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1 韓美食オンギージョンギー さいたま市浦和区北浦和１－９－１－１０２　 048-883-8939 株式会社オンギージョンギー　 令和5年2月14日 令和11年2月28日 第2-1722号 そうざい製造業

2 有限会社小島飯店 さいたま市浦和区北浦和３－８－１１　 048-832-0247 有限会社小島飯店　 令和5年2月10日 令和11年2月28日 第2-1712号 そうざい製造業

3 ファストフードでこ さいたま市見沼区新堤１２１　 048-912-2002 株式会社ＬＣ　 令和5年2月9日 令和11年5月31日 第2-1707号 そうざい製造業

4 Ｂａｂｂｏ さいたま市見沼区東大宮５－４９－５　サクマ東大宮ハイツ１０２ 048-682-2011 株式会社Ｂａｂｂｏ　 令和5年2月28日 令和11年5月31日 第2-1802号 そうざい製造業

5 ろみさんち　ごはん部 さいたま市桜区田島６－１－２０　 長谷川　広美　 令和5年2月13日 令和11年3月31日 第2-1679号 そうざい製造業

6 十色とうがらしファーム さいたま市桜区田島６－１－２０　 合同会社十色　 令和5年2月13日 令和11年3月31日 第2-1687号 そうざい製造業

7 牛国屋　吉野町店 さいたま市北区吉野町２－１８９－５　 048-669-0298 株式会社ヒロジャパンフードサービス　 令和5年2月15日 令和11年3月31日 第2-1792号 そうざい製造業

8 盛田軒 さいたま市北区宮原町２－１６－２　新井マンション１Ｆ 048-782-6391 株式会社蹴麺　 令和5年2月15日 令和11年3月31日 第2-1762号 そうざい製造業

9 ファミリーマート浦和岸町 さいたま市浦和区岸町１－１３－２７　 048-657-9875 株式会社ファミリーマート　 令和5年2月15日 令和11年2月28日 第2-1642号 飲食店営業

10 浦和駒場スタジアム３階メインスタンド東側グリーンパル さいたま市浦和区駒場２－１－１　 株式会社グリーン企画社 令和5年2月21日 令和11年2月28日 第2-1749号 飲食店営業

11 月や さいたま市浦和区元町２－８－３　 048-717-2261 佐藤　裕　 令和5年2月10日 令和11年2月28日 第2-1675号 飲食店営業

12 ｃｉｎｑ さいたま市浦和区元町２－９－７　 048-886-5000 有限会社エクリュ　 令和5年2月8日 令和11年2月28日 第2-1668号 飲食店営業

13 三田製麺所　アトレ浦和店 さいたま市浦和区高砂１－１６－１２　アトレ浦和店２階 048-881-2660 株式会社エムピーキッチン　 令和5年2月16日 令和11年2月28日 第2-1658号 飲食店営業

14 Ｂ＆Ｉ　１３０８ さいたま市浦和区高砂２－１２－１０　 048-822-5141 グリーンホスピタリティフードサービス株式会社　 令和5年2月20日 令和11年2月28日 第2-1667号 飲食店営業

15 彩 さいたま市浦和区高砂３－１０－１５　 048-837-5425 下野　幸子　 令和5年2月10日 令和11年2月28日 第2-1650号 飲食店営業

16 （株）若菜　ニチイキッズコバトン保育園事業所 さいたま市浦和区高砂３－１４－２１　職員会館 048-835-3201 株式会社若菜　 令和5年2月20日 令和10年2月29日 第2-1768号 飲食店営業

17 パスタバル　高砂３丁目 さいたま市浦和区高砂３－７－３　エスポワールビル１Ｆ 048-789-6300 大島　真次　 令和5年2月10日 令和11年2月28日 第2-1623号 飲食店営業

18 炭火串焼　大山 さいたま市浦和区上木崎１－１０－１６　宮坂ビル２Ｆ 048-815-7622 大山　健二　 令和5年2月22日 令和11年2月28日 第2-1836号 飲食店営業

19 ハースブラウン与野店（飲食） さいたま市浦和区上木崎１－１－１　 048-814-2590 山崎製パン株式会社　 令和5年2月13日 令和11年2月28日 第2-1725号 飲食店営業

20 中華料理　ＲＡＫＵ さいたま市浦和区上木崎１－３－３２　松本ビル２階東室 048-823-8282 豊田　学　 令和5年2月3日 令和11年2月28日 第2-1598号 飲食店営業

21 タイコー さいたま市浦和区上木崎１－７－４　 048-832-9770 藤村　幸子　 令和5年2月13日 令和11年2月28日 第2-1704号 飲食店営業

22 レストラン喫茶ヒロ さいたま市浦和区上木崎２－２－１６　 048-833-9119 松井　京子　 令和5年2月13日 令和11年2月28日 第2-1701号 飲食店営業

23 浦和レッドダイヤモンズ　選手寮　食堂 さいたま市浦和区上木崎３－１７－３３　 048-825-8270 シダックスコントラクトフードサービス株式会社　 令和5年2月21日 令和11年2月28日 第2-1814号 飲食店営業

24 松月庵 さいたま市浦和区上木崎４－２－２０　 048-833-2551 富澤　久雄　 令和5年2月21日 令和11年2月28日 第2-1705号 飲食店営業

25 寺田家 さいたま市浦和区上木崎６－３５－１２　 048-883-9132 有限会社寺田家　 令和5年2月20日 令和11年2月28日 第2-1776号 飲食店営業

26 生活協同組合コープみらい　コープ上木崎店　精肉 さいたま市浦和区上木崎７－６－７　 048-831-1266 生活協同組合コープみらい　 令和5年2月20日 令和11年2月28日 第4-107号 飲食店営業

27 生活協同組合コープみらい　コープ上木崎店 さいたま市浦和区上木崎７－６－７　 048-831-1266 生活協同組合コープみらい 令和5年2月20日 令和11年2月28日 第4-108号 飲食店営業

28 龍勝麺館 さいたま市浦和区常盤１０－９－１３　 楊　春勝　 令和5年2月24日 令和11年2月28日 第2-1715号 飲食店営業

29 和風　司 さいたま市浦和区常盤１０－９－１５　 048-832-3908 宮内　信司　 令和5年2月13日 令和11年2月28日 第2-1604号 飲食店営業

30 縁 さいたま市浦和区常盤１０－９－２０　店舗ＳＡＳＨＯ　１－３ 森　邦恵　 令和5年2月28日 令和11年2月28日 第2-1702号 飲食店営業

31 小料理うさぎ さいたま市浦和区常盤１－７－３　 青木　恭子　 令和5年2月13日 令和11年2月28日 第2-1665号 飲食店営業

32 嶌 さいたま市浦和区常盤３－１９－８　 048-813-3577 丸澤　必勝　 令和5年2月14日 令和11年2月28日 第2-1678号 飲食店営業

33 ラーラ　北浦和店 さいたま市浦和区常盤９－２０－１５　田中ビル１Ｆ 048-824-5059 株式会社ユーフォリア　 令和5年2月13日 令和11年2月28日 第2-1660号 飲食店営業

34 田舎家　炉 さいたま市浦和区常盤９－３３－２２　 048-824-1991 有限会社いなかや　 令和5年2月16日 令和11年2月28日 第2-1734号 飲食店営業

35 土佐宿毛マーケット さいたま市浦和区仲町１－１０－１　ＰＯＲＡＭビル５Ｆ 048-830-0874 株式会社アクロスリング　 令和5年2月20日 令和11年2月28日 第2-1819号 飲食店営業

36 サパークラブ　果林 さいたま市浦和区仲町１－１１－４　 048-824-6667 白石　茂敏　 令和5年2月15日 令和11年2月28日 第2-1683号 飲食店営業

37 三村　浦和仲町店 さいたま市浦和区仲町１－２－９　第１タナカビル２階 048-711-8762 株式会社大庄　 令和5年2月15日 令和11年2月28日 第2-1797号 飲食店営業

38 そば司　沢畔 さいたま市浦和区仲町４－１０－１３　 048-837-8723 瀬川　信治　 令和5年2月10日 令和11年2月28日 第2-1636号 飲食店営業

39 ヒューマンライフケア　浦和の樹 さいたま市浦和区東高砂町４－１　 048-885-9717 株式会社ＬＥＯＣ　 令和5年2月10日 令和11年2月28日 第2-1630号 飲食店営業

40 餃子ダイニングＴＳＵＤＯＩ さいたま市浦和区東仲町１０－１　 048-711-1703 株式会社リープ　 令和5年2月9日 令和11年2月28日 第2-1671号 飲食店営業

41 オッパチキン＆チーズボール さいたま市浦和区東仲町１－１９　 048-607-2665 株式会社ＢＪ　ＦＡＭＩＬＹ　 令和5年2月13日 令和11年2月28日 第2-1772号 飲食店営業

42 串カツ田中　浦和店 さいたま市浦和区東仲町８－１　 048-829-9490 株式会社ＯＩＣＹ　 令和5年2月16日 令和11年2月28日 第2-1765号 飲食店営業

営業許可施設（令和05年2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

1 / 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05年2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 カラオケシアター夢舞台 さいたま市浦和区北浦和１－１－７　江崎ビル４Ｆ 048-885-9981 斉藤　則夫　 令和5年2月13日 令和11年2月28日 第2-1698号 飲食店営業

44 モスバーガー北浦和店 さいたま市浦和区北浦和１－２－１８　 048-825-7100 有限会社ほんだ屋　 令和5年2月14日 令和11年2月28日 第2-1713号 飲食店営業

45 韓美食オンギージョンギー さいたま市浦和区北浦和１－９－１－１０２　 048-883-8939 株式会社オンギージョンギー　 令和5年2月14日 令和11年2月28日 第2-1720号 飲食店営業

46 くろーばー さいたま市浦和区北浦和３－１－７　中村ビル３Ｆ 048-762-3991 池田　知宏　 令和5年2月17日 令和11年2月28日 第2-1798号 飲食店営業

47 ＮＡＧＡＲＥＭＯＮＯ さいたま市浦和区北浦和３－４－４　ケイアイビル３Ｆ 048-825-1328 中村　寛文　 令和5年2月13日 令和11年2月28日 第2-1661号 飲食店営業

48 有限会社小島飯店 さいたま市浦和区北浦和３－８－１１　 048-832-0247 有限会社小島飯店　 令和5年2月10日 令和11年2月28日 第2-1711号 飲食店営業

49 モスバーガー北浦和西口店 さいたま市浦和区北浦和４－２－２　 048-815-7677 株式会社モスストアカンパニー 令和5年2月14日 令和11年2月28日 第2-1703号 飲食店営業

50 フォースプレイス さいたま市浦和区北浦和４－８－２　 株式会社フォースプレイス　 令和5年2月24日 令和11年2月28日 第2-1714号 飲食店営業

51 ぱんぷきんＭＡＭＡ さいたま市浦和区北浦和５－６－７　レジデンスキタウラワ１０５ 048-831-6612 森山　進二　 令和5年2月13日 令和11年2月28日 第2-1740号 飲食店営業

52 有限会社魚直 さいたま市浦和区本太１－１－１３　 048-882-2993 有限会社魚直　 令和5年2月20日 令和11年2月28日 第2-1732号 飲食店営業

53 トレノーヴェ さいたま市浦和区本太１－１８－３　 048-881-3231 髙橋　元子　 令和5年2月14日 令和10年2月29日 第2-1691号 飲食店営業

54 まどか北浦和 さいたま市浦和区本太３－３６－１８　 048-885-5182 株式会社ＬＥＯＣ　 令和5年2月9日 令和11年2月28日 第2-1666号 飲食店営業

55 ｆｕｆｕ．ｃａｆｅ さいたま市浦和区木崎５－２７－５　 大滝　佳代子　 令和5年2月14日 令和10年2月29日 第2-1706号 飲食店営業

56 お茶カフェ　うさぎ さいたま市浦和区領家７－１７－１４　領家コーポＤ１０２ 048-832-1128 横尾　久子　 令和5年2月21日 令和11年2月28日 第2-1682号 飲食店営業

57 セブンイレブンさいたま釣上店 さいたま市岩槻区釣上新田１０９２－１　 048-797-1107 張　永強　 令和5年2月22日 令和11年5月31日 第2-1724号 飲食店営業

58 キセキ食堂　岩槻店 さいたま市岩槻区本宿１９４－１２　 株式会社キセキ食堂　 令和5年2月6日 令和11年5月31日 第2-1580号 飲食店営業

59 シェリル さいたま市岩槻区本町３－１０－１　小林ビル２階 伊藤　裕妃江　 令和5年2月17日 令和11年5月31日 第2-1730号 飲食店営業

60 勝翔 さいたま市岩槻区本町５－１０－１５　 048-884-8845 株式会社翔栄　 令和5年2月17日 令和11年5月31日 第2-1759号 飲食店営業

61 ＰＯＷＷＯＷ さいたま市岩槻区末田２４２４－３　 川田　龍也　 令和5年2月1日 令和11年1月31日 第2-1651号 飲食店営業

62 セブン－イレブンさいたま春岡店 さいたま市見沼区丸ケ崎町２５－１２　 048-687-2411 大嶋商事株式会社　 令和5年2月21日 令和11年5月31日 第2-1787号 飲食店営業

63 ほっともっと大宮丸ヶ崎店 さいたま市見沼区丸ケ崎町３６－１２　 048-682-5866 株式会社Ｍ’ｓＦＡＣＴＯＲＹ　 令和5年2月1日 令和11年1月31日 第2-1674号 飲食店営業

64 ファミリーマート大宮御蔵 さいたま市見沼区御蔵１３９　 048-682-1720 株式会社ファミリーマート　 令和5年2月21日 令和11年5月31日 第2-1659号 飲食店営業

65 日鋪建設（株）埼玉寮 さいたま市見沼区深作１－３７－１８　 サンコー食品株式会社　 令和5年2月7日 令和10年5月31日 第2-1644号 飲食店営業

66 ＫＯＴＯＨＯＧＩ　ＢＬＯＯＭＹ’Ｓ さいたま市見沼区大和田町１－１４６９－５　 株式会社ＲＩＫ・シラフジ　 令和5年2月21日 令和11年5月31日 第2-1735号 飲食店営業

67 Ｂａｂｂｏ さいたま市見沼区東大宮５－４９－５　サクマ東大宮ハイツ１０２ 048-682-2011 株式会社Ｂａｂｂｏ　 令和5年2月28日 令和11年5月31日 第2-1800号 飲食店営業

68 和み処　いちじく さいたま市見沼区南中丸１－８　第２ジュンハイツ１階 石川　明美　 令和5年2月1日 令和11年1月31日 第2-1694号 飲食店営業

69 ファミリーマートさいたま神田店 さいたま市桜区神田２４８－１　 048-851-6390 朴　威英　 令和5年2月27日 令和11年3月31日 第2-1925号 飲食店営業

70 夢Ｍａｋｅ さいたま市桜区神田２８８－３　 合同会社未来夢芽育　 令和5年2月8日 令和11年3月31日 第2-1643号 飲食店営業

71 ｂｅｌｌｓａｌｕｔｅ　‐ＥＳＴＨＥＴＩＣ＆ＣＡＦＥ‐ さいたま市桜区神田５０－３　 048-789-7799 株式会社ベルサルテ　 令和5年2月3日 令和11年3月31日 第2-1608号 飲食店営業

72 ファミリーマートさいたま大久保領家 さいたま市桜区大久保領家２３６－２　 048-857-5025 株式会社ＰＯＳＩＴＩＶＯ　 令和5年2月24日 令和11年3月31日 第2-1639号 飲食店営業

73 夢眠さくら さいたま市桜区町谷２－７－１８　 048-789-6690 日清医療食品株式会社　 令和5年2月24日 令和11年3月31日 第4-111号 飲食店営業

74 庭亭　西浦和店 さいたま市桜区田島８－２－１２　 株式会社Ｐ．Ｓ．Ｐ．　 令和5年2月24日 令和11年3月31日 第2-1790号 飲食店営業

75 じゃぱん亭白鍬店 さいたま市桜区白鍬２６１－２　 048-853-6960 川村　豊　 令和5年2月13日 令和11年3月31日 第2-1718号 飲食店営業

76 黒金２９ さいたま市大宮区下町１－５－１　第２マルハチビル１階 048-644-6889 川田　清顕　 令和5年2月28日 令和11年2月28日 第2-1778号 飲食店営業

77 日本マクドナルド株式会社　コクーンシティ店 さいたま市大宮区吉敷町４－２６３－６　 048-645-5038 日本マクドナルド株式会社　 令和5年2月2日 令和11年2月28日 第2-1595号 飲食店営業

78 炭火焼肉　百花炉 さいたま市大宮区吉敷町４－２６３－８　コクーンシティパークサイドビル２Ｆ 048-641-7773 有限会社ケーワイプラス　 令和5年2月24日 令和11年2月28日 第2-1686号 飲食店営業

79 築地銀だこ さいたま市大宮区吉敷町４－２６７－２　 048-600-4307 株式会社タコプランニング　 令和5年2月22日 令和11年2月28日 第2-1648号 飲食店営業

80 カフェアレトロ さいたま市大宮区宮町１－２７　 048-641-1145 有限会社古賀協会エス・テイ・ケイ　 令和5年2月22日 令和11年2月28日 第2-1854号 飲食店営業

81 北海道らーめんひむろ　大宮店 さいたま市大宮区宮町１－４４－１　橋本第三ビル 048-776-9975 木幡　大地　 令和5年2月14日 令和11年2月28日 第2-1677号 飲食店営業

82 均タロー大宮店 さいたま市大宮区宮町２－１３－１　第１２松ビル２Ｆ 048-782-4747 株式会社ジュネストリー　 令和5年2月7日 令和11年2月28日 第2-1599号 飲食店営業

83 ナチュラルローソンさいたま一の宮通り店 さいたま市大宮区宮町２－１４４　 048-643-3886 株式会社ライズ　 令和5年2月15日 令和11年2月28日 第2-1760号 飲食店営業

84 魚国総本社・さいたま２２８５８ さいたま市大宮区宮町２－９０　 048-641-8531 株式会社魚国総本社　 令和5年2月22日 令和11年2月28日 第2-1663号 飲食店営業
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営業許可施設（令和05年2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 ファミリーマート大宮中央 さいたま市大宮区宮町４－１５９　 048-640-2156 株式会社ビッグトラスト 令和5年2月24日 令和11年2月28日 第2-1559号 飲食店営業

86 韓国料理　金剛苑 さいたま市大宮区宮町４－８５　 048-641-2287 山野　賢子　 令和5年2月28日 令和11年2月28日 第2-1770号 飲食店営業

87 大宮ルミネ　スタッフキャフェテリア さいたま市大宮区錦町６３０　 048-642-1633 コンパスグループ・ジャパン株式会社　 令和5年2月24日 令和11年2月28日 第2-1716号 飲食店営業

88 築地すし兆　ｅｃｕｔｅ大宮店（厨房） さいたま市大宮区錦町６３０　ＪＲ大宮駅構内 048-648-8674 株式会社ちよだ鮨　中島　正人 令和5年2月17日 令和11年2月28日 第2-1640号 飲食店営業

89 Ｒａｉｌｗａｙ　Ｃｌｕｂ大宮店 さいたま市大宮区錦町６３０　ＪＲ東日本大宮駅構内 048-650-0895 株式会社ＪＲ東日本クロスステーション　 令和5年2月14日 令和11年2月28日 第2-1709号 飲食店営業

90 神戸コロッケ　エキュート大宮店　後方厨房ＫＴ３ さいたま市大宮区錦町６３０　ＪＲ東日本大宮駅構内 048-648-8682 株式会社ロック・フィールド　 令和5年2月17日 令和11年2月28日 第2-1727号 飲食店営業

91 ＰＡＯＰＡＯ　ｅｃｕｔｅ大宮店 さいたま市大宮区錦町６３０　ＪＲ東日本大宮駅構内 048-657-7506 明治屋産業株式会社　 令和5年2月17日 令和11年2月28日 第2-1728号 飲食店営業

92 常盤珈琲焙煎所　大宮氷川参道店 さいたま市大宮区高鼻町１－１７３－２　 048-783-4883 株式会社フラクタル　 令和5年2月24日 令和10年2月29日 第2-1717号 飲食店営業

93 奧信州 さいたま市大宮区高鼻町２－３２０－５３　 048-644-8606 吉澤　翠　 令和5年2月8日 令和11年2月28日 第2-1649号 飲食店営業

94 農園野菜と炙り魚　煉 さいたま市大宮区桜木町１－１０－１５　シーノ大宮１Ｆ 048-650-3075 ＢＥＳＴ　ＳＥＡＳＯＮ　ＦＯＯＤ株式会社　 令和5年2月28日 令和11年2月28日 第2-1865号 飲食店営業

95 温野菜　大宮西口店 さいたま市大宮区桜木町１－１－１０　ＯＺ　ＳＡＫＵＲＡ５階 048-783-2926 株式会社レインズインターナショナル　 令和5年2月16日 令和11年2月28日 第4-106号 飲食店営業

96 Ｌｉ－ｂｅｒｏ さいたま市大宮区桜木町１－２３１　永野マンションⅠ　１Ｆ 048-871-9555 森尾　典由　 令和5年2月7日 令和11年2月28日 第2-1606号 飲食店営業

97 かしら屋　西口店 さいたま市大宮区桜木町１－３－１　 048-647-0623 株式会社協栄商事　 令和5年2月14日 令和11年2月28日 第2-1641号 飲食店営業

98 ファミリーマート大宮桜木町一丁目店 さいたま市大宮区桜木町１－８－３　 048-650-9500 吉田　一之　 令和5年2月24日 令和11年2月28日 第2-1757号 飲食店営業

99 ａｌｐｈａ　ｂｙ　ＡＣＱＵＡ　ＯＭＩＹＡ さいたま市大宮区桜木町２－１５８－２　ＳＰＲＩＮＧ　ＡＲＴ　ＢＬＤ４階 合同会社ＡＳカンパニー　 令和5年2月15日 令和11年2月28日 第2-1786号 飲食店営業

100 ビーフダイニング長谷川 さいたま市大宮区桜木町２－１５８－２　スプリングアートビル　１階 株式会社長谷川ホルモン　 令和5年2月24日 令和11年2月28日 第2-1808号 飲食店営業

101 レストラン　アン・ドゥ・トヮ さいたま市大宮区桜木町２－２４６　 048-644-6001 原田　直樹　 令和5年2月22日 令和11年2月28日 第2-1653号 飲食店営業

102 縁尽 さいたま市大宮区桜木町２－２９７－３　 048-779-8980 株式会社縁尽　 令和5年2月2日 令和11年2月28日 第2-1635号 飲食店営業

103 モッツバー輪　大宮西口店 さいたま市大宮区桜木町２－６　ＤＯＭショッピングセンターＰＡＲＴⅡ 048-645-8225 株式会社フードリンク　 令和5年2月17日 令和11年2月28日 第2-1652号 飲食店営業

104 杏樹 さいたま市大宮区桜木町２－６－１３　 048-642-2320 水嶋　大樹　 令和5年2月28日 令和11年2月28日 第2-1764号 飲食店営業

105 もつ焼　よし田 さいたま市大宮区桜木町４－３２０　 048-645-6713 吉田　一明　 令和5年2月8日 令和11年2月28日 第2-1620号 飲食店営業

106 ラーメンどでん　大宮店 さいたま市大宮区桜木町４－３８－１　カネコビル１Ｆ 株式会社アドグッズ　 令和5年2月22日 令和11年2月28日 第2-1750号 飲食店営業

107 そば処　長山 さいたま市大宮区三橋１－１５９　 048-651-0807 有限会社長山　 令和5年2月7日 令和11年2月28日 第2-1605号 飲食店営業

108 Ｔ－２０７２８ さいたま市大宮区三橋１－９８３　 048-668-6210 フジ産業株式会社 令和5年2月9日 令和11年2月28日 第2-1742号 飲食店営業

109 そんぽの家　大宮 さいたま市大宮区三橋２－５６１－１　 048-620-6160 ＳＯＭＰＯケアフーズ株式会社　 令和5年2月17日 令和11年2月28日 第4-104号 飲食店営業

110 みつばメゾン大宮三橋 さいたま市大宮区三橋４－６６９－１　 株式会社アミス　 令和5年2月17日 令和11年2月28日 第2-1822号 飲食店営業

111 ヤオコー　大宮上小町店（惣菜・寿司） さいたま市大宮区上小町１０３６－１　 048-642-7511 株式会社ヤオコー　 令和5年2月3日 令和11年2月28日 第4-102号 飲食店営業

112 魚田 さいたま市大宮区上小町１０４０　 048-644-1543 太田　裕樹　 令和5年2月9日 令和11年2月28日 第2-1736号 飲食店営業

113 ベストライフ大宮 さいたま市大宮区上小町１１５１－１　 048-647-0157 株式会社アスモフードサービス東日本　 令和5年2月28日 令和11年2月28日 第2-1731号 飲食店営業

114 株式会社マルエツ　天沼店 さいたま市大宮区浅間町１－１８１　 048-641-7706 株式会社マルエツ　 令和5年2月2日 令和11年2月28日 第2-1627号 飲食店営業

115 株式会社マルエツ　天沼店 さいたま市大宮区浅間町１－１８１　 048-641-7706 株式会社マルエツ　 令和5年2月2日 令和11年2月28日 第2-1628号 飲食店営業

116 ホームステーションらいふ大宮 さいたま市大宮区浅間町１－１８１　 株式会社ＬＥＯＣ　 令和5年2月16日 令和11年2月28日 第2-1743号 飲食店営業

117 創作居酒屋　いいとこ鶏 さいたま市大宮区大門町１－１２　 048-645-8337 株式会社Ｓ．Ｓ．Ｋ　 令和5年2月28日 令和11年2月28日 第2-1852号 飲食店営業

118 東鮨　新店 さいたま市大宮区大門町１－１４　 048-644-4400 有限会社ＫＳＡ　 令和5年2月9日 令和11年2月28日 第2-1723号 飲食店営業

119 マンボープラス大宮東口店 さいたま市大宮区大門町１－２４－１　大一ビル２～６Ｆ 048-658-5400 株式会社マンボー　 令和5年2月17日 令和11年2月28日 第2-1381号 飲食店営業

120 大衆割烹　じゅらく さいたま市大宮区大門町２－１１０　 048-641-1061 下澤　良和　 令和5年2月16日 令和11年2月28日 第2-1738号 飲食店営業

121 喫茶ビーワン さいたま市大宮区大門町２－８６　タハラビルＢ１ 048-644-1161 江戸谷　一男　 令和5年2月22日 令和11年2月28日 第2-1693号 飲食店営業

122 給食カフェ　１年６組 さいたま市大宮区大門町３－１０８　 井神　有沙　 令和5年2月17日 令和11年2月28日 第2-1739号 飲食店営業

123 有限会社大西屋 さいたま市大宮区大門町３－２０７　 048-641-0703 有限会社大西屋　 令和5年2月28日 令和11年2月28日 第2-1841号 飲食店営業

124 ｕｒｂａｎｉｔｙ　ｃｌｕｂ　Ｅ－Ｓ さいたま市大宮区仲町１－１０５－１　南銀川鍋ビル４Ｆ 048-643-1657 長谷川　賢一　 令和5年2月28日 令和11年2月28日 第2-1848号 飲食店営業

125 Ｂｅｅ　ＯＭＩＹＡ さいたま市大宮区仲町１－１５　ＶＯＲＴ大宮５階 048-649-1800 株式会社ビーリンク　 令和5年2月17日 令和11年2月28日 第2-1681号 飲食店営業

126 キラリ大宮店 さいたま市大宮区仲町１－２１　大宮南銀座毎日会館ビルＢ１ 048-647-2233 株式会社Ｌ＆Ｐ　 令和5年2月8日 令和10年2月28日 第2-1673号 飲食店営業
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営業許可施設（令和05年2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 ＰＬＡＴＩＮＵＭ さいたま市大宮区仲町１－３３－７　斉藤ビル３Ｆ 岡田　一路　 令和5年2月22日 令和11年2月28日 第2-1830号 飲食店営業

128 鮨・ＤＩＮＩＮＧ　月むら さいたま市大宮区仲町１－４８　あひか第２ビル１Ｆ 048-641-2888 株式会社彩華　 令和5年2月17日 令和11年2月28日 第2-1697号 飲食店営業

129 ふるさと料理　中清 さいたま市大宮区仲町１－６２－３　 048-641-4117 吉野　裕一　 令和5年2月17日 令和11年2月28日 第2-1696号 飲食店営業

130 Ｃｌｕｂ　Ｌｕｘｅ さいたま市大宮区仲町１－７７－１　南銀センタービル４階 048-645-5163 株式会社コンチネンタル　 令和5年2月24日 令和11年2月28日 第2-1851号 飲食店営業

131 Ｅ１１ＥＶＥＮ さいたま市大宮区仲町１－８０　もりくま４　１Ｆ 048-643-1158 江口　麻李　 令和5年2月17日 令和11年2月28日 第2-1719号 飲食店営業

132 ｃｌｕｂ　Ｍａｄｅｍｏｉｓｅｌｌｅ さいたま市大宮区仲町１－８７　第五ヨシケンビル３階 048-645-0467 寺長根　大悟　 令和5年2月28日 令和11年2月28日 第2-1741号 飲食店営業

133 ｃｌｕｂ　Ｒｉｚｚｅ さいたま市大宮区仲町１－８７－３　第五ヨシケンビル２階 048-642-6188 中島　真也　 令和5年2月15日 令和10年2月29日 第2-1753号 飲食店営業

134 パイ助 さいたま市大宮区仲町１－９１　第３ヨシケンビル　４階 048-780-2240 株式会社ＢＩＧＳＴＯＮＥ　 令和5年2月8日 令和11年2月28日 第2-1664号 飲食店営業

135 莉園 さいたま市大宮区仲町１－９６－２　オリハラビル４Ｆ 048-643-5980 陳　麗瓊　 令和5年2月28日 令和11年2月28日 第2-1785号 飲食店営業

136 山下軒 さいたま市大宮区仲町２－３３－１　 048-641-0167 有限会社山下軒　 令和5年2月8日 令和11年2月28日 第2-1646号 飲食店営業

137 プリッジ さいたま市大宮区仲町２－４０　日新ビル２Ｆ 乙川　うた子　 令和5年2月28日 令和11年2月28日 第2-1845号 飲食店営業

138 僕のイタリアン さいたま市大宮区仲町２－４０　日新大宮仲町ビル５Ｆ 能勢　祥平　 令和5年2月28日 令和11年2月28日 第2-1874号 飲食店営業

139 ライフコミューン大宮東厨房 さいたま市大宮区天沼町２－１５０－１　 048-644-0536 グラン・グルメ株式会社　 令和5年2月14日 令和11年2月28日 第2-1695号 飲食店営業

140 ＡＦＳＡＮＡ　ＩＮＤＩＡＮ　ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ＆ＢＡＲ さいたま市大宮区天沼町２－７１８－５　 合同会社ＡＦＳＡＮＡ　 令和5年2月7日 令和10年2月29日 第2-1672号 飲食店営業

141 群馬銀行大宮寮 さいたま市大宮区土手町１－２４１　 048-651-0867 株式会社ニッコクトラスト　 令和5年2月24日 令和11年2月28日 第2-1752号 飲食店営業

142 カラオケ喫茶　スタジオＭ さいたま市大宮区土手町３－１３４　パークサイドビル大宮１０３ 048-641-2829 浅子　宮子　 令和5年2月22日 令和11年2月28日 第2-1690号 飲食店営業

143 お好み焼き　利休 さいたま市大宮区北袋町１－８２　 048-607-5500 株式会社ＲＩＱ　 令和5年2月22日 令和11年2月28日 第2-1631号 飲食店営業

144 ＴＨＥ　ＭＡＲＫ　ＧＲＡＮＤ　ＨＯＴＥＬ　３階ドリンクカウンター さいたま市中央区新都心３－２　 048-601-1111 株式会社オペレーションプラス　 令和5年2月1日 令和11年3月31日 第2-1654号 飲食店営業

145 ＴＨＥ　ＭＡＲＫ　ＧＲＡＮＤ　ＨＯＴＥＬ　４階バンケットキッチン　ＧＲＡＮＤ さいたま市中央区新都心３－２　 048-601-1111 株式会社オペレーションプラス　 令和5年2月1日 令和11年3月31日 第2-1655号 飲食店営業

146 ＴＨＥ　ＭＡＲＫ　ＧＲＡＮＤ　ＨＯＴＥＬ　４階バンケットキッチン　ＯＲＩＥＮＴＡＬ さいたま市中央区新都心３－２　 048-601-1111 株式会社オペレーションプラス　 令和5年2月1日 令和11年3月31日 第2-1656号 飲食店営業

147 ＴＨＥ　ＭＡＲＫ　ＧＲＡＮＤ　ＨＯＴＥＬ　５階バンケットキッチン　ＭＡＲＫ さいたま市中央区新都心３－２　 048-601-1111 株式会社オペレーションプラス　 令和5年2月1日 令和11年3月31日 第2-1657号 飲食店営業

148 築地銀だこ　イオンモール与野店 さいたま市中央区本町西５－２－９　イオンモール与野店 048-851-6840 株式会社タコプランニング　 令和5年2月14日 令和11年3月31日 第2-1758号 飲食店営業

149 ファミリーマート　さいたま鈴谷二丁目店 さいたま市中央区鈴谷２－７１９　 048-859-6503 株式会社Ｉ’ｍｐｒｏｖｅ　 令和5年2月24日 令和11年3月31日 第2-1850号 飲食店営業

150 そんぽの家　南与野 さいたま市中央区鈴谷４－９－１１　 048-859-6363 ＳＯＭＰＯケアフーズ株式会社　 令和5年2月24日 令和11年3月31日 第4-110号 飲食店営業

151 あい さいたま市南区文蔵４－８－６　 048-861-6123 株式会社逢コーポレーション　 令和5年2月7日 令和10年5月31日 第2-1619号 飲食店営業

152 居酒屋　空 さいたま市南区別所７－９－１１　ＮＫビル１Ａ 048-711-9079 前田　靖浩　 令和5年2月28日 令和11年5月31日 第2-1929号 飲食店営業

153 牛国屋　吉野町店 さいたま市北区吉野町２－１８９－５　 048-669-0298 株式会社ヒロジャパンフードサービス 令和5年2月15日 令和11年3月31日 第2-1791号 飲食店営業

154 ファミリーマートさいたま宮原町一丁目店 さいたま市北区宮原町１－３８－３　 天沼　聖子　 令和5年2月15日 令和11年3月31日 第2-1647号 飲食店営業

155 盛田軒 さいたま市北区宮原町２－１６－２　新井マンション１Ｆ 048-782-6391 株式会社蹴麺　 令和5年2月15日 令和11年3月31日 第2-1761号 飲食店営業

156 カラオケ　スタジオ　ひな さいたま市北区植竹町１－１－２　レジーナ北大宮１０１ 小林　秀夫　 令和5年2月2日 令和11年3月31日 第2-1676号 飲食店営業

157 ひろの家　本郷町店 さいたま市北区本郷町１００－１　本郷マンション１０１号室 三井　良浩　 令和5年2月15日 令和11年3月31日 第2-1726号 飲食店営業

158 ローソンさいたま原山四丁目店 さいたま市緑区原山４－６８－１　 048-882-7055 石井　浩史　 令和5年2月1日 令和11年1月31日 第2-1692号 飲食店営業

159 レジデンス浦和美園 さいたま市緑区美園５－４３－１０　 048-878-5691 日本スマイル株式会社　 令和5年2月22日 令和11年5月31日 第2-1794号 飲食店営業

160 ＶＥＧＥＧＯ　イオン浦和美園 さいたま市緑区美園５－５０－１　 048-711-5123 株式会社ＫＩＣＨＩＲＩ　 令和5年2月9日 令和11年5月31日 第2-1591号 飲食店営業

161 ｃｉｎｑ さいたま市浦和区元町２－９－７　 048-886-5000 有限会社エクリュ　 令和5年2月8日 令和11年2月28日 第2-1669号 菓子製造業

162 さかえ家 さいたま市浦和区仲町３－７－８　 048-755-9041 中村　栄　 令和5年2月15日 令和11年2月28日 第2-1699号 菓子製造業

163 高砂屋菓子舗 さいたま市浦和区東仲町９－３　 048-882-7796 矢作　幸弘　 令和5年2月9日 令和11年2月28日 第2-1684号 菓子製造業

164 Ｔｅｅｔｙ　Ｗｏｏ さいたま市浦和区木崎５－３０－３　 048-874-8749 今井　るみ　 令和5年2月21日 令和11年2月28日 第2-1710号 菓子製造業

165 キッチン　ド　マウント　イワツキベース さいたま市岩槻区平林寺５８７－１２　 048-758-4646 株式会社マウント　 令和5年2月17日 令和11年5月31日 第2-1795号 菓子製造業

166 ファストフードでこ さいたま市見沼区新堤１２１　 048-912-2002 株式会社ＬＣ　 令和5年2月9日 令和11年5月31日 第2-1708号 菓子製造業

167 ＴＡＲＴＬＩＥＲ　東大宮店 さいたま市見沼区東大宮４－１７－１８　八木泉第２ビル１０１ 株式会社ＦＢ　 令和5年2月21日 令和11年5月31日 第2-1796号 菓子製造業

168 Ｂａｂｂｏ さいたま市見沼区東大宮５－４９－５　サクマ東大宮ハイツ１０２ 048-682-2011 株式会社Ｂａｂｂｏ　 令和5年2月28日 令和11年5月31日 第2-1801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05年2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 ヤオコー　浦和大久保店（ベーカリー） さいたま市桜区大久保領家片町１３６－１　 048-854-3281 株式会社ヤオコー　 令和5年2月3日 令和11年3月31日 第4-99号 菓子製造業

170 Ｅｖｅｒｙ　Ｓｍｉｌｅ さいたま市桜区田島６－１－２０　 柳澤　祐佳　 令和5年2月13日 令和11年3月31日 第2-1645号 菓子製造業

171 土筆堂 さいたま市桜区田島６－１－２０　 井瀬　翠　 令和5年2月8日 令和11年3月31日 第2-1662号 菓子製造業

172 ろみさんち　おやつ部 さいたま市桜区田島６－１－２０　 長谷川　広美　 令和5年2月13日 令和11年3月31日 第2-1680号 菓子製造業

173 ｒｅｅｂａｌｃａｆｅ さいたま市桜区田島６－１－２０　 瀧田　淳美　 令和5年2月8日 令和11年3月31日 第2-1685号 菓子製造業

174 粉と酵母 さいたま市桜区田島６－１－２０　「団地キッチン」田島 北村　千尋　 令和5年2月13日 令和11年3月31日 第2-1670号 菓子製造業

175 ｄｅｍｉ－ｓｏｕｐｉｒ さいたま市西区飯田２５５－５　 鈴木　美紗子　 令和5年2月15日 令和10年3月31日 第2-1745号 菓子製造業

176 シャトレーゼＪＲ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 048-755-9802 株式会社ＪＲ東日本クロスステーション　 令和5年2月22日 令和11年2月28日 第4-105号 菓子製造業

177 ＧＩＮＺＡ　ＰＥＴＩＴ　ＣＵＳＴＡ　エキュート大宮店 さいたま市大宮区錦町６３０　エキュート大宮 048-648-8766 有限会社Ｆ・Ｐフーズ　 令和5年2月7日 令和11年2月28日 第2-1615号 菓子製造業

178 ＭｉｌａＦｌｅｕｒｅｔｔｅ さいたま市大宮区大成町１－２０１－１　高橋マンション３０３号室 折内　かすみ　 令和5年2月24日 令和10年2月29日 第2-1700号 菓子製造業

179 （有）オルフロートパンジー さいたま市大宮区天沼町２－９０６　 048-783-2199 有限会社オルフロート・パンジー　 令和5年2月20日 令和10年2月29日 第2-1846号 菓子製造業

180 台湾茶房ｅ－ｏｎｅ さいたま市大宮区東町１－１２１－２　 048-871-8161 有限会社ミドルフラットインターナショナル 令和5年2月28日 令和10年2月29日 第2-1779号 菓子製造業

181 フロプレステージュ　与野イオン店 さいたま市中央区本町西５－２－９　イオンモール与野　１Ｆ 048-856-7118 株式会社フロジャポン　 令和5年2月14日 令和11年3月31日 第4-103号 菓子製造業

182 銀座に志かわ　武蔵浦和店 さいたま市南区別所７－１－１　東京ガスライフバル浦和ビル１階 048-764-8217 株式会社銀座仁志川　 令和5年2月16日 令和11年5月31日 第2-1821号 菓子製造業

183 ＲｉｅとＣｈｉｂｉｋｋｏのｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ さいたま市緑区原山３－１１－２１　 048-877-9393 内藤　里枝　 令和5年2月10日 令和11年5月31日 第2-1744号 菓子製造業

184 生活協同組合コープみらい　コープ上木崎店 さいたま市浦和区上木崎７－６－７　 048-831-1266 生活協同組合コープみらい 令和5年2月20日 令和11年2月28日 第4-109号 魚介類販売業

185 有限会社魚直 さいたま市浦和区本太１－１－１３　 048-882-2993 有限会社魚直　 令和5年2月20日 令和11年2月28日 第2-1733号 魚介類販売業

186 株式会社コモディイイダ北浦和店 さいたま市浦和区木崎１－４－１０　 048-882-8981 株式会社コモディイイダ　 令和5年2月13日 令和11年2月28日 第2-1689号 魚介類販売業

187 株式会社マルエツ　天沼店 さいたま市大宮区浅間町１－１８１　 048-641-7706 株式会社マルエツ　 令和5年2月2日 令和11年2月28日 第2-1626号 魚介類販売業

188 生らむじんぎすかん十勝平野北浦和本店 さいたま市浦和区常盤９－１６－１３　 048-832-9009 株式会社武笠総合ハウジング　 令和5年2月13日 令和11年2月28日 第2-1629号 食肉販売業

189 株式会社コモディイイダ北浦和店 さいたま市浦和区木崎１－４－１０　 048-882-8981 株式会社コモディイイダ　 令和5年2月13日 令和11年2月28日 第2-1688号 食肉販売業

190 株式会社マルエツ　天沼店 さいたま市大宮区浅間町１－１８１　 048-641-7706 株式会社マルエツ　 令和5年2月2日 令和11年2月28日 第2-1625号 食肉販売業

191 韓美食オンギージョンギー さいたま市浦和区北浦和１－９－１－１０２　 048-883-8939 株式会社オンギージョンギー　 令和5年2月14日 令和11年2月28日 第2-1721号 漬物製造業

192 盛田軒 さいたま市北区宮原町２－１６－２　新井マンション１Ｆ 048-782-6391 株式会社蹴麺　 令和5年2月15日 令和11年3月31日 第2-1763号 麺類製造業
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