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1 餃子専門丸虎ＭＡＲＣＯ さいたま市浦和区北浦和４－６－１　ポピー北浦和Ａ号 048-829-9715 吉田　大介　 令和4年3月7日 令和10年6月30日 第2-2576号 そうざい製造業

2 株式会社一和フーズセントラルキッチン さいたま市北区吉野町２－１８８－８　 048-667-8781 株式会社一和フーズ 令和4年3月30日 令和10年3月31日 第2-2705号 そうざい製造業

3 株式会社若菜 さいたま市北区別所町１２２－１　 048-651-3648 株式会社若菜 令和4年3月3日 令和10年3月31日 第2-2354号 そうざい製造業

4 ＮＥＸＵ浦学キッチン さいたま市緑区寺山１９５　ＮＥＸＳ 株式会社サンガジャパン 令和4年3月1日 令和10年5月31日 第4-43号 そうざい製造業

5 セブン－イレブン浦和馬場先通り店 さいたま市浦和区岸町２－１－２４　 048-831-0688 金田　歩由夢　 令和4年3月4日 令和10年6月30日 第2-2516号 飲食店営業

6 アランチャ・デル・ソーレ さいたま市浦和区岸町４－６－２　 048-822-9850 株式会社アランチャ・デル・ソーレ 令和4年3月29日 令和10年6月30日 第2-2801号 飲食店営業

7 湯屋敷孝楽 さいたま市浦和区元町２－１８－１２　 048-886-2677 有限会社あきよし 令和4年3月30日 令和10年6月30日 第2-2572号 飲食店営業

8 ＧＩＲＬＳ　Ｃｌｕｂ　ＴｅＴｅ さいたま市浦和区高砂２－１２－２１－１　エムエム高砂ビル２階２０１号室 048-711-8993 株式会社ＹＹ・ＷＯＲＬＤ 令和4年3月4日 令和10年6月30日 第2-2617号 飲食店営業

9 ローソンさいたま浦和常盤店 さいたま市浦和区常盤２－８－７　 048-829-2947 谷口　正剛　 令和4年3月3日 令和10年6月30日 第2-2120号 飲食店営業

10 さいたま市立常盤北小学校 さいたま市浦和区針ケ谷４－２－１２　 048-825-6336 有限会社Ｇフーズ 令和4年3月30日 令和10年6月30日 第2-2851号 飲食店営業

11 セブン－イレブン　浦和瀬ケ崎店 さいたま市浦和区瀬ケ崎３－１－２０　 048-884-3376 鬼島　剛　 令和4年3月11日 令和10年6月30日 第2-2585号 飲食店営業

12 庵　浮雨 さいたま市浦和区仲町１－１０－１３　２階 048-877-7331 熊谷　晴匡　 令和4年3月24日 令和10年6月30日 第2-2706号 飲食店営業

13 Ｎｉｇｈｔ　Ｂａｒ　Ｓｈａｋｅ さいたま市浦和区仲町１－１１－２　日建プリムローズ仲町１０２ 048-824-5678 今西　詩織　 令和4年3月31日 令和10年6月30日 第2-2776号 飲食店営業

14 ローソン浦和店 さいたま市浦和区仲町１－５－７　 048-829-2947 株式会社ライズ 令和4年3月4日 令和10年6月30日 第2-2404号 飲食店営業

15 セブン－イレブン浦和裏門通り店 さいたま市浦和区仲町２－１２－２　 048-831-0711 合同会社円正寺 令和4年3月17日 令和10年6月30日 第2-2618号 飲食店営業

16 ＭａｇｉｃａｌＳｍｏｋｅ さいたま市浦和区仲町２－３－５　 株式会社Ｒｕｂｙ 令和4年3月2日 令和9年6月30日 第2-2545号 飲食店営業

17 セブン－イレブン　浦和駅北口店 さいたま市浦和区東仲町９－５　 048-884-5677 呉羽　雅臣　 令和4年3月11日 令和10年6月30日 第2-2584号 飲食店営業

18 株式会社若菜　ピンクライオン保育園事業所 さいたま市浦和区東仲町９－８　 株式会社若菜 令和4年3月25日 令和10年6月30日 第2-2715号 飲食店営業

19 セブンイレブン北浦和３丁目店 さいたま市浦和区北浦和３－５－１４　ＳＩＡビル１階 048-833-9711 有限会社リコー商事 令和4年3月17日 令和10年6月30日 第2-2620号 飲食店営業

20 セブンイレブン北浦和駅東店 さいたま市浦和区北浦和３－９－８　 048-834-3956 有限会社リコー商事 令和4年3月17日 令和10年6月30日 第2-2621号 飲食店営業

21 ＴＨＥ　ＲＩＴＺ　Ｔｏｋｙｏ さいたま市浦和区北浦和４－１－１４　スダプラザ２階 048-749-1131 松下　弘樹　 令和4年3月17日 令和10年6月30日 第2-2745号 飲食店営業

22 セブン－イレブン北浦和公園前店 さいたま市浦和区北浦和４－３－１　 048-825-3575 横溝　直哉　 令和4年3月17日 令和10年6月30日 第2-2619号 飲食店営業

23 餃子専門丸虎ＭＡＲＣＯ さいたま市浦和区北浦和４－６－１　ポピー北浦和Ａ号 048-829-9715 吉田　大介　 令和4年3月7日 令和10年6月30日 第2-2575号 飲食店営業

24 セブン－イレブン浦和木崎２丁目店 さいたま市浦和区木崎２－２６－１１　 048-825-2500 大木　寛　 令和4年3月14日 令和10年6月30日 第2-2624号 飲食店営業

25 セブン－イレブン領家店 さいたま市浦和区領家４－１３－６　 048-886-8646 有限会社沼久 令和4年3月11日 令和10年6月30日 第2-2587号 飲食店営業

26 セブンイレブン　さいたま加倉店 さいたま市岩槻区加倉３－７－３８　 048-757-7011 株式会社本寿屋 令和4年3月2日 令和10年5月31日 第2-2530号 飲食店営業

27 セブンイレブン岩槻警察署前 さいたま市岩槻区岩槻５０８１－１　 048-758-6771 下村　剛史　 令和4年3月16日 令和10年5月31日 第2-2700号 飲食店営業

28 セブン－イレブン岩槻江川店 さいたま市岩槻区岩槻６８５８－１　 048-756-3700 平山　照康　 令和4年3月16日 令和10年5月31日 第2-2569号 飲食店営業

29 岩槻南病院 さいたま市岩槻区黒谷２２５６　 048-791-7070 日清医療食品株式会社 令和4年3月15日 令和10年5月31日 第2-2697号 飲食店営業

30 セブン－イレブンさいたま笹久保新田店 さいたま市岩槻区笹久保新田５４２　 048-798-7011 白石　修　 令和4年3月15日 令和10年5月31日 第2-2563号 飲食店営業

31 セブン－イレブン岩槻鹿室店 さいたま市岩槻区鹿室７４６－１　 048-794-7011 有限会社たばこや 令和4年3月16日 令和10年5月31日 第2-2578号 飲食店営業

32 セブン－イレブン岩槻上野２丁目店 さいたま市岩槻区上野２－１－２７　 048-794-5804 有限会社赤坂屋 令和4年3月16日 令和10年5月31日 第2-2561号 飲食店営業

33 セブン－イレブン岩槻永代橋店 さいたま市岩槻区新方須賀１２１８－２　 048-799-1556 小笠原　弘　 令和4年3月15日 令和10年5月31日 第2-2687号 飲食店営業

34 セブン－イレブン岩槻諏訪店 さいたま市岩槻区諏訪３－１－２　 048-794-3147 石橋　幸作　 令和4年3月2日 令和10年5月31日 第2-2527号 飲食店営業

35 有限会社角田商店 さいたま市岩槻区西町１－３－２４　 048-756-0147 有限会社角田商店 令和4年3月11日 令和9年5月31日 第2-2693号 飲食店営業

36 セブン－イレブン岩槻駅西口店 さいたま市岩槻区西町１－７－３　 048-756-8800 南　典久　 令和4年3月2日 令和10年5月31日 第2-2589号 飲食店営業

37 さいたま市立岩槻中学校 さいたま市岩槻区仲町１－１４－３５　 株式会社若菜 令和4年3月29日 令和10年5月31日 第2-2838号 飲食店営業

営業許可施設（令和04年3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3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

38 六本木　右京Ⅲ さいたま市岩槻区東岩槻１－４－１４　 048-795-0870 株式会社成優 令和4年3月11日 令和10年5月31日 第2-2495号 飲食店営業

39 セブン－イレブン東岩槻駅南店 さいたま市岩槻区東岩槻４－７－３　 048-758-9110 齋藤　直俊　 令和4年3月16日 令和10年5月31日 第2-2612号 飲食店営業

40 セブン－イレブン東岩槻５丁目店 さいたま市岩槻区東岩槻５－７－１　 048-749-5233 齋藤　直俊　 令和4年3月16日 令和10年5月31日 第2-2610号 飲食店営業

41 セブン－イレブン岩槻南平野店 さいたま市岩槻区南平野３－２６－９　 048-757-3771 人見　義樹　 令和4年3月15日 令和10年5月31日 第2-2611号 飲食店営業

42 セブン－イレブンさいたま飯塚店 さいたま市岩槻区飯塚９６８－３　 048-798-2711 齋藤　忠男　 令和4年3月15日 令和10年5月31日 第2-2691号 飲食店営業

43 セブン－イレブン岩槻尾ヶ崎新田店 さいたま市岩槻区美園東１－５－９　 048-797-0050 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ　 令和4年3月15日 令和10年5月31日 第2-2577号 飲食店営業

44 セブン－イレブン岩槻府内一丁目店 さいたま市岩槻区府内１－２－３４　 048-798-3107 南　典久　 令和4年3月2日 令和10年5月31日 第2-2590号 飲食店営業

45 セブン－イレブンさいたま浮谷店 さいたま市岩槻区浮谷２５１０　 048-797-1061 岩井　俊之　 令和4年3月15日 令和10年5月31日 第2-2677号 飲食店営業

46 セブン－イレブン岩槻本丸店 さいたま市岩槻区本丸２－１－１４　 048-756-2985 宇田川　三穂　 令和4年3月2日 令和10年5月31日 第2-2512号 飲食店営業

47 セブン－イレブンさいたま市宿店 さいたま市岩槻区本町１－１５－９　 048-757-3676 原田　美智子　 令和4年3月16日 令和10年5月31日 第2-2688号 飲食店営業

48 セブンイレブン岩槻駅東口店 さいたま市岩槻区本町３－１－１　 048-757-0071 本田　正雄　 令和4年3月16日 令和10年5月31日 第2-2594号 飲食店営業

49 三代目網元　さかなや道場　岩槻駅東口店 さいたま市岩槻区本町３－１－１　ＷＡＴＳＵ西館２階 048-749-3350 株式会社てんとうむし 令和4年3月2日 令和10年5月31日 第2-2586号 飲食店営業

50 セブンイレブン　岩槻本町店 さいたま市岩槻区本町３－７－６　 048-756-0231 株式会社本寿屋 令和4年3月16日 令和10年5月31日 第2-2529号 飲食店営業

51 セブン－イレブン岩槻箕輪店 さいたま市岩槻区箕輪１３２　 048-757-1175 須賀　定雄　 令和4年3月16日 令和10年5月31日 第2-2562号 飲食店営業

52 セブン－イレブン岩槻慈恩寺店 さいたま市岩槻区裏慈恩寺２１８－３　 048-876-9345 株式会社鎌倉商事 令和4年3月16日 令和10年5月31日 第2-2544号 飲食店営業

53 セブンイレブン大宮春岡店 さいたま市見沼区丸ケ崎町２５－１２　 048-687-2411 金子　淳一　 令和4年3月18日 令和10年5月31日 第2-2549号 飲食店営業

54 セブン－イレブンさいたま御蔵南店 さいたま市見沼区御蔵１２８１－２　 三敬商事有限会社 令和4年3月17日 令和10年5月31日 第2-2686号 飲食店営業

55 セブン－イレブンさいたま春野図書館前店 さいたま市見沼区春野４－３０－３　 048-688-6050 中谷　弘人　 令和4年3月18日 令和10年5月31日 第2-2582号 飲食店営業

56 セブン－イレブン大宮新堤店 さいたま市見沼区新堤９５－１　 048-687-2161 有限会社茂手木商事 令和4年3月17日 令和10年5月31日 第2-2580号 飲食店営業

57 セブン－イレブンさいたま深作２丁目 さいたま市見沼区深作２－２３－１０　 048-688-2520 横川　和幸　 令和4年3月18日 令和10年5月31日 第2-2668号 飲食店営業

58 芝浦工業大学白亜寮 さいたま市見沼区深作７９４－５　 株式会社共立メンテナンス 令和4年3月11日 令和10年5月31日 第2-2591号 飲食店営業

59 介護老人保健施設　あすか　栄養課 さいたま市見沼区染谷３－４３０－１　 048-684-6565 株式会社グランディック 令和4年3月25日 令和10年5月31日 第2-2750号 飲食店営業

60 セブン－イレブンさいたま大谷店 さいたま市見沼区大谷１４０６－１　 048-684-2991 野﨑　千弘　 令和4年3月17日 令和10年5月31日 第2-2593号 飲食店営業

61 セブン－イレブン大宮大和田前原店 さいたま市見沼区大和田町１－１４８８－７　 048-683-3087 河本　章　 令和4年3月17日 令和10年5月31日 第2-2522号 飲食店営業

62 セブン－イレブンさいたま大和田 さいたま市見沼区大和田町１－１５５６－１　 048-687-7535 株式会社鎌倉商事 令和4年3月17日 令和10年5月31日 第2-2543号 飲食店営業

63 セブン－イレブン大宮大和田１丁目店 さいたま市見沼区大和田町１－７２１－１　 048-687-1147 株式会社セブン－イレブン・ジャパン 令和4年3月17日 令和10年5月31日 第2-2579号 飲食店営業

64 セブン－イレブンさいたま大和田２丁目店 さいたま市見沼区大和田町２－１６４８　 048-684-8158 株式会社こうみ 令和4年3月18日 令和10年5月31日 第2-2581号 飲食店営業

65 セブン－イレブンさいたま島町店 さいたま市見沼区島町１２７８－１　 048-684-1715 宮代　俊樹　 令和4年3月18日 令和10年5月31日 第2-2518号 飲食店営業

66 セブン－イレブンさいたま島小学校前店 さいたま市見沼区島町６２３－１　 048-683-1830 山﨑　俊昭　 令和4年3月18日 令和10年5月31日 第2-2552号 飲食店営業

67 さいたま市立大砂土中学校 さいたま市見沼区東大宮１－１００－１　 株式会社ピッコロフューメ 令和4年3月29日 令和10年5月31日 第2-2839号 飲食店営業

68 セブン－イレブン東大宮４丁目 さいたま市見沼区東大宮４－６０－１　 048-667-8394 有限会社大黒屋酒店 令和4年3月2日 令和10年5月31日 第2-2601号 飲食店営業

69 セブン－イレブン東大宮店 さいたま市見沼区東大宮５－１－５　 有限会社さかえや 令和4年3月18日 令和10年5月31日 第2-2532号 飲食店営業

70 セブン－イレブン　さいたま東大宮５丁目店 さいたま市見沼区東大宮５－３３－１　 048-683-9677 河本　未華　 令和4年3月29日 令和10年5月31日 第2-2743号 飲食店営業

71 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 金子　淳一　 令和4年3月18日 令和10年5月31日 第2-2548号 飲食店営業

72 セブン－イレブンさいたま東大宮７丁目店 さいたま市見沼区東大宮７－５２－６　 048-687-6631 市原　福己　 令和4年3月18日 令和10年5月31日 第2-2551号 飲食店営業

73 ホルモン焼肉ソグム さいたま市見沼区東大宮７－７２－１１　 048-884-8868 髙山　なおみ　 令和4年3月1日 令和10年5月31日 第2-2423号 飲食店営業

74 セブン－イレブンさいたま南中丸店 さいたま市見沼区南中野６３５－１　 048-687-1535 小宮　大明　 令和4年3月17日 令和10年5月31日 第2-2685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
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指令保保所食
業種

営業許可施設（令和04年3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

75 セブン－イレブンさいたま南中野店 さいたま市見沼区南中野８１７－２　 048-689-2901 エム・ブルー合同会社 令和4年3月17日 令和10年5月31日 第2-2690号 飲食店営業

76 セブン－イレブンさいたま膝子 さいたま市見沼区膝子２３０－１　 048-689-1960 石崎　由樹　 令和4年3月25日 令和10年5月31日 第2-2515号 飲食店営業

77 豚幸亭 さいたま市見沼区膝子７３６－２　 048-789-6007 有限会社早川重鍛興業 令和4年3月10日 令和10年5月31日 第2-2514号 飲食店営業

78 セブン－イレブンさいたま風渡野店 さいたま市見沼区風渡野２－１－５　 048-681-2720 大川　徹　 令和4年3月17日 令和10年5月31日 第2-2666号 飲食店営業

79 ブルームーン さいたま市見沼区風渡野３５１－１４　 048-687-6969 原澤　好幸　 令和4年3月29日 令和9年5月31日 第2-2770号 飲食店営業

80 ＨＣ風渡野 さいたま市見沼区風渡野４５　 株式会社グリーンヘルスケアサービス 令和4年3月18日 令和10年5月31日 第2-2709号 飲食店営業

81 セブン－イレブンさいたま片柳店 さいたま市見沼区片柳１３１７－１　 048-681-0056 西野　健一　 令和4年3月17日 令和10年5月31日 第2-2513号 飲食店営業

82 セブン－イレブンさいたま堀崎町 さいたま市見沼区堀崎町１０８２　 048-684-1050 嶋田　陽太　 令和4年3月18日 令和10年5月31日 第2-2550号 飲食店営業

83 三月ウサギ さいたま市見沼区堀崎町１６４７　 048-684-8223 吉田　岩吉　 令和4年3月1日 令和9年5月31日 第2-2475号 飲食店営業

84 セブン－イレブンさいたま七里店 さいたま市見沼区蓮沼１２９３　 048-684-7920 有限会社村田酒店 令和4年3月17日 令和10年5月31日 第2-2665号 飲食店営業

85 オリーブの丘　さいたま蓮沼店 さいたま市見沼区蓮沼５４８－１３　 048-793-4759 株式会社オリーブの丘　 令和4年3月29日 令和10年5月31日 第4-51号 飲食店営業

86 ＴＡＩＲＡＹＡ　浦和栄和店 さいたま市桜区栄和１－３－１　 048-855-3551 株式会社エコス 令和4年3月9日 令和10年3月31日 第2-2315号 飲食店営業

87 ファミリーマートさいたま栄和五丁目店 さいたま市桜区栄和５－１７－１７　 048-851-6378 小泉　良正　 令和4年3月10日 令和10年3月31日 第2-2635号 飲食店営業

88 かかし さいたま市桜区五関１９２－２８　 048-854-4185 渡邊　きよ子　 令和4年3月4日 令和9年3月31日 第2-2318号 飲食店営業

89 割烹　八竹 さいたま市桜区五関７４５－３　 菅野　勝志　 令和4年3月4日 令和10年3月31日 第2-2389号 飲食店営業

90 グループホーム桜の宿 さいたま市桜区宿１４０－１　 株式会社ニフス　 令和4年3月2日 令和10年3月31日 第2-2539号 飲食店営業

91 四季のそば膳　えの本 さいたま市桜区上大久保１８９－１　 048-852-3049 有限会社豊年屋 令和4年3月9日 令和10年3月31日 第2-2435号 飲食店営業

92 つけ麺　辻もと さいたま市桜区上大久保６４８－１３　 合同会社Ｔ＆Ｔカンパニー 令和4年3月29日 令和10年3月31日 第2-2797号 飲食店営業

93 パティオ さいたま市桜区町谷３－１４－８　 浪川　孝　 令和4年3月2日 令和10年3月31日 第2-2473号 飲食店営業

94 グリーングラス さいたま市桜区田島５－１０－４　 048-839-2612 近江　美香子　 令和4年3月31日 令和10年3月31日 第2-2883号 飲食店営業

95 居酒屋　酔歌 さいたま市桜区田島５－２３－１０　ベルシャトウＢ１Ｆ 048-862-1665 田中　浜子　 令和4年3月29日 令和10年3月31日 第2-2752号 飲食店営業

96 デニーズ西浦和店 さいたま市桜区田島７－１５－２２　 048-864-6022 株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ 令和4年3月4日 令和10年3月31日 第4-42号 飲食店営業

97 優雅 さいたま市桜区道場２－１２－３２　 048-854-0887 小野　壽子　 令和4年3月4日 令和10年3月31日 第2-2381号 飲食店営業

98 和食ごはん順風満帆 さいたま市桜区道場２－９－１　浦和栄和南住宅４号棟１０３号 048-840-1525 髙野　和之　 令和4年3月9日 令和10年3月31日 第2-2486号 飲食店営業

99 サウネア さいたま市桜区道場３－２３－３０　 048-615-6973 田島　裕二　 令和4年3月29日 令和10年3月31日 第2-2806号 飲食店営業

100 チャ・チャ・チャ　カフェ さいたま市桜区南元宿２－１５－３　 048-711-7822 秋山　正嗣　 令和4年3月10日 令和10年3月31日 第2-2383号 飲食店営業

101 北海道料理　だいち さいたま市桜区白鍬１－１３　シャルムヤハギ１Ｆ 048-855-4811 芝﨑　慎介　 令和4年3月9日 令和10年3月31日 第2-2414号 飲食店営業

102 ライフデリさいたま中央西店 さいたま市西区プラザ２５－１５　 048-708-0087 小山内　秀麻　 令和4年3月22日 令和9年3月31日 第2-2613号 飲食店営業

103 伝説のすた丼屋西大宮店 さいたま市西区宮前町９１７－１　 048-729-7002 有限会社末吉商事 令和4年3月4日 令和10年3月31日 第2-2380号 飲食店営業

104 おうぎの森保育園内厨房 さいたま市西区高木５９８　 名阪食品株式会社 令和4年3月8日 令和10年3月31日 第2-2387号 飲食店営業

105 扇の森内厨房 さいたま市西区高木６０２　 048-783-5527 名阪食品株式会社 令和4年3月7日 令和10年3月31日 第2-2453号 飲食店営業

106 めし所　新見世 さいたま市西区佐知川１０８１－１　 048-624-5151 株式会社新見世 令和4年3月22日 令和10年3月31日 第2-2751号 飲食店営業

107 セブンイレブンさいたま佐知川店 さいたま市西区佐知川１３８５－４　 048-622-6822 杉山　栄一　 令和4年3月28日 令和10年3月31日 第2-2658号 飲食店営業

108 さいたま市立大宮西小学校 さいたま市西区三橋５－１３５９　 048-624-0035 株式会社アルベル 令和4年3月31日 令和10年3月31日 第2-2871号 飲食店営業

109 セブンイレブンさいたま三橋５丁目店 さいたま市西区三橋５－１６６０　 048-622-0526 陶山　正　 令和4年3月28日 令和10年3月31日 第2-2643号 飲食店営業

110 株式会社ニフス　三橋ナーシングホーム事業所 さいたま市西区三橋５－５６０－１　 048-622-8386 株式会社ニフス 令和4年3月28日 令和10年3月31日 第2-2768号 飲食店営業

111 社会福祉法人　七子会　野の花すみれ保育園 さいたま市西区三橋５－６４１－３　 048-782-4386 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 令和4年3月7日 令和10年3月31日 第2-2537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
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指令保保所食
業種

営業許可施設（令和04年3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

112 セブンイレブン大宮三橋店 さいたま市西区三橋６－１１０－４　 048-624-8101 有限会社たつ吉 令和4年3月28日 令和10年3月31日 第2-2644号 飲食店営業

113 さいたま市立大宮西中学校　給食室 さいたま市西区三橋６－１５５８　 048-624-4339 東京ケータリング株式会社 令和4年3月16日 令和10年3月31日 第2-2754号 飲食店営業

114 介護老人保健施設　Ｌｅ　Ｃｉｎｑ　湯澤 さいたま市西区三橋６－５６７　 048-622-8170 日清医療食品株式会社 令和4年3月22日 令和10年3月31日 第2-2704号 飲食店営業

115 日高屋　大宮三橋店 さいたま市西区三橋６－７０８－１　 048-620-1345 株式会社ハイデイ日高 令和4年3月22日 令和10年3月31日 第2-2507号 飲食店営業

116 煉火亭　さいたま三橋店 さいたま市西区三橋６－７３９－１　 048-620-0555 株式会社馬車道 令和4年3月22日 令和10年3月31日 第2-2767号 飲食店営業

117 ドリーム さいたま市西区三橋６－９８－９　 048-620-7070 春山　和夫　 令和4年3月7日 令和9年3月31日 第2-2368号 飲食店営業

118 セブンイレブンさいたま指扇東店 さいたま市西区指扇１０６０－１　 048-624-1571 株式会社六右エ門 令和4年3月28日 令和10年3月31日 第2-2728号 飲食店営業

119 株式会社若菜　はっぴー指扇園事業所 さいたま市西区指扇１３７９－１　 株式会社若菜 令和4年3月28日 令和10年3月31日 第2-2712号 飲食店営業

120 彩花 さいたま市西区指扇２２２２－１０　 048-623-0223 崔　福子　 令和4年3月7日 令和10年3月31日 第2-2335号 飲食店営業

121 幸楽苑　指扇店 さいたま市西区指扇２３８５－３　 048-620-5433 株式会社幸楽苑 令和4年3月4日 令和10年3月31日 第2-2340号 飲食店営業

122 やきとり加トちゃん さいたま市西区指扇領別所３４４　 048-622-5508 加藤　博司　 令和4年3月22日 令和10年3月31日 第2-2336号 飲食店営業

123 鶏笑　西大宮店 さいたま市西区清河寺１２４４－１　小川ビル１Ｆ 048-871-6360 柳　典子　 令和4年3月28日 令和10年3月31日 第2-2744号 飲食店営業

124 セブンイレブンさいたま清河寺店 さいたま市西区清河寺１３４２－１　 048-623-7277 井上　正明　 令和4年3月9日 令和10年3月31日 第2-2725号 飲食店営業

125 さいたま市立指扇小学校内給食室・富士食品商事（株） さいたま市西区西大宮１－４９－６　 富士食品商事株式会社 令和4年3月14日 令和10年3月31日 第2-2737号 飲食店営業

126 株式会社若菜　西大宮はっぴー保育園事業所 さいたま市西区西大宮３－９－２　 株式会社若菜 令和4年3月28日 令和10年3月31日 第2-2714号 飲食店営業

127 セブンイレブンさいたま西遊馬店 さいたま市西区西遊馬１３１７－１　 048-622-7227 高橋　千香良　 令和4年3月28日 令和10年3月31日 第2-2645号 飲食店営業

128 漫々亭 さいたま市西区西遊馬３４３　 048-622-4512 丹下　竜一　 令和4年3月4日 令和10年3月31日 第2-2454号 飲食店営業

129 セブンイレブン大宮中釘店 さいたま市西区中釘２０７３　 048-626-1255 蓮村　英　 令和4年3月7日 令和10年3月31日 第2-2321号 飲食店営業

130 日清医療食品株式会社　三恵苑事業所 さいたま市西区中釘２２１９－４　 048-622-6727 日清医療食品株式会社 令和4年3月22日 令和10年3月31日 第2-2703号 飲食店営業

131 セブンイレブンさいたま中野林 さいたま市西区中野林１５８－３　 048-624-8553 藤井　香代子　 令和4年3月28日 令和10年3月31日 第2-2659号 飲食店営業

132 セブンイレブンさいたま中野林中郷 さいたま市西区中野林６６４－１　 048-625-7111 湯本　倫久　 令和4年3月28日 令和10年3月31日 第2-2660号 飲食店営業

133 やきとり　鉄人 さいたま市西区土屋４４８　 048-624-2277 内田　祥子　 令和4年3月7日 令和10年3月31日 第2-2455号 飲食店営業

134 Ｄｉｇ　Ｉｔ さいたま市西区島根５８３　 玉田　裕子　 令和4年3月22日 令和9年3月31日 第2-2723号 飲食店営業

135 セブンイレブンさいたま二ツ宮店 さいたま市西区二ツ宮４０２　 048-622-9321 瀧島　繁雄　 令和4年3月28日 令和10年3月31日 第2-2630号 飲食店営業

136 さいたま市立馬宮中学校 さいたま市西区二ツ宮５８９－１　 048-624-0623 ワールドクッキングサービス株式会社 令和4年3月31日 令和10年3月31日 第2-2881号 飲食店営業

137 ＨＯＴＥＬ　Ｋ－ＮＥＸＴ さいたま市大宮区下町１－１６　 048-640-3322 株式会社Ｋ－ＮＥＸＴ 令和4年3月10日 令和10年6月30日 第2-2523号 飲食店営業

138 ｌｏｕｎｇｅ　ことな さいたま市大宮区下町１－４３－８　ＣＯＴＴＯＮ　ＣＡＮＤＹ　ＳＨＩＭＯＣＨＯ　５階 048-826-5151 横井　潤　 令和4年3月22日 令和10年6月30日 第2-2309号 飲食店営業

139 セブン－イレブンさいたま吉敷町店 さいたま市大宮区吉敷町２－１０５－１　 048-643-1771 王　博　 令和4年3月23日 令和10年6月30日 第2-2681号 飲食店営業

140 セブン－イレブン　さいたま吉敷町４丁目店 さいたま市大宮区吉敷町４－２９－１　 048-644-1711 大久保　洋　 令和4年3月23日 令和10年6月30日 第2-2655号 飲食店営業

141 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　大宮ラクーン１Ｆ 048-643-8313 株式会社ＦＲＯＮＴＩＥＲ 令和4年3月8日 令和10年6月30日 第2-2597号 飲食店営業

142 セブン－イレブン大宮駅銀座通り店 さいたま市大宮区宮町１－９　 048-643-8650 株式会社ＦＲＯＮＴＩＥＲ 令和4年3月8日 令和10年6月30日 第2-2596号 飲食店営業

143 セブンイレブン大宮一の宮通り店 さいたま市大宮区宮町２－７　 048-643-8410 株式会社柳田屋 令和4年3月23日 令和10年6月30日 第2-2603号 飲食店営業

144 セブン－イレブン　大宮宮町４丁目店 さいたま市大宮区宮町４－１２９　 048-643-7557 中村　英二　 令和4年3月23日 令和10年6月30日 第2-2653号 飲食店営業

145 ｋｉｃｏ さいたま市大宮区高鼻町２－１－１　Ｂｉｂｌｉ　１Ｆ 048-776-9656 三浦　有紀子　 令和4年3月18日 令和10年6月30日 第2-2391号 飲食店営業

146 セブンイレブン大宮ソニックシティ前店 さいたま市大宮区桜木町１－１１－２　ＹＫ１１ＢＬＤＧ 048-644-6314 久能　周二　 令和4年3月23日 令和10年6月30日 第2-2652号 飲食店営業

147 セブンイレブン大宮駅桜木１丁目店 さいたま市大宮区桜木町１－２６６－３　 048-644-2770 鈴木　康之　 令和4年3月3日 令和10年6月30日 第2-2583号 飲食店営業

148 Ａｔｔａｃｈｍｅｎｔ　２ｎｄ さいたま市大宮区桜木町２－１５９　Ｂ１Ｆ 株式会社杉本フーズ 令和4年3月3日 令和10年6月30日 第2-2457号 飲食店営業
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業種

営業許可施設（令和04年3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

149 ハラミ専門酒場　ハラミちゃん さいたま市大宮区桜木町２－１６１－２　大宮ＹＫビル　Ｂ１ 048-871-9997 株式会社Ｂｅｌｉｅｆ 令和4年3月23日 令和10年6月30日 第2-2722号 飲食店営業

150 パスタ屋　３６５ さいたま市大宮区桜木町２－１７７－１０　 増元　実　 令和4年3月31日 令和10年6月30日 第2-2710号 飲食店営業

151 長春楼 さいたま市大宮区桜木町２－３２２　 048-641-9812 小野田　勝人　 令和4年3月14日 令和10年6月30日 第2-2440号 飲食店営業

152 セブン－イレブンさいたま大栄橋西店 さいたま市大宮区桜木町２－８－２　 048-644-8180 株式会社ＦＲＯＮＴＩＥＲ 令和4年3月8日 令和10年6月30日 第2-2598号 飲食店営業

153 さいたま市立桜木中学校 さいたま市大宮区桜木町４－２１９　 048-641-0459 株式会社アルベル 令和4年3月31日 令和10年6月30日 第2-2869号 飲食店営業

154 セブンイレブン大宮桜木４丁目店 さいたま市大宮区桜木町４－３９５－３　 048-642-2276 中野渡　裕　 令和4年3月23日 令和10年6月30日 第2-2695号 飲食店営業

155 オリーブの丘　さいたま三橋店 さいたま市大宮区三橋１－１１９４　 048-662-9705 株式会社華屋与兵衛 令和4年3月8日 令和10年6月30日 第4-46号 飲食店営業

156 オリーブの丘　さいたま三橋店 さいたま市大宮区三橋１－１１９４　 株式会社オリーブの丘 令和4年3月25日 令和10年6月30日 第4-50号 飲食店営業

157 さいたま市立三橋中学校 さいたま市大宮区三橋１－１３００　 048-641-0793 株式会社ハッピーフーズ 令和4年3月31日 令和10年6月30日 第2-2864号 飲食店営業

158 セブンイレブンさいたま三橋３丁目店 さいたま市大宮区三橋３－２２１－１　 048-642-1537 陶山　正　 令和4年3月28日 令和10年6月30日 第2-2633号 飲食店営業

159 セブン－イレブン大宮三橋４丁目店 さいたま市大宮区三橋４－３３６　 048-625-6211 叢　銘萱　 令和4年3月10日 令和10年6月30日 第2-2555号 飲食店営業

160 ベーカリーレストランサンマルク　大宮公園店 さいたま市大宮区寿能町２－５７　 048-645-0309 株式会社サンマルク 令和4年3月1日 令和10年2月29日 第2-2541号 飲食店営業

161 埼玉県さいたま市立上小小学校 さいたま市大宮区上小町１３３７－１　 048-644-6251 株式会社ハッピーフーズ 令和4年3月31日 令和10年6月30日 第2-2865号 飲食店営業

162 セブン－イレブン　さいたま上小町店 さいたま市大宮区上小町５１－１　 048-645-7071 伊藤　京介　 令和4年3月10日 令和10年6月30日 第2-2554号 飲食店営業

163 佃商店 さいたま市大宮区上小町９９６　ジュンコーポ１０１ 佃商店株式会社 令和4年3月8日 令和9年6月30日 第2-2251号 飲食店営業

164 ＴＡＭＡＳＡＮ　ＰＡＲＫ　氷川参道本店 さいたま市大宮区浅間町２－４７－２　Ｃｈｅｎｅ氷川参道１Ｆ 048-782-6688 フリーマンズ合同会社 令和4年3月23日 令和10年6月30日 第4-49号 飲食店営業

165 セブン－イレブンさいたま大成町２丁目店 さいたま市大宮区大成町２－２０１－１　 048-651-7111 田中　隆則　 令和4年3月22日 令和10年6月30日 第2-2678号 飲食店営業

166 セブン－イレブン鉄道博物館前店 さいたま市大宮区大成町３－２６３－１　 048-663-8090 吉﨑　稔晃　 令和4年3月22日 令和10年6月30日 第2-2636号 飲食店営業

167 セブンイレブンさいたま大門町１丁目店 さいたま市大宮区大門町１－３－１　 048-645-0821 株式会社柳田屋 令和4年3月23日 令和10年6月30日 第2-2605号 飲食店営業

168 Ｄｉｎｉｎｇ　ｂａｒ　Ｎａｃｈｏ さいたま市大宮区大門町１－６　２Ｆ 菅原　瑞隆　 令和4年3月18日 令和10年6月30日 第2-2773号 飲食店営業

169 お酒の美術館 さいたま市大宮区仲町１－１－１　大宮タウンビル１Ｆ 株式会社ＦＯＲ 令和4年3月14日 令和10年6月30日 第2-2533号 飲食店営業

170 ＧＯＫＵＲＩ さいたま市大宮区仲町１－１２５－１１　仲町店舗１階 048-662-9850 株式会社Ｎｅｘｅｓ２１ 令和4年3月22日 令和10年6月30日 第2-2731号 飲食店営業

171 ＢＡＲ　２４ さいたま市大宮区仲町１－１２５－１３　山田ビル２階 遠藤　暢　 令和4年3月2日 令和10年6月30日 第2-2493号 飲食店営業

172 Ｄｕｅ　Ｉｔａｌｉａｎ　大宮店 さいたま市大宮区仲町１－２４　オリンピアビル１階 048-6629-334 株式会社Ｆｏｏｄ　Ｃｏｎｃｉｅｒｇｅ 令和4年3月10日 令和10年6月30日 第2-2609号 飲食店営業

173 セブンイレブン大宮駅南銀座通り店 さいたま市大宮区仲町１－６６－１　 048-642-7115 株式会社柳田屋 令和4年3月23日 令和10年6月30日 第2-2606号 飲食店営業

174 Ｖｏｇｕｅ さいたま市大宮区仲町１－７７－２　アンバー大宮ビル２階２０１号室 048-782-6959 松浦　英州　 令和4年3月22日 令和10年6月30日 第2-2434号 飲食店営業

175 ロイヤルチョコレート さいたま市大宮区仲町１－８７－３　第５ヨシケンビル　地下１階 048-780-2870 合同会社Ｇａｙ 令和4年3月31日 令和10年6月30日 第2-2775号 飲食店営業

176 こんぺいとう さいたま市大宮区仲町２－２４－８　ＣＯＴＴＯＮ　ＣＡＮＤＹ　ＮＡＫＡＣＨＯ　１Ｆ 048-662-9919 株式会社和三盆 令和4年3月31日 令和10年6月30日 第2-2588号 飲食店営業

177 青 さいたま市大宮区仲町２－３９　タクワビル　１Ｆ 047-778-8233 鈴木　祐史　 令和4年3月10日 令和10年6月30日 第4-47号 飲食店営業

178 Ｌｉｂｅｒｔａ さいたま市大宮区仲町２－４０　日新仲町ビル５Ｆ 株式会社冨樫興業 令和4年3月23日 令和10年6月30日 第2-2733号 飲食店営業

179 鮨まつもと／神戸牛鉄板焼き風－Ｆｕｕ さいたま市大宮区仲町２－４３－１　ＣＯＭＯ大宮ビル３Ｆ 048-783-4206 株式会社ＥＡＴＭＯＲＥ 令和4年3月2日 令和10年6月30日 第2-2534号 飲食店営業

180 ＧＩＳＥＬＥ さいたま市大宮区仲町２－５４－２　ＭＧビル２階 048-641-0150 有限会社クレール 令和4年3月2日 令和10年6月30日 第2-2482号 飲食店営業

181 セブン－イレブンさいたま天沼町１丁目店 さいたま市大宮区天沼町１－６１４　 048-644-9876 齋藤　和剛　 令和4年3月23日 令和10年6月30日 第2-2680号 飲食店営業

182 セブンイレブンさいたま中央通り店 さいたま市大宮区天沼町１－７６－１　 048-643-6767 合同会社セラグランデ 令和4年3月23日 令和10年6月30日 第2-2683号 飲食店営業

183 マハロカフェ さいたま市大宮区天沼町２－７５９　 048-658-3726 株式会社南海 令和4年3月31日 令和10年6月30日 第2-2803号 飲食店営業

184 セブン－イレブン　さいたま土手町店 さいたま市大宮区土手町１－３８－１　 048-642-8318 武井　和則　 令和4年3月23日 令和10年6月30日 第2-2654号 飲食店営業

185 セブンイレブンさいたま大宮氷川参道店 さいたま市大宮区東町１－３　 048-647-0212 後藤　光司　 令和4年3月23日 令和10年6月30日 第2-2638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
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指令保保所食
業種

営業許可施設（令和04年3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

186 セブン－イレブン　さいたま北袋町１丁目店 さいたま市大宮区北袋町１－２９９－５　 048-643-5115 陶山　正　 令和4年3月23日 令和10年6月30日 第2-2657号 飲食店営業

187 セブン－イレブン　さいたま北袋町２丁目店 さいたま市大宮区北袋町２－１８６－４　 048-643-6667 望月　重男　 令和4年3月23日 令和10年6月30日 第2-2656号 飲食店営業

188 配食のふれ愛　大宮本店 さいたま市大宮区堀の内町２－２５６－１　シグマ１０２ 048-788-4555 熊川　英輔　 令和4年3月17日 令和10年6月30日 第2-2602号 飲食店営業

189 栄屋食品　冨田病院事業所 さいたま市大宮区堀の内町２－５６４　 048-796-0975 栄屋食品株式会社 令和4年3月17日 令和10年6月30日 第2-2519号 飲食店営業

190 セブンイレブン　さいたま堀の内３丁目店 さいたま市大宮区堀の内町３－２－１　 048-643-8811 舛谷　努　 令和4年3月23日 令和10年6月30日 第2-2637号 飲食店営業

191 エグリーズ・ドゥ・葉山庵 さいたま市大宮区堀の内町３－２６２　 048-644-6688 株式会社アディック 令和4年3月3日 令和10年6月30日 第2-2573号 飲食店営業

192 セブンイレブンさいたま円阿弥２丁目店 さいたま市中央区円阿弥２－８－２２　 048-857-7722 髙橋　真由美　 令和4年3月28日 令和10年3月31日 第2-2701号 飲食店営業

193 セブンイレブンさいたま円阿弥７丁目店 さいたま市中央区円阿弥７－１２－１　 048-852-2777 山口　佳久　 令和4年3月28日 令和10年3月31日 第2-2639号 飲食店営業

194 山茂登 さいたま市中央区下落合３－１２－２　 048-833-1202 石黒　優子　 令和4年3月29日 令和10年3月31日 第2-2804号 飲食店営業

195 めんこいや さいたま市中央区下落合４－１４－１７　 048-711-3700 株式会社Ｔｒｕａｍ　Ｆｅｕｅｒｗｅｒｋ 令和4年3月15日 令和10年3月31日 第2-2748号 飲食店営業

196 とんかつ坂井精肉店　与野店 さいたま市中央区下落合６－１８－７　辻村マンション１Ｆ 048-762-8748 株式会社坂井精肉店 令和4年3月15日 令和10年3月31日 第2-2418号 飲食店営業

197 セブン－イレブン　さいたま上峰店 さいたま市中央区上峰１－１８－１１　アムール街道１Ｆ 048-853-2727 栁沢　英俊　 令和4年3月29日 令和10年3月31日 第2-2634号 飲食店営業

198 メディカルケアホーム与野中央 さいたま市中央区上峰３－６－２　 048-829-7853 日清医療食品株式会社　 令和4年3月15日 令和10年3月31日 第2-2702号 飲食店営業

199 ジョナサン北与野店 さいたま市中央区上落合１－１１－３　 048-857-5689 株式会社すかいらーくレストランツ 令和4年3月11日 令和10年3月31日 第2-2468号 飲食店営業

200 笠置そば さいたま市中央区上落合２－３－１　 048-858-5821 株式会社ヒロ・フーズ 令和4年3月9日 令和10年3月31日 第2-2526号 飲食店営業

201 フードガーデン　北与野店 さいたま市中央区上落合２－３－５　 048-840-1720 株式会社与野フードセンター 令和4年3月7日 令和10年3月31日 第2-2401号 飲食店営業

202 セブンイレブン与野西店 さいたま市中央区上落合５－９－１３　 048-855-5347 有限会社司　 令和4年3月30日 令和10年3月31日 第2-2799号 飲食店営業

203 メフォス東日本　１００３３ さいたま市中央区上落合６－１７－２１　 048-749-1643 株式会社メフォス東日本 令和4年3月15日 令和10年3月31日 第2-2444号 飲食店営業

204 ＤＩＮＥＲ　ＣＨＯＵＺＩ さいたま市中央区上落合８－３－２６　プルメリア大宮１０１ 048-857-3139 成島　和彦　 令和4年3月9日 令和10年3月31日 第2-2492号 飲食店営業

205 セブン－イレブンさいたま上落合９丁目店 さいたま市中央区上落合９－１－１　 048-859-2255 豊田　憲太郎　 令和4年3月30日 令和10年3月31日 第2-2664号 飲食店営業

206 百福 さいたま市中央区上落合９－１３－２８　 048-829-7011 和田　正志　 令和4年3月3日 令和9年3月31日 第2-2500号 飲食店営業

207 大かや さいたま市中央区新中里１－１１－１８　 048-831-5426 笠谷　浩子　 令和4年3月7日 令和10年3月31日 第2-2333号 飲食店営業

208 セブン－イレブンさいたま新中里２丁目店 さいたま市中央区新中里２－１５－６　 048-855-2600 野末　泰成　 令和4年3月30日 令和10年3月31日 第2-2631号 飲食店営業

209 セブン－イレブン与野店 さいたま市中央区新中里５－２３－７　 048-831-4554 服部　光之　 令和4年3月30日 令和10年3月31日 第2-2662号 飲食店営業

210 セブン－イレブン　ＬＡタワー店 さいたま市中央区新都心１１－２　 048-601-2304 株式会社セブン－イレブン・ジャパン 令和4年3月17日 令和10年3月31日 第2-2560号 飲食店営業

211 Ｂ＆Ｉ４４６７Ａ さいたま市中央区新都心７－２　 048-600-0083 グリーンホスピタリティフードサービス株式会社 令和4年3月9日 令和10年3月31日 第2-2502号 飲食店営業

212 セブン－イレブンけやき広場前店 さいたま市中央区新都心９　 048-603-8049 安部　誠矢　 令和4年3月30日 令和10年3月31日 第2-2641号 飲食店営業

213 セブンイレブンさいたま大戸３丁目店 さいたま市中央区大戸３－２－１８　 048-832-2770 井原商事株式会社 令和4年3月30日 令和10年3月31日 第2-2650号 飲食店営業

214 セブンイレブンさいたま大戸６丁目店 さいたま市中央区大戸６－１３－５　 井原商事株式会社 令和4年3月30日 令和10年3月31日 第2-2651号 飲食店営業

215 さいたま市立与野南小学校　給食室 さいたま市中央区大戸６－２－２５　 ＪＧＳ株式会社 令和4年3月16日 令和10年3月31日 第2-2755号 飲食店営業

216 セブンイレブンさいたま八王子５丁目店 さいたま市中央区八王子５－１５－６　 048-852-5825 吉田　益教　 令和4年3月28日 令和10年3月31日 第2-2629号 飲食店営業

217 セブンイレブン　さいたま与野公園店 さいたま市中央区本町西１－７－６　 048-857-7711 松本　崇利　 令和4年3月29日 令和10年3月31日 第2-2640号 飲食店営業

218 そば膳　むさしや さいたま市中央区本町西２－１１－１８　 藤松　豊　 令和4年3月30日 令和10年3月31日 第2-2756号 飲食店営業

219 スシローさいたま中央店 さいたま市中央区本町西３－８－８　 048-851-0200 株式会社あきんどスシロー 令和4年3月15日 令和10年3月31日 第4-44号 飲食店営業

220 セブン－イレブン　さいたま本町西５丁目店 さいたま市中央区本町西５－１－５　 048-856-3028 株式会社エスアール 令和4年3月17日 令和10年3月31日 第2-2559号 飲食店営業

221 洋麺屋　五右衛門　与野本町店 さいたま市中央区本町東１－１　 048-854-2681 日本レストランシステム株式会社 令和4年3月3日 令和10年3月31日 第2-2531号 飲食店営業

222 星乃珈琲店　与野本町店 さいたま市中央区本町東１－１　 048-854-2730 日本レストランシステム株式会社 令和4年3月30日 令和10年3月31日 第2-2764号 飲食店営業
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営業許可施設（令和04年3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

223 生ラムレア焼きジンギスカン羊屋チョップよのほんまち さいたま市中央区本町東２－１－７　 048-615-3420 合同会社ＮｅｘｔＴｉｍｅ 令和4年3月31日 令和10年3月31日 第2-2819号 飲食店営業

224 やきとり帝王 さいたま市中央区本町東２－１７－１５　 048-858-6040 株式会社きよむら 令和4年3月3日 令和10年3月31日 第2-2483号 飲食店営業

225 つながりほいくえん　アイコーメディカル さいたま市中央区鈴谷２－６２４－１　 株式会社アイコーメディカル 令和4年3月24日 令和10年3月31日 第2-2726号 飲食店営業

226 セブン－イレブン与野鈴谷３丁目店 さいたま市中央区鈴谷３－２－１８　 048-855-3312 間中　卓也　 令和4年3月30日 令和10年3月31日 第2-2663号 飲食店営業

227 セブン－イレブンさいたま鈴谷４丁目店 さいたま市中央区鈴谷４－１２－１０　 048-853-7110 合資会社パル 令和4年3月30日 令和10年3月31日 第2-2661号 飲食店営業

228 さいたま市立鈴谷小学校 さいたま市中央区鈴谷５－１－１　 048-852-5675 株式会社アルベル 令和4年3月31日 令和10年3月31日 第2-2870号 飲食店営業

229 株式会社ウェルフェア与野事業所　  さいたま市中央区鈴谷６－１２－１０　 048-789-6135 株式会社ウェルフェア 令和4年3月9日 令和10年3月31日 第2-2538号 飲食店営業

230 さいたま市立西浦和小学校 さいたま市南区曲本１－３－５　 048-862-3510 有限会社Ｇフーズ 令和4年3月30日 令和10年5月31日 第2-2852号 飲食店営業

231 さいたま市立武蔵浦和保育園 さいたま市南区鹿手袋４－１－１２　 株式会社東洋食品フードサービス 令和4年3月24日 令和10年5月31日 第2-2627号 飲食店営業

232 焼肉バンザイミート さいたま市南区沼影１－６－１９　霜田ビル３階 048-865-1000 Ｇｒｏｗ株式会社 令和4年3月15日 令和10年5月31日 第2-2727号 飲食店営業

233 さいたま市立善前小学校 さいたま市南区太田窪２５００－１　 048-882-7871 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 令和4年3月28日 令和10年5月31日 第2-2826号 飲食店営業

234 特別養護老人ホーム　みょうばなの杜 さいたま市南区大谷口２４７４－２　 コンパスグループ・ジャパン株式会社 令和4年3月11日 令和10年5月31日 第2-2405号 飲食店営業

235 宅配キッチン南浦和店 さいたま市南区辻２－１８－１５－２０８　 合同会社カメレオン 令和4年3月9日 令和9年5月31日 第2-2511号 飲食店営業

236 さいたま市立辻南小学校 さいたま市南区辻８－７－３２　 048-839-3001 株式会社ケータリングサービスＤＣＦ埼玉 令和4年3月31日 令和10年5月31日 第2-2866号 飲食店営業

237 創作酒庵　彩蔵 さいたま市南区南浦和２－４４－１　２階 048-882-2888 クリエイティブダイニング株式会社 令和4年3月14日 令和10年5月31日 第2-2749号 飲食店営業

238 鉄板　ぶるじょわ さいたま市南区南本町１－３－１５　エースワンダービル　３階 048-762-7773 村上　景太　 令和4年3月31日 令和10年5月31日 第2-2860号 飲食店営業

239 さいたま市立岸中学校　給食室 さいたま市南区南本町２－２５－２７　 048-822-4022 株式会社ジェービーエム事業本部 令和4年3月25日 令和10年5月31日 第2-2818号 飲食店営業

240 ＡＳＩＡＮ　ＤＩＮＩＮＧ　ＮＩＭＴＡ さいたま市南区文蔵１－２－８　 048-829-7009 ＡＮＵＰＡＭ　ＧＲＯＵＰ合同会社 令和4年3月29日 令和10年5月31日 第2-2805号 飲食店営業

241 さいたま市立文蔵小学校 さいたま市南区文蔵５－１６－２９　 048-863-0721 株式会社ケータリングサービスＤＣＦ埼玉 令和4年3月31日 令和10年5月31日 第2-2867号 飲食店営業

242 餃子の王将　今羽駅前店 さいたま市北区吉野町１－１７－５　 048-665-8605 株式会社王将フードサービス 令和4年3月9日 令和10年3月31日 第2-2378号 飲食店営業

243 セブン－イレブン　さいたま今羽町東店 さいたま市北区吉野町１－２８－１２　 048-651-0855 清水　忍　 令和4年3月24日 令和10年3月31日 第2-2673号 飲食店営業

244 セブン－イレブン　さいたま吉野町１丁目店 さいたま市北区吉野町１－３５３－５　 048-654-5790 宮内　薫　 令和4年3月24日 令和10年3月31日 第2-2672号 飲食店営業

245 セブン－イレブン　さいたま吉野町２丁目店 さいたま市北区吉野町２－１９２－１　 048-665-0811 株式会社六右ェ門 令和4年3月24日 令和10年3月31日 第2-2671号 飲食店営業

246 セブン－イレブン　さいたま大宮市場前店 さいたま市北区吉野町２－２２２－１　 048-663-2577 有限会社輝石 令和4年3月24日 令和10年3月31日 第2-2675号 飲食店営業

247 デイサービスセンター　いいらいふ さいたま市北区吉野町２－２８１－５　 048-669-7077 株式会社ニフス 令和4年3月8日 令和10年3月31日 第2-2540号 飲食店営業

248 ４５ＣＡＦＥ さいたま市北区宮原町１－２６２－１　 048-783-4145 フォーシーズンズファイブセンス株式会社 令和4年3月9日 令和10年3月31日 第2-2462号 飲食店営業

249 セブンイレブンさいたま宮原一丁目店 さいたま市北区宮原町１－３５９　 048-663-7957 石川　弘止　 令和4年3月24日 令和10年3月31日 第2-2632号 飲食店営業

250 メフォス東日本　１０６０９ さいたま市北区宮原町１－４６－１　 株式会社メフォス 令和4年3月3日 令和10年3月31日 第2-2026号 飲食店営業

251 スバルリビングサービス株式会社　大宮スバルビル さいたま市北区宮原町１－８５４－１　 048-654-3212 株式会社ＬＥＯＣ 令和4年3月16日 令和10年3月31日 第2-2489号 飲食店営業

252 サーティワンアイスクリーム　ステラタウン店 さいたま市北区宮原町１－８５４－１　 048-654-6122 有限会社若葉園 令和4年3月3日 令和10年3月31日 第2-2490号 飲食店営業

253 とんかつ坂井精肉店　大宮ステラタウン店 さいたま市北区宮原町１－８５４－１　大宮ステラタウン３Ｆ 048-782-4508 株式会社坂井精肉店 令和4年3月3日 令和10年3月31日 第2-2432号 飲食店営業

254 ダナパニ さいたま市北区宮原町２－１２５－１０　シャントーレクレモナ１０２ 048-666-5500 ＳＵＰＲＩＭ合同会社 令和4年3月9日 令和10年3月31日 第2-2520号 飲食店営業

255 セブン－イレブン　さいたま宮原２丁目店 さいたま市北区宮原町２－８７－６　 048-666-8870 二階堂　薫　 令和4年3月29日 令和10年3月31日 第2-2674号 飲食店営業

256 富士園 さいたま市北区宮原町３－２８２　 048-666-1767 春木　人志　 令和4年3月16日 令和10年3月31日 第2-2456号 飲食店営業

257 セブンイレブンさいたま宮原３丁目店 さいたま市北区宮原町３－３８９－１　 048-654-8189 西井　謙泰　 令和4年3月24日 令和10年3月31日 第2-2615号 飲食店営業

258 やきとり　さぶちゃん さいたま市北区宮原町３－４８３－１　 048-653-3136 木ノ切　克代　 令和4年3月7日 令和10年3月31日 第2-2415号 飲食店営業

259 パブ・パティオ さいたま市北区宮原町３－５５０－６　フジワビル３Ｆ 048-666-9697 赤丸　らく子　 令和4年3月16日 令和10年3月31日 第2-2488号 飲食店営業
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営業許可施設（令和04年3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

260 さいたま市立宮原小学校給食室 さいたま市北区宮原町４－１０２－６　給食室 048-664-5153 株式会社和三盆 令和4年3月31日 令和10年3月31日 第2-2863号 飲食店営業

261 セブン－イレブン　さいたま宮原４丁目店 さいたま市北区宮原町４－６６－３　 048-652-7711 有限会社輝石 令和4年3月24日 令和10年3月31日 第2-2670号 飲食店営業

262 セブン－イレブン　さいたま大宮自衛隊前店 さいたま市北区櫛引町２－３６５　 048-667-0950 原田　真人　 令和4年3月14日 令和10年3月31日 第2-2558号 飲食店営業

263 鮨処一文字 さいたま市北区櫛引町２－４９６－２　 048-651-8102 佐々木　照雄　 令和4年3月9日 令和10年3月31日 第2-2446号 飲食店営業

264 イオン大宮店（試食準備室） さいたま市北区櫛引町２－５７４－１　 イオンリテール株式会社 令和4年3月8日 令和10年3月31日 第2-2477号 飲食店営業

265 イオン大宮店　カンテボーレ さいたま市北区櫛引町２－５７４－１　 イオンリテール株式会社 令和4年3月8日 令和10年3月31日 第2-2478号 飲食店営業

266 セブン－イレブン　さいたま櫛引町２丁目店 さいたま市北区櫛引町２－７５４　 048-666-2770 原田　真人　 令和4年3月14日 令和10年3月31日 第2-2557号 飲食店営業

267 セブンイレブンさいたま今羽町店 さいたま市北区今羽町３５２　 048-652-2152 有限会社ジン 令和4年3月24日 令和10年3月31日 第2-2667号 飲食店営業

268 セブン－イレブン　さいたま植竹町１丁目店 さいたま市北区植竹町１－４１－１　 048-665-3320 武井　和則　 令和4年3月24日 令和10年3月31日 第2-2649号 飲食店営業

269 栃木銀行植竹寮シダックス店 さいたま市北区植竹町１－５３８　 048-666-0480 シダックスコントラクトフードサービス株式会社　 令和4年3月7日 令和10年3月31日 第2-2428号 飲食店営業

270 ファミリーマートさいたま大成橋南店 さいたま市北区大成町４－５１４－２　 048-669-0276 柏木　文夫　 令和4年3月7日 令和10年3月31日 第2-2463号 飲食店営業

271 セブン－イレブン　さいたま土呂駅西店 さいたま市北区土呂町１－１９－１　 048-654-3354 有限会社酢屋商店 令和4年3月24日 令和10年3月31日 第2-2648号 飲食店営業

272 きよ乃 さいたま市北区土呂町１－３３－１８　 048-665-2883 小島　清昭　 令和4年3月3日 令和10年3月31日 第2-2379号 飲食店営業

273 セブンイレブン　さいたま土呂２丁目店 さいたま市北区土呂町２－５２－１５　 048-652-9145 清水　裕介　 令和4年3月14日 令和10年3月31日 第2-2623号 飲食店営業

274 さいたま市立植竹中学校 さいたま市北区土呂町３５２　 048-663-2115 全国農協食品株式会社 令和4年3月29日 令和10年3月31日 第2-2836号 飲食店営業

275 くるくる館 さいたま市北区東大成町１－４７６　 048-666-5639 門脇　守男　 令和4年3月3日 令和10年3月31日 第2-2334号 飲食店営業

276 さいたま市立東大成小学校 さいたま市北区東大成町２－１２　 048-663-3210 ハーベストネクスト株式会社 令和4年3月10日 令和10年3月31日 第2-2716号 飲食店営業

277 セブン－イレブン　さいたま奈良町北店 さいたま市北区奈良町１０９－４　 048-664-2770 樋田　和彦　 令和4年3月24日 令和10年3月31日 第2-2646号 飲食店営業

278 セブン－イレブン大宮奈良町店 さいたま市北区奈良町３１－１３　 048-668-6565 福田　栄　 令和4年3月24日 令和10年3月31日 第2-2682号 飲食店営業

279 セブンイレブン大宮日進１丁目店 さいたま市北区日進町１－５１６－３　サンライズハウス１階 048-665-1368 株式会社ＴＭＫ 令和4年3月14日 令和10年3月31日 第2-2556号 飲食店営業

280 丸宮 さいたま市北区日進町１－６１０　 048-667-4795 宮下　操　 令和4年3月3日 令和10年3月31日 第2-2337号 飲食店営業

281 ＭＩＬＡＮ　ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ さいたま市北区日進町２－１０８８－１２　湯澤ビル 048-6636-771 ＫＲＹＳＴＡＬ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ合同会社　 令和4年3月16日 令和10年3月31日 第2-2741号 飲食店営業

282 セブンイレブン大宮日進駅西店 さいたま市北区日進町２－１１３６　 048-665-2445 株式会社柳田屋　 令和4年3月29日 令和10年3月31日 第2-2604号 飲食店営業

283 ファミリーマートさいたま日進町南店 さいたま市北区日進町２－１２０３－１　 048-669-1120 株式会社ファミリーマート 令和4年3月16日 令和10年3月31日 第2-2732号 飲食店営業

284 ヨークマート日進店 さいたま市北区日進町２－１９１６－８　 048-663-7772 株式会社ヨーク 令和4年3月9日 令和10年3月31日 第2-2450号 飲食店営業

285 迎春軒 さいたま市北区日進町２－５０８　 048-665-3348 春日　ひろ子　 令和4年3月7日 令和10年3月31日 第2-2390号 飲食店営業

286 セブン－イレブンさいたま日進駅東店 さいたま市北区日進町２－８０７－１　 048-654-4166 武井　和則　 令和4年3月24日 令和10年3月31日 第2-2614号 飲食店営業

287 さいたま市立日進北小学校給食室 さいたま市北区日進町３－１７８　給食室 048-663-1842 株式会社和三盆 令和4年3月31日 令和10年3月31日 第2-2862号 飲食店営業

288 旬肴酒家　どん呑 さいたま市北区日進町３－４９１　リエス宮原ウエスト１０３ 048-788-1184 株式会社ダイシュウグループ 令和4年3月31日 令和10年3月31日 第2-2859号 飲食店営業

289 フードガーデン　宮原西口店 さいたま市北区日進町３－５０８－１　 048-661-1263 株式会社与野フードセンター 令和4年3月16日 令和10年3月31日 第2-2465号 飲食店営業

290 セブン－イレブンさいたま日進３丁目店 さいたま市北区日進町３－７９９－２　 048-663-3733 樋田　和彦　 令和4年3月24日 令和10年3月31日 第2-2679号 飲食店営業

291 くるまやラーメン宮原店 さいたま市北区別所町１２－１２　 048-663-8517 島田　久　 令和4年3月16日 令和10年3月31日 第2-2692号 飲食店営業

292 セブン－イレブン　さいたま別所町店 さいたま市北区別所町９１－９　 048-651-0434 有限会社吉幸本店 令和4年3月24日 令和10年3月31日 第2-2647号 飲食店営業

293 さいたま市立大砂土小学校 さいたま市北区本郷町１　 株式会社若菜 令和4年3月29日 令和10年3月31日 第2-2837号 飲食店営業

294 セブン－イレブン　さいたま本郷町店 さいたま市北区本郷町１２１３　 048-654-1373 有限会社志豊酒店 令和4年3月24日 令和10年3月31日 第2-2676号 飲食店営業

295 ＡＭＢＩＫＡ　Ｉｎｄｏ　Ａｓｉａｎ　Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ さいたま市北区本郷町３３０－１　 ＳＡＡＮＶＩ合同会社　 令和4年3月8日 令和10年3月31日 第2-2616号 飲食店営業

296 パスタアルデンティーノ大宮店 さいたま市北区本郷町８５０　 048-660-6333 株式会社ＳＯＡＬＡ 令和4年3月3日 令和10年3月31日 第2-2364号 飲食店営業
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297 セブン－イレブン　さいたま盆栽町店 さいたま市北区盆栽町４０６－１　 048-668-2210 武井　和則　 令和4年3月24日 令和10年3月31日 第2-2795号 飲食店営業

298 カフェ　ますや さいたま市北区盆栽町９０　 048-729-8336 株式会社桝屋 令和4年3月8日 令和10年3月31日 第2-2487号 飲食店営業

299 セブン－イレブン　さいたま原山１丁目店 さいたま市緑区原山１－３３－１９　 048-887-7112 呉羽　雅臣　 令和4年3月14日 令和10年5月31日 第2-2564号 飲食店営業

300 セブン－イレブンさいたま原山３丁目南店 さいたま市緑区原山３－１４－２１　 048-882-3776 有限会社オノダ 令和4年3月14日 令和10年5月31日 第2-2565号 飲食店営業

301 障害者支援施設　めぐみ園 さいたま市緑区三室１４３１　 株式会社ＬＥＯＣ 令和4年3月23日 令和10年5月31日 第2-2517号 飲食店営業

302 セブン－イレブン　さいたま三室店 さいたま市緑区三室１５１３－１　 048-874-2870 齋藤　純　 令和4年3月14日 令和10年5月31日 第2-2628号 飲食店営業

303 セブン－イレブン　さいたま三室北宿店 さいたま市緑区三室２４１９－７　 金城　雄豪　 令和4年3月14日 令和10年5月31日 第2-2568号 飲食店営業

304 セブン－イレブン　さいたま山崎店 さいたま市緑区三室２８３　 048-874-6356 井上　敬之　 令和4年3月14日 令和10年5月31日 第2-2689号 飲食店営業

305 コンドウハウス さいたま市緑区三室６８０　 048-711-4990 特定非営利活動法人新しい住まい方研究所 令和4年3月30日 令和10年5月31日 第2-2778号 飲食店営業

306 セブン－イレブンさいたま芝原店 さいたま市緑区芝原１－１４－８　 048-874-7172 有限会社オノダ　 令和4年3月14日 令和10年5月31日 第2-2566号 飲食店営業

307 セブン－イレブンさいたま松木２丁目店 さいたま市緑区松木２－３－３　 048-875-7500 有限会社オノダ　 令和4年3月14日 令和10年5月31日 第2-2567号 飲食店営業

308 一代元　浦和上野田店 さいたま市緑区上野田１８５－３　 048-878-3583 株式会社究　 令和4年3月25日 令和10年5月31日 第2-2739号 飲食店営業

309 セブン－イレブン浦和大間木店 さいたま市緑区大間木１６９２－１　 048-874-7703 鳥光　潔　 令和4年3月14日 令和10年5月31日 第2-2535号 飲食店営業

310 セブン－イレブン　さいたま大牧 さいたま市緑区大牧１４８７－５　 048-874-8228 株式会社セブン－イレブン・ジャパン　 令和4年3月14日 令和10年5月31日 第2-2499号 飲食店営業

311 セブン－イレブン東浦和駅南店 さいたま市緑区東浦和１－１２－４　 048-873-8850 合同会社磯貝商店　 令和4年3月14日 令和10年5月31日 第2-2607号 飲食店営業

312 セブン－イレブン東浦和駅前店 さいたま市緑区東浦和１－１－４　 048-875-3711 合同会社磯貝商店 令和4年3月14日 令和10年5月31日 第2-2608号 飲食店営業

313 炭火焼鳥酒家　浅草寿三丁目　東浦和店／宅食ライフ　東浦和店 さいたま市緑区東浦和１－６－１６　 048-826-6820 有限会社アソシエイト・インターナショナル　 令和4年3月15日 令和10年5月31日 第2-2699号 飲食店営業

314 カルニチン堂　東浦和店 さいたま市緑区東浦和４－８－８　 048-829-8655 合同会社Ｋ＆Ｋ 令和4年3月1日 令和10年5月31日 第2-2470号 飲食店営業

315 セブン－イレブン東浦和７丁目店 さいたま市緑区東浦和７－１９－１　 048-810-5507 芦澤　英明　 令和4年3月14日 令和10年5月31日 第2-2536号 飲食店営業

316 セブン－イレブンさいたま東大門２丁目店 さいたま市緑区東大門２－１７－２　 048-878-4764 有限会社三浦屋 令和4年3月15日 令和10年5月31日 第2-2696号 飲食店営業

317 セブン－イレブン浦和南部領店 さいたま市緑区南部領辻３１７５－１　 048-878-5400 清水　茂　 令和4年3月15日 令和10年5月31日 第2-2521号 飲食店営業

318 セブン－イレブン埼玉スタジアム北店 さいたま市緑区美園１－１５－１６　 048-714-0353 有限会社清水 令和4年3月15日 令和10年5月31日 第2-2626号 飲食店営業

319 株式会社若菜　あけみ保育園事業所 さいたま市緑区美園２－１６－１　 048-767-7772 株式会社若菜 令和4年3月25日 令和10年5月31日 第2-2713号 飲食店営業

320 ＷＨＯ’Ｓ　ＴＥＡ　ＭＩＮＩ さいたま市緑区美園５－５０－１　イオンモール浦和美園　３Ｆ　区画：No,３１９  048-621-5251 合同会社ＷＨＯ’Ｓ　ＴＥＡ　ＪＡＰＡＮ 令和4年3月15日 令和10年5月31日 第2-2730号 飲食店営業

321 紅虎餃子房　イオンモール浦和美園 さいたま市緑区美園５－５０－１　イオンモール浦和美園１Ｆ 際コーポレーション株式会社 令和4年3月15日 令和10年5月31日 第2-2472号 飲食店営業

322 ナチュラルローソン浦和高砂一丁目店 さいたま市浦和区高砂１－１４－１３　 048-822-2632 谷口　正剛　 令和4年3月8日 令和10年2月29日 第2-2694号 菓子製造業

323 コッペ・２２ さいたま市浦和区上木崎１－８－９　 有限会社石山商店 令和4年3月11日 令和10年6月30日 第2-2570号 菓子製造業

324 ますや さいたま市桜区五関３５１　 益田　伸二　 令和4年3月2日 令和9年3月31日 第2-2252号 菓子製造業

325 ＨＩＲＯＫＯ　ＴＡＭＡＤＡ さいたま市西区島根５８３　 玉田　裕子　 令和4年3月22日 令和9年3月31日 第2-2724号 菓子製造業

326 ｋｉｃｏ さいたま市大宮区高鼻町２－１－１　Ｂｉｂｌｉ　１Ｆ 048-776-9656 三浦　有紀子　 令和4年3月18日 令和10年6月30日 第2-2392号 菓子製造業

327 ベーカリーレストランサンマルク　大宮公園店 さいたま市大宮区寿能町２－５７　 048-645-0309 株式会社サンマルク 令和4年3月1日 令和10年2月29日 第2-2542号 菓子製造業

328 ＴＡＭＡＳＡＮ　ＰＡＲＫ　氷川参道本店 さいたま市大宮区浅間町２－４７－２　Ｃｈｅｎｅ氷川参道１Ｆ 048-782-6688 フリーマンズ合同会社 令和4年3月23日 令和10年6月30日 第4-48号 菓子製造業

329 食のアトリエ　つむぐ さいたま市大宮区大門町３－１０８　 茂木　真理子　 令和4年3月2日 令和10年6月30日 第2-2469号 菓子製造業

330 エグリーズ・ドゥ・葉山庵 さいたま市大宮区堀の内町３－２６２　 048-644-6688 株式会社アディック 令和4年3月3日 令和10年6月30日 第2-2574号 菓子製造業

331 イオン大宮店　カンテボーレ さいたま市北区櫛引町２－５７４－１　 イオンリテール株式会社 令和4年3月8日 令和10年3月31日 第2-2479号 菓子製造業

332 いなげや大宮宮原店 さいたま市北区奈良町１０６－１　 048-653-8371 株式会社いなげや 令和4年3月3日 令和10年3月31日 第4-41号 菓子製造業

333 ヨークマート日進店 さいたま市北区日進町２－１９１６－８　 048-663-7772 株式会社ヨーク 令和4年3月9日 令和10年3月31日 第2-2451号 菓子製造業
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営業許可施設（令和04年3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

334 フードガーデン　宮原西口店 さいたま市北区日進町３－５０８－１　 048-661-1263 株式会社与野フードセンター 令和4年3月16日 令和10年3月31日 第2-2464号 菓子製造業

335 ＴＡＩＲＡＹＡ　浦和栄和店 さいたま市桜区栄和１－３－１　 048-855-3551 株式会社エコス 令和4年3月9日 令和10年3月31日 第2-2317号 魚介類販売業

336 フードガーデン　北与野店 さいたま市中央区上落合２－３－５　 048-840-1720 株式会社与野フードセンター 令和4年3月7日 令和10年3月31日 第2-2403号 魚介類販売業

337 ヨークマート日進店 さいたま市北区日進町２－１９１６－８　 048-663-7772 株式会社ヨーク 令和4年3月9日 令和10年3月31日 第2-2449号 魚介類販売業

338 フードガーデン　宮原西口店 さいたま市北区日進町３－５０８－１　 048-661-1263 株式会社与野フードセンター 令和4年3月16日 令和10年3月31日 第2-2466号 魚介類販売業

339 ＴＡＩＲＡＹＡ　浦和栄和店 さいたま市桜区栄和１－３－１　 048-855-3551 株式会社エコス 令和4年3月9日 令和10年3月31日 第2-2316号 食肉販売業

340 サウネア さいたま市桜区道場３－２３－３０　 048-615-6973 田島　裕二　 令和4年3月29日 令和10年3月31日 第2-2807号 食肉販売業

341 フードガーデン　北与野店 さいたま市中央区上落合２－３－５　 048-840-1720 株式会社与野フードセンター 令和4年3月7日 令和10年3月31日 第2-2402号 食肉販売業

342 株式会社一色 さいたま市中央区本町東７－１３－３　 048-852-4129 株式会社一色 令和4年3月15日 令和10年3月31日 第2-2388号 食肉販売業

343 北辰商事株式会社　ロヂャース大成店 さいたま市北区大成町４－２９８－２　 048-668-1234 北辰商事株式会社　 令和4年3月3日 令和10年3月31日 第2-2351号 食肉販売業

344 ヨークマート日進店 さいたま市北区日進町２－１９１６－８　 048-663-7772 株式会社ヨーク 令和4年3月9日 令和10年3月31日 第2-2448号 食肉販売業

345 フードガーデン　宮原西口店 さいたま市北区日進町３－５０８－１　 048-661-1263 株式会社与野フードセンター 令和4年3月16日 令和10年3月31日 第2-2467号 食肉販売業

346 買出人処理場利用者組合 さいたま市北区吉野町２－２２６－１　 048-651-7761 仲村　喜作　 令和4年3月14日 令和10年3月31日 第2-2698号 水産製品製造業

347 杉の子納豆製造所 さいたま市北区吉野町２－１２－１　 048-783-3855 社会福祉法人埼玉福祉事業協会 令和4年3月29日 令和10年3月31日 第2-2759号 納豆製造業

348 あさひ元気村 さいたま市南区辻２－１－１４　 048-789-7551 有限会社あさひ福祉サービス 令和4年3月24日 令和10年5月31日 第2-2186号 麺類製造業
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