3年2月12日 令和8年5月31日 第1-2173号 飲食店営業

20 ＣｈａＴｏｒａ さいたま市岩槻区本町４－１－７ 合同会社岩槻家守舎　代表社員　上村　明日香 令和3年2月19日 令和8年5月31日 第1-1210号 飲食店営業

21 花 さいたま市見沼区東新井４－１５ 長内　正子 令和3年2月5日 令和8年5月31日 第1-2178号 飲食店営業

22 焼肉藤苑 さいたま市見沼区東大宮５－３９－５ サンホープ株式会社　代表取締役　高橋　直秀 令和3年2月17日 令和9年5月31日 第1-2200号 飲食店営業

23 パブ　ＳＵＣＣＥＳＳ さいたま市見沼区東大宮５－６－２０　　ＥＰＯＷＥＲビル２Ｆ 高橋　メレシア　エムラドラ 令和3年2月25日 令和8年5月31日 第1-2356号 飲食店営業

24 見福丼丸　さいたま七里店 さいたま市見沼区東門前５６－１ 末広エステート株式会社　代表取締役　増野　博行 令和3年2月12日 令和9年5月31日 第1-1896号 飲食店営業

25 あみやき亭見沼店 さいたま市見沼区南中丸２６６－５ 株式会社あみやき亭　代表取締役　佐藤　啓介 令和3年2月18日 令和9年5月31日 第1-2217号 飲食店営業

26 らあめん花月嵐　大宮風渡野店 さいたま市見沼区風渡野１７－５ 中田　和幸 令和3年2月12日 令和9年5月31日 第1-2169号 飲食店営業

27 のどか さいたま市桜区神田９７ 渡辺　春美 令和3年2月16日 令和8年3月31日 第1-2214号 飲食店営業

28 やきとり　萬世 さいたま市桜区西堀２－２－２ 048-862-5816 栁澤　弥生 令和3年2月22日 令和9年3月31日 第1-2271号 飲食店営業

29 Ｐ＆Ｇ さいたま市桜区田島５－１０－３ Ｈ２Ｋ株式会社　代表取締役　勝本　浩由 令和3年2月1日 令和9年3月31日 第1-2061号 飲食店営業

30 道とん堀　さいたま道場店 さいたま市桜区道場２－１３－６ 株式会社道とん堀　代表取締役　稲葉　裕幸 令和3年2月8日 令和9年3月31日 第1-2168号 飲食店営業

31 ファミリーマート　指扇駅前店 さいたま市西区宝来１７１７－６ 株式会社ファミリーマート　代表取締役　澤田　貴司 令和3年2月25日 令和9年3月31日 第1-2229号 飲食店営業

32 フードホール　さいたま新都心 さいたま市大宮区吉敷町４－２６２－１８ 株式会社ネイビーエス　代表取締役　勝田　貴之 令和3年2月1日 令和9年2月28日 第1-2085号 飲食店営業

33 ＢＥＣＫ’Ｓ　ＳＴＡＴＩＯＮ　ＬＯＵＮＧＥ　さいたま新都心駅店 さいたま市大宮区吉敷町４－５７－３　　ＪＲさいたま新都心駅 株式会社ＪＲ東日本フーズ　代表取締役　日野　正夫 令和3年2月22日 令和9年2月28日 第1-2125号 飲食店営業

34 北海道バル　ＴＯＫＡＰＵ さいたま市大宮区宮町１－５１　　一番街ビル２Ｆ 海老沢　颯太 令和3年2月22日 令和9年2月28日 第1-2274号 飲食店営業

35 セブンイレブン大宮一番街店 さいたま市大宮区宮町１－６０ 中原　和彦 令和3年2月24日 令和9年2月28日 第1-1826号 飲食店営業

36 鶴亀 さいたま市大宮区宮町１－９３　　エンゼルビル１Ｆ 今村　まさ子 令和3年2月26日 令和9年2月28日 第1-2358号 飲食店営業

37 ヴィーノテリア さいたま市大宮区宮町２－１７　　パインズビルＢ１ 佐藤　広宣 令和3年2月5日 令和9年2月28日 第1-1944号 飲食店営業

38 ＡＢＡ さいたま市大宮区桜木町１－４－５　　宮下ビル３Ｆ 有限会社宇宙　代表取締役　清水　義夫 令和3年2月5日 令和9年2月28日 第1-2146号 飲食店営業

39 クラブ　桜 さいたま市大宮区桜木町２－１５８－２　　スプリングアートビル４Ｆ 北嶋　市政 令和3年2月1日 令和9年2月28日 第1-2130号 飲食店営業

40 麺や桜木 さいたま市大宮区桜木町２－５－４ 吉田　茂雄 令和3年2月10日 令和9年2月28日 第1-2163号 飲食店営業

営業許可施設（令和03年2月）　※自動車・自動販売機・簡易な営業・行商を除く　
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営業許可施設（令和03年2月）　※自動車・自動販売機・簡易な営業・行商を除く　

41 ごはん家　田島 さいたま市大宮区桜木町２－７－７ 田島　健晴 令和3年2月3日 令和9年2月28日 第1-2131号 飲食店営業

42 ローソンフタバ図書ＧＩＧＡ大宮店 さいたま市大宮区上小町６３７－１ 株式会社ＨＩＦ－Ｃ　代表取締役　栗栖　正行 令和3年2月3日 令和9年2月28日 第1-2046号 飲食店営業

43 焼肉　幕府／居酒屋　ほまれ さいたま市大宮区大門町１－６　　１階．２階 加藤　太一 令和3年2月22日 令和9年2月28日 第1-2311号 飲食店営業

44 多雲坊 さいたま市大宮区大門町２－１１７ 有限会社多雲坊　取締役　大﨑　高広 令和3年2月17日 令和9年2月28日 第1-2218号 飲食店営業

45 織羽 さいたま市大宮区大門町３－１０８ 岡部　智子 令和3年2月12日 令和9年2月28日 第1-2172号 飲食店営業

46 ＦＵＣＵＲＡＭＵ　ＣＯＦＦＥＥ　ＲＯＡＳＴＥＲＹ さいたま市大宮区大門町３－１０８ 五島　和樹 令和3年2月18日 令和9年2月28日 第1-2247号 飲食店営業

47 たかちほコーヒー さいたま市大宮区大門町３－１０８ 越智　暢子 令和3年2月26日 令和9年2月28日 第1-2350号 飲食店営業

48 横浜家系ラーメン壱角家　大宮南銀座通店 さいたま市大宮区仲町１－６１　　１Ｆ 株式会社ガーデン　代表取締役　川島　賢 令和3年2月5日 令和9年2月28日 第1-2060号 飲食店営業

49 ナイトサパー　コットンクラブ さいたま市大宮区仲町１－７７　　南銀センタービル３階 コットンクラブ株式会社　代表取締役　新倉　英子 令和3年2月2日 令和9年2月28日 第1-2138号 飲食店営業

50 キャラ さいたま市大宮区仲町２－５６　　３Ｆ 株式会社ベルウイング　代表取締役　妹尾　浩二 令和3年2月5日 令和9年2月28日 第1-2156号 飲食店営業

51 ニューワイワイランド さいたま市中央区上落合２－５－５ 048-711-7247 鈴木　千江子 令和3年2月10日 令和9年3月31日 第1-2206号 飲食店営業

52 沖縄料理　なわげん さいたま市中央区大戸２－２３－６ 宮城　とも子 令和3年2月12日 令和8年3月31日 第1-2142号 飲食店営業

53 ローソンフタバ図書ＧＩＧＡ与野本町店 さいたま市中央区本町東１－３－１８ 株式会社ＨＩＦ－Ｃ　代表取締役　栗栖　正行 令和3年2月12日 令和9年3月31日 第1-2047号 飲食店営業

54 加圧トレーニングスタジオＨＡＰＰＩＮＥＳＳ さいたま市南区鹿手袋２－１３－１１　　２Ｆ 合同会社サンブリッヂ　代表社員　三橋　忠 令和3年2月24日 令和9年5月31日 第1-2294号 飲食店営業

55 居酒屋たか さいたま市南区鹿手袋４－２４－３ 高橋　トキ 令和3年2月16日 令和8年5月31日 第1-2256号 飲食店営業

56 弥助 さいたま市南区辻２－２７－９ 鈴木　靖子 令和3年2月10日 令和9年5月31日 第1-2211号 飲食店営業

57 肉メシドットコム　武蔵浦和店 さいたま市南区辻３－２－２５　　辻レジデンス１０５ 株式会社ＳＢＩＣ　代表取締役　鬼頭　宏昌 令和3年2月24日 令和9年5月31日 第1-1971号 飲食店営業

58 一秀一苗 さいたま市南区南浦和２－２８－４　　Ｔハイツ１０２ 永瀨　早苗 令和3年2月12日 令和8年5月31日 第1-2216号 飲食店営業

59 マルエツ南浦和東口店　寿司 さいたま市南区南浦和２－４４－１ 株式会社マルエツ　代表取締役　古瀬　良多 令和3年2月17日 令和9年5月31日 第1-2135号 飲食店営業

60 ミュージックステーション翔 さいたま市南区南浦和３－３１－１２　　２Ｆ 石塚　光子 令和3年2月22日 令和8年5月31日 第1-2326号 飲食店営業

61 長岡屋 さいたま市南区南本町２－７－１３ 中村　篤 令和3年2月15日 令和9年5月31日 第1-2220号 飲食店営業

62 花Ｒａｋｕ さいたま市南区白幡６－９－１８ 加々美　三華子 令和3年2月10日 令和9年5月31日 第1-2043号 飲食店営業

63 新晨美食坊 さいたま市南区別所７－１－１６ 令和3年2月16日 令和9年5月31日 第1-2253号 飲食店営業

64 ラーメンショップ　ニューシャトル宮原店 さいたま市北区宮原町２－１０９－８ 木下　一成 令和3年2月15日 令和9年3月31日 第1-2190号 飲食店営業

65 オステリア　ＢＵＣＯ さいたま市北区宮原町３－５６７－２ 048-662-8344 ＢＵＣＯ合同会社　代表社員　岸田　秀久 令和3年2月24日 令和9年3月31日 第1-2275号 飲食店営業

66 ダーツＢＡＲ　ＢＡＲ７ さいたま市北区宮原町３－５８２ 髙橋　真澄 令和3年2月15日 令和9年3月31日 第1-2155号 飲食店営業

67 江南春 さいたま市北区櫛引町２－５７４－１　　大宮イオン１Ｆ 株式会社栄楽　代表取締役　倪　必　琴 令和3年2月15日 令和9年3月31日 第1-2215号 飲食店営業

68 カラオケ　ミント さいたま市緑区原山２－２１－１７　　アクアビルⅡ２階 048-886-7371 小坂　桂子 令和3年2月15日 令和8年5月31日 第1-2242号 飲食店営業

69 平城苑寛雅亭浦和店 さいたま市緑区原山４－３０－１４ 株式会社平城苑　代表取締役　鏑木　順之 令和3年2月18日 令和9年5月31日 第1-2272号 飲食店営業

70 ｃａｆｅ　Ｇｉｒ さいたま市緑区三室７１８－１ 048-873-5434 株式会社Ｇｉｒ　代表取締役　佐藤　行生 令和3年2月15日 令和8年5月31日 第1-2221号 飲食店営業

71 カフェ　ポレポレ さいたま市緑区中尾２１０９－１ 植西　律子 令和3年2月9日 令和8年5月31日 第1-2058号 飲食店営業

72 さいたま市緑区東浦和４－１７－５　　シエルブル１０１ 株式会社ＳＹＳ　代表取締役　青木　由美子 令和3年2月2日 令和8年5月31日 第1-2102号 飲食店営業

73 げんきキッチン さいたま市緑区東浦和７－３２－５ 木村　隆二 令和3年2月12日 令和9年5月31日 第1-2162号 飲食店営業

74 出張カキ小屋カキ奉行 さいたま市緑区美園１－１１－１ 小松　優介 令和3年2月10日 令和9年5月31日 第1-2141号 飲食店営業

75 たい夢　北浦和店 さいたま市浦和区常盤９－３４－１３ 池田　優子 令和3年2月22日 令和9年2月28日 第1-2246号 菓子製造業

76 ベーカリー　アルデ さいたま市浦和区針ケ谷１－１９－１３ 048-607-3100 青木　秀明 令和3年2月25日 令和8年2月28日 第1-2369号 菓子製造業

77 ＭＥＬＯＮ　ＬＡＢ．東大宮西口店 さいたま市見沼区東大宮４－１７－１８　　八木泉第２ビル１Ｆ ｕｌｕＡｌｌｅｎ株式会社　代表取締役　辰巳　美代子 令和3年2月3日 令和9年5月31日 第1-1973号 菓子製造業

78 ローソンフタバ図書ＧＩＧＡ大宮店 さいたま市大宮区上小町６３７－１ 株式会社ＨＩＦ－Ｃ　代表取締役　栗栖　正行 令和3年2月3日 令和9年2月28日 第1-2046号 菓子製造業

79 ｃｈｉｋａｐｕｎｉ さいたま市大宮区大門町３－１０８ 松田　幸子 令和3年2月4日 令和9年2月28日 第1-2078号 菓子製造業

80 織羽 さいたま市大宮区大門町３－１０８ 岡部　智子 令和3年2月12日 令和9年2月28日 第1-2172号 菓子製造業
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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
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指令保保所食
業種

営業許可施設（令和03年2月）　※自動車・自動販売機・簡易な営業・行商を除く　

81 ローソンフタバ図書ＧＩＧＡ与野本町店 さいたま市中央区本町東１－３－１８ 048-851-0090 株式会社ＨＩＦ－Ｃ　代表取締役　栗栖　正行 令和3年2月12日 令和9年3月31日 第1-2047号 菓子製造業

82 ８ぱんや さいたま市緑区原山１－１２－１６　　メゾンユモレスク１０２号 関根　千晶 令和3年2月9日 令和9年5月31日 第1-2027号 菓子製造業

83 風の谷工房 さいたま市緑区代山４４７－１ 三宅　愛子 令和3年2月2日 令和8年5月31日 第1-2113号 菓子製造業

84 Ｆｅｓ さいたま市見沼区風渡野３３７－２ 048-699-0930 久保田　秀樹 令和3年2月2日 令和9年5月31日 第1-1947号 喫茶店営業

85 ライフさいたま新都心店 さいたま市大宮区吉敷町４－２６７－２ 株式会社ライフコーポレーション　代表取締役　岩崎　高治 令和3年2月4日 令和9年2月28日 第1-1976号 喫茶店営業

86 杉の子マート・ミニ さいたま市中央区本町東３－５－４３ 社会福祉法人埼玉福祉事業協会　理事長　髙橋　清子 令和3年2月17日 令和9年3月31日 第1-2202号 喫茶店営業

87 さいたま市浦和区北浦和１－７－１　　北浦和ターミナルビル　クイーンズ伊勢丹内 令和3年2月8日 令和9年2月28日 第1-2062号 魚介類販売業

88 ウエルシアさいたま大和田店 さいたま市見沼区大和田町２－１２２７－５ ウエルシア薬局株式会社　代表取締役　松本　忠久 令和3年2月19日 令和9年5月31日 第1-2230号 魚介類販売業

89 ドラッグセイムス東大宮西口店 さいたま市見沼区東大宮２－３０－７ 株式会社富士薬品　代表取締役　高柳　昌幸 令和3年2月3日 令和9年5月31日 第1-1864号 魚介類販売業

90 ファミリーマート　指扇駅前店 さいたま市西区宝来１７１７－６ 株式会社ファミリーマート　代表取締役　澤田　貴司 令和3年2月25日 令和9年3月31日 第1-2229号 魚介類販売業

91 セブンイレブン大宮一番街店 さいたま市大宮区宮町１－６０ 048-643-8313 中原　和彦 令和3年2月24日 令和9年2月28日 第1-1826号 魚介類販売業

92 ローソンフタバ図書ＧＩＧＡ大宮店 さいたま市大宮区上小町６３７－１ 048-645-3310 株式会社ＨＩＦ－Ｃ　代表取締役　栗栖　正行 令和3年2月3日 令和9年2月28日 第1-2046号 魚介類販売業

93 ローソンフタバ図書ＧＩＧＡ与野本町店 さいたま市中央区本町東１－３－１８ 株式会社ＨＩＦ－Ｃ　代表取締役　栗栖　正行 令和3年2月12日 令和9年3月31日 第1-2047号 魚介類販売業

94 魚豊 さいたま市北区吉野町２－１９７－１ 048-651-1361 株式会社魚豊　代表取締役　園部　豊 令和3年2月15日 令和9年3月31日 第1-2167号 魚介類販売業

95 ＢＡＮＧＡＬ　ＨＡＬＡＬ　ＦＯＯＤＷＯＲＬＤ　ＡＮＤ　ＦＡＳＨＩＯＮ さいたま市緑区中尾１５０８－３ 048-767-8593 株式会社廣瀬製作所　代表取締役　ピロゾ・エムディ 令和3年2月24日 令和9年5月31日 第1-2290号 魚介類販売業

96 ごほうびステーキ　浦和パルコ店 さいたま市浦和区東高砂町１１－１　　５Ｆ 合同会社菊池商事　代表社員　菊池　俊彦 令和3年2月4日 令和9年2月28日 第1-1918号 食肉販売業

97 ウエルシアさいたま大和田店 さいたま市見沼区大和田町２－１２２７－５ ウエルシア薬局株式会社　代表取締役　松本　忠久 令和3年2月19日 令和9年5月31日 第1-2230号 食肉販売業

98 ドラッグセイムス東大宮西口店 さいたま市見沼区東大宮２－３０－７ 048-788-4511 株式会社富士薬品　代表取締役　高柳　昌幸 令和3年2月3日 令和9年5月31日 第1-1864号 食肉販売業

99 ファミリーマート　指扇駅前店 さいたま市西区宝来１７１７－６ 048-620-0102 株式会社ファミリーマート　代表取締役　澤田　貴司 令和3年2月25日 令和9年3月31日 第1-2229号 食肉販売業

100 セブンイレブン大宮一番街店 さいたま市大宮区宮町１－６０ 048-643-8313 中原　和彦 令和3年2月24日 令和9年2月28日 第1-1826号 食肉販売業

101 ローソンフタバ図書ＧＩＧＡ大宮店 さいたま市大宮区上小町６３７－１ 048-645-3310 株式会社ＨＩＦ－Ｃ　代表取締役　栗栖　正行 令和3年2月3日 令和9年2月28日 第1-2046号 食肉販売業

102 ローソンフタバ図書ＧＩＧＡ与野本町店 さいたま市中央区本町東１－３－１８ 048-851-0090 株式会社ＨＩＦ－Ｃ　代表取締役　栗栖　正行 令和3年2月12日 令和9年3月31日 第1-2047号 食肉販売業

103 ＢＡＮＧＡＬ　ＨＡＬＡＬ　ＦＯＯＤＷＯＲＬＤ　ＡＮＤ　ＦＡＳＨＩＯＮ さいたま市緑区中尾１５０８－３ 048-767-8593 株式会社廣瀬製作所　代表取締役　ピロゾ・エムディ 令和3年2月24日 令和9年5月31日 第1-2290号 食肉販売業

104 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　代表取締役　新野尾　一樹 令和3年2月16日 令和9年2月28日 第1-2219号 食料品販売業

105 ＣＯＲＫ浦和蔦屋書店 さいたま市浦和区高砂１－１６－１２　　アトレ浦和　１階 株式会社カクヤス　代表取締役　佐藤　順一 令和3年2月19日 令和9年2月28日 第1-2252号 食料品販売業

106 さいたま市浦和区北浦和１－７－１　　北浦和ターミナルビル　クイーンズ伊勢丹内 048-711-6700 令和3年2月8日 令和9年2月28日 第1-2062号 食料品販売業

107 ジェーソン　岩槻府内店 さいたま市岩槻区府内１－５－２９ 048-797-1127 株式会社ジェーソン　代表取締役　太田　万三彦 令和3年2月15日 令和9年5月31日 第1-2195号 食料品販売業

108 ドラッグセイムス東大宮西口店 さいたま市見沼区東大宮２－３０－７ 株式会社富士薬品　代表取締役　高柳　昌幸 令和3年2月3日 令和9年5月31日 第1-1864号 食料品販売業

109 見福丼丸　さいたま七里店 さいたま市見沼区東門前５６－１ 末広エステート株式会社　代表取締役　増野　博行 令和3年2月12日 令和9年5月31日 第1-1896号 食料品販売業

110 ファミリーマート　指扇駅前店 さいたま市西区宝来１７１７－６ 048-620-0102 株式会社ファミリーマート　代表取締役　澤田　貴司 令和3年2月25日 令和9年3月31日 第1-2229号 食料品販売業

111 ＢＥＣＫ’Ｓ　ＳＴＡＴＩＯＮ　ＬＯＵＮＧＥ　さいたま新都心駅店 さいたま市大宮区吉敷町４－５７－３　　ＪＲさいたま新都心駅 株式会社ＪＲ東日本フーズ　代表取締役　日野　正夫 令和3年2月22日 令和9年2月28日 第1-2125号 食料品販売業

112 セブンイレブン大宮一番街店 さいたま市大宮区宮町１－６０ 048-643-8313 中原　和彦 令和3年2月24日 令和9年2月28日 第1-1826号 食料品販売業

113 ローソンフタバ図書ＧＩＧＡ大宮店 さいたま市大宮区上小町６３７－１ 048-645-3310 株式会社ＨＩＦ－Ｃ　代表取締役　栗栖　正行 令和3年2月3日 令和9年2月28日 第1-2046号 食料品販売業

114 ローソンフタバ図書ＧＩＧＡ与野本町店 さいたま市中央区本町東１－３－１８ 株式会社ＨＩＦ－Ｃ　代表取締役　栗栖　正行 令和3年2月12日 令和9年3月31日 第1-2047号 食料品販売業

115 杉の子マート・ミニ さいたま市中央区本町東３－５－４３ 社会福祉法人埼玉福祉事業協会　理事長　髙橋　清子 令和3年2月17日 令和9年3月31日 第1-2202号 食料品販売業

116 ＢＡＮＧＡＬ　ＨＡＬＡＬ　ＦＯＯＤＷＯＲＬＤ　ＡＮＤ　ＦＡＳＨＩＯＮ さいたま市緑区中尾１５０８－３ 048-767-8593 株式会社廣瀬製作所　代表取締役　ピロゾ・エムディ 令和3年2月24日 令和9年5月31日 第1-2290号 食料品販売業

117 プレミアムバケット　イオンモール浦和美園店 さいたま市緑区美園５－５０－１ 048-812-6488 株式会社バケット　代表取締役　江下　健一 令和3年2月10日 令和9年5月31日 第1-2210号 食料品販売業

118 合資会社玉家（惣菜） さいたま市浦和区常盤３－２４－７ 048-886-8027 合資会社玉家　代表社員　西川　和良 令和3年2月2日 令和9年2月28日 第1-2104号 総菜製造業

119 ジェーソン　岩槻府内店 さいたま市岩槻区府内１－５－２９ 048-797-1127 株式会社ジェーソン　代表取締役　太田　万三彦 令和3年2月15日 令和9年5月31日 第1-2195号 乳類販売業

120 ドラッグセイムス東大宮西口店 さいたま市見沼区東大宮２－３０－７ 048-788-4511 株式会社富士薬品　代表取締役　高柳　昌幸 令和3年2月3日 令和9年5月31日 第1-1864号 乳類販売業
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業種

営業許可施設（令和03年2月）　※自動車・自動販売機・簡易な営業・行商を除く　

121 ファミリーマート　指扇駅前店 さいたま市西区宝来１７１７－６ 048-620-0102 株式会社ファミリーマート　代表取締役　澤田　貴司 令和3年2月25日 令和9年3月31日 第1-2229号 乳類販売業

122 セブンイレブン大宮一番街店 さいたま市大宮区宮町１－６０ 048-643-8313 中原　和彦 令和3年2月24日 令和9年2月28日 第1-1826号 乳類販売業

123 ローソンフタバ図書ＧＩＧＡ大宮店 さいたま市大宮区上小町６３７－１ 048-645-3310 株式会社ＨＩＦ－Ｃ　代表取締役　栗栖　正行 令和3年2月3日 令和9年2月28日 第1-2046号 乳類販売業

124 ローソンフタバ図書ＧＩＧＡ与野本町店 さいたま市中央区本町東１－３－１８ 048-851-0090 株式会社ＨＩＦ－Ｃ　代表取締役　栗栖　正行 令和3年2月12日 令和9年3月31日 第1-2047号 乳類販売業
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