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1 満寿家 さいたま市浦和区岸町７－１－２２　 有限会社満壽家　 令和3年8月24日 令和9年10月31日 第2-1069号 そうざい製造業

2 日清医療食品株式会社　ヘルスケアフードサービスセンター岩槻 さいたま市岩槻区古ケ場１－３－１　 048-793-0888 日清医療食品株式会社　 令和3年8月6日 令和9年9月30日 第2-1067号 そうざい製造業

3 松屋　与野店 さいたま市中央区上峰４－１４－１２　 048-851-6341 株式会社松屋フーズ 令和3年8月6日 令和9年11月30日 第2-1072号 そうざい製造業

4 片柳農産物加工組合 さいたま市見沼区片柳２－１　 048-684-2221 守屋　勝代　 令和3年8月25日 令和9年9月30日 第2-1047号 みそ又はしょうゆ製造業

5 駒場スタジアム内正直屋３号店 さいたま市浦和区駒場２－１－１　 048-685-1171 株式会社正直屋　 令和3年8月30日 令和9年10月31日 第2-1104号 飲食店営業

6 ベーカリーレストランサンマルクアトレ浦和店 さいたま市浦和区高砂１－１６－１２　アトレ浦和ＷｅｓｔＡｒｅａ３階 048-813-4309 株式会社サンマルク　 令和3年8月12日 令和9年10月31日 第2-1126号 飲食店営業

7 Ｏｈａｎａ　ｃａｆｅ さいたま市浦和区上木崎１－３－３　 望月　美千代　 令和3年8月27日 令和8年10月31日 第2-1221号 飲食店営業

8 ほっともっと上木崎５丁目店 さいたま市浦和区上木崎５－７－１　 048-814-2388 井山　道欧　 令和3年8月19日 令和9年10月31日 第2-1182号 飲食店営業

9 Ｕｎｏ さいたま市浦和区常盤１－５－１　吉岡ビル１Ｆ１０２号 株式会社ロイヤルエンターテインメント　 令和3年8月31日 令和9年10月31日 第2-1188号 飲食店営業

10 サンアイ さいたま市浦和区常盤２－１－２０　 048-832-5535 栗原　司　 令和3年8月13日 令和9年10月31日 第2-1186号 飲食店営業

11 吉蔵　浦和店 さいたま市浦和区仲町１－１－１３　浦和駅前ビル４Ｆ 合同会社隋コーポレーション 令和3年8月24日 令和9年10月31日 第2-1217号 飲食店営業

12 ステーキガスト岩槻インター店 さいたま市岩槻区加倉４－２３－２２　 048-756-4460 株式会社すかいらーくレストランツ　 令和3年8月6日 令和9年9月30日 第2-1027号 飲食店営業

13 社会福祉法人ささの会　多機能型通所事業所　ぽとふ館 さいたま市岩槻区岩槻５２５９－６　 048-798-7071 日清医療食品株式会社　 令和3年8月25日 令和9年9月30日 第2-1194号 飲食店営業

14 食堂　ｃａｆｅ　Ｌａｐｉｎ さいたま市岩槻区宮町１－２－１８　 048-878-8355 中村　裕子　 令和3年8月6日 令和9年9月30日 第2-1107号 飲食店営業

15 ＪＵ埼玉オートオークション株式会社　社内食堂 さいたま市岩槻区笹久保新田５３５　 有限会社えびす給食 令和3年8月25日 令和9年9月30日 第2-1163号 飲食店営業

16 デイリーヤマザキ岩槻上野店 さいたま市岩槻区上野９７９－２　 048-795-3270 株式会社トミタ 令和3年8月6日 令和9年9月30日 第2-1081号 飲食店営業

17 （有）千成屋　いわつき店 さいたま市岩槻区長宮５１５－２　 048-792-1116 有限会社千成屋 令和3年8月19日 令和9年9月30日 第2-1165号 飲食店営業

18 大勝軒 さいたま市岩槻区東岩槻１－４－９　 048-794-7030 井口　勝彦　 令和3年8月11日 令和9年9月30日 第2-1068号 飲食店営業

19 だんらん（Ｃａｆｅ　Ｄｉｎｉｎｇ） さいたま市岩槻区東岩槻１－６－２　山城屋ビル１Ｆ 048-812-5447 小野田　弘子　 令和3年8月12日 令和9年9月30日 第2-1158号 飲食店営業

20 魚べい　岩槻店 さいたま市岩槻区東町２－４－２２　 048-757-0671 元気寿司株式会社 令和3年8月4日 令和9年9月30日 第2-981号 飲食店営業

21 カラオケスナック　ルピナス さいたま市岩槻区飯塚７３－３　 048-798-4212 神田　栄美子　 令和3年8月12日 令和9年9月30日 第2-1065号 飲食店営業

22 めしどき岩槻店 さいたま市岩槻区表慈恩寺１４９７　 048-793-3239 株式会社ｋｉｎｏｃｏフーズ 令和3年8月19日 令和9年9月30日 第2-1105号 飲食店営業

23 味旬 さいたま市岩槻区本町１－３－３　中島ビル 鈴木　信　 令和3年8月25日 令和9年9月30日 第2-1177号 飲食店営業

24 とわそりーぬ さいたま市岩槻区本町３－１０－４　 048-756-4732 有限会社むとう 令和3年8月19日 令和9年9月30日 第2-1084号 飲食店営業

25 特別養護老人ホーム　ひなの杜 さいたま市岩槻区裏慈恩寺５１－１　 048-795-3750 株式会社ベネミール 令和3年8月19日 令和9年9月30日 第2-1119号 飲食店営業

26 韓国家族亭 さいたま市見沼区御蔵３５５－１２　 池田　淑子　 令和3年8月13日 令和9年9月30日 第2-1152号 飲食店営業

27 焼肉炭次郎 さいたま市見沼区深作１－２９－３　 048-796-0429 株式会社感謝感激あめあられカンパニー 令和3年8月31日 令和9年9月30日 第2-1196号 飲食店営業

28 絵梨亜 さいたま市見沼区大谷７７９－１　 048-681-2160 大谷　明美　 令和3年8月13日 令和8年9月30日 第2-1129号 飲食店営業

29 太和菜工坊 さいたま市見沼区大和田町１－１９１９－１　 048-797-7306 太和合同会社　 令和3年8月6日 令和9年9月30日 第2-1144号 飲食店営業

30 なごみ さいたま市見沼区大和田町２－１４３６－５　 048-884-9753 植木　清治　 令和3年8月6日 令和9年9月30日 第2-985号 飲食店営業

31 生活協同組合コープみらい　コープ大宮中川店（惣菜） さいたま市見沼区中川１１２７－１　 048-682-7300 生活協同組合コープみらい　 令和3年8月13日 令和9年9月30日 第2-1010号 飲食店営業

32 生活協同組合コープみらい　コープ大宮中川店（寿司） さいたま市見沼区中川１１２７－１　 048-682-7300 生活協同組合コープみらい　 令和3年8月13日 令和9年9月30日 第2-1011号 飲食店営業

33 極上味噌麺家　光 さいたま市見沼区東新井４３２－２　 048-741-1048 株式会社田口家フードシステムズ　 令和3年8月19日 令和9年9月30日 第2-1076号 飲食店営業

34 玄海寿司 さいたま市見沼区東大宮２－５１－２　 048-667-3811 株式会社鈴光商事　 令和3年8月20日 令和9年9月30日 第2-1149号 飲食店営業

35 ロマンス さいたま市見沼区東大宮５－１－４　 048-688-0770 武藤　紅　 令和3年8月30日 令和9年9月30日 第2-1055号 飲食店営業

36 ＳＡＫＥばぁ　Ｋ’Ｒｏｏｍ さいたま市見沼区東大宮５－２９－２６　山田ビル１Ｆ 048-687-7022 鈴木　暁子　 令和3年8月30日 令和9年9月30日 第2-1216号 飲食店営業

37 麺屋　天 さいたま市見沼区東大宮５－４－７　 048-607-8010 吉野　真一郎　 令和3年8月20日 令和9年9月30日 第2-1148号 飲食店営業

38 スマイル さいたま市見沼区東大宮５－６－１９　東大宮中央ビル１０２ 048-685-8108 菅谷　久美子　 令和3年8月30日 令和8年9月30日 第2-1073号 飲食店営業

39 手もみラーメン十八番 さいたま市見沼区東門前５６－１　 048-684-4797 影山　敏昭　 令和3年8月31日 令和8年9月30日 第2-1004号 飲食店営業

40 扇屋 さいたま市見沼区東門前６１－２０　 048-687-1338 河西　要　 令和3年8月30日 令和9年9月30日 第2-974号 飲食店営業

営業許可施設（令和03年8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8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 カラオケソニック　七里店 さいたま市見沼区風渡野３５１－１１　ダイ１ハラグチビル２カイ 048-687-2552 原口　忠　 令和3年8月6日 令和9年9月30日 第2-1016号 飲食店営業

42 介護老人保健施設高齢者ケアセンターのぞみ　シダックス店 さいたま市見沼区片柳１３８７－１　 048-689-2039 シダックスフードサービス株式会社　 令和3年8月10日 令和9年9月30日 第2-1042号 飲食店営業

43 ポンム さいたま市見沼区堀崎町２２４－２　 048-688-3456 山﨑　健司　 令和3年8月6日 令和9年9月30日 第2-1024号 飲食店営業

44 ヤオコー　大宮蓮沼店（精肉） さいたま市見沼区蓮沼５０６　 048-682-1111 株式会社ヤオコー　 令和3年8月20日 令和9年9月30日 第2-1132号 飲食店営業

45 ヤオコー　大宮蓮沼店（惣菜） さいたま市見沼区蓮沼５０６　 048-682-1111 株式会社ヤオコー　 令和3年8月20日 令和9年9月30日 第2-1135号 飲食店営業

46 ヤオコー　大宮蓮沼店（寿司） さいたま市見沼区蓮沼５０６　 048-682-1111 株式会社ヤオコー　 令和3年8月20日 令和9年9月30日 第2-1136号 飲食店営業

47 焼もの市場　あぶり屋 さいたま市桜区栄和４－２５－２４　 048-856-5335 阿部　裕也　 令和3年8月13日 令和9年11月30日 第2-1193号 飲食店営業

48 共立建設（株）大宮寮 さいたま市西区高木９４１　 サンコー食品株式会社　 令和3年8月31日 令和9年11月30日 第2-1212号 飲食店営業

49 粉もん本舗　縁（えん） さいたま市大宮区宮町１－３６　見留ビル１階 松田　博文　 令和3年8月12日 令和9年10月31日 第2-1145号 飲食店営業

50 クリスピーチキン大宮店 さいたま市大宮区宮町１－７７－５　マガザン大宮 048-641-5855 株式会社シーズン２ 令和3年8月17日 令和9年10月31日 第4-1号 飲食店営業

51 Ｄ．Ｐ．Ｓ大宮店 さいたま市大宮区宮町１－９　湯澤ビル４階 株式会社スティック・ピーエス 令和3年8月31日 令和9年10月31日 第2-1198号 飲食店営業

52 それゆけ鶏ヤロー さいたま市大宮区宮町１－９７－２　二葉ビル１階 048-662-9352 株式会社鶏ヤロー 令和3年8月2日 令和9年10月31日 第2-1017号 飲食店営業

53 まる金　石川家 さいたま市大宮区宮町１－９９　Ｌ．Ｈ大宮ビル１Ｆ 048-662-9009 ＪＣＫ・ビジネス株式会社 令和3年8月30日 令和9年10月31日 第2-1204号 飲食店営業

54 おも舵一杯 さいたま市大宮区桜木町１－２－４　金子ビル３Ｆ 久保田　将成　 令和3年8月13日 令和9年10月31日 第2-1168号 飲食店営業

55 秩父焼肉ホルモン酒場まる助　大宮西口店 さいたま市大宮区桜木町２－１６１－２　大宮ＹＫビルＢ１ 株式会社Ｂｅｌｉｅｆ　 令和3年8月12日 令和9年10月31日 第2-1173号 飲食店営業

56 バーメモリーモーテル さいたま市大宮区桜木町４－１４８－３　 048-645-5539 ＤＸＭＯＯＮ合同会社 令和3年8月2日 令和9年10月31日 第2-1032号 飲食店営業

57 ｋｂ さいたま市大宮区大門町３－１０８　 内田　祐樹　 令和3年8月27日 令和9年10月31日 第2-1219号 飲食店営業

58 ガーリー さいたま市大宮区仲町１－１０８－１１　東通ビル　２階　２０１号室 048-776-9177 加藤　次郎鎮綱　 令和3年8月10日 令和9年10月31日 第2-1109号 飲食店営業

59 めいどーる　ｃａｆｅ さいたま市大宮区仲町１－１１４　仲町ビル２階 048-642-0509 宇佐美　恵子　 令和3年8月30日 令和8年10月31日 第2-1172号 飲食店営業

60 ＳＨＩＳＨＡ　ＤＥＡＲＥＳＴ さいたま市大宮区仲町１－２６　小嶋ビル４Ｆ 下村　亮平　 令和3年8月30日 令和9年10月31日 第2-1208号 飲食店営業

61 ｔｈｅ　ｃｕｒｒｙ　ＬＰＰ さいたま市大宮区仲町１－６２－４　２Ｆ 酒井　貴利　 令和3年8月12日 令和9年10月31日 第2-1103号 飲食店営業

62 ＨＯＮＥＹＳ さいたま市大宮区仲町１－６６－２　ドミノ杉浦ビル地下１階Ａ号室 048-788-4537 株式会社武蔵大和　 令和3年8月16日 令和9年10月31日 第2-1127号 飲食店営業

63 ＬＥＯ さいたま市大宮区仲町１－７７－１　南銀センタービル３階Ｂ号室 048-783-4010 株式会社ＶｉｅｔＭｏｎｇ　ｐｏｗｅｒ　 令和3年8月17日 令和9年10月31日 第2-1178号 飲食店営業

64 ＶＩＳＩＴ さいたま市大宮区仲町１－８０　もりくま４　地下１階 048-729-7932 株式会社スクエア　 令和3年8月30日 令和9年10月31日 第2-1199号 飲食店営業

65 相席屋大宮東口店 さいたま市大宮区仲町２－４３－１　ＣＯＭＯ大宮ビル２Ｆ 株式会社ＨＯＰＥ　ＬＡＮＤ 令和3年8月16日 令和9年10月31日 第2-1190号 飲食店営業

66 ポラム さいたま市大宮区仲町３－１２０　 李　丹心　 令和3年8月27日 令和9年10月31日 第2-1206号 飲食店営業

67 吉祥 さいたま市中央区上落合７－５－２１　 048-708-4076 金沢　峰　 令和3年8月27日 令和9年11月30日 第2-1224号 飲食店営業

68 みつばメゾン与野本館 さいたま市中央区八王子１－２－７　 048-859-2567 株式会社アミス 令和3年8月24日 令和9年11月30日 第2-1175号 飲食店営業

69 みつばレジデンス与野アネックス さいたま市中央区八王子１－７－１５　 048-851-6752 株式会社アミス 令和3年8月24日 令和9年11月30日 第2-1187号 飲食店営業

70 ２６３９　さいたま さいたま市中央区本町西６－３－１　 048-854-3179 株式会社ジーエスエフ 令和3年8月10日 令和9年11月30日 第2-1142号 飲食店営業

71 升馬 さいたま市中央区本町東２－１７－２　 株式会社アイギ 令和3年8月10日 令和9年11月30日 第2-1040号 飲食店営業

72 生活協同組合コープみらい　コープ武蔵浦和店　惣菜室 さいたま市南区曲本４－４－７　 048-836-1781 生活協同組合コープみらい 令和3年8月16日 令和9年9月30日 第2-1160号 飲食店営業

73 生活協同組合コープみらい　コープ武蔵浦和店　サラダ寿司室 さいたま市南区曲本４－４－７　 048-836-1781 生活協同組合コープみらい 令和3年8月16日 令和9年9月30日 第2-1162号 飲食店営業

74 陸奥料理　酒処　美田 さいたま市南区鹿手袋６－１３－３６　 048-844-2682 代田　佐知子　 令和3年8月20日 令和9年9月30日 第2-1019号 飲食店営業

75 ＳＰＩＣＡ さいたま市南区沼影１－１０－１　ラムザタワー１Ｆ 048-711-3822 株式会社アスタリスクブルー 令和3年8月12日 令和9年9月30日 第2-1002号 飲食店営業

76 はま寿司浦和店 さいたま市南区太田窪２－５－７　 048-813-2225 株式会社はま寿司 令和3年8月4日 令和9年9月30日 第2-972号 飲食店営業

77 カラオケカフェ　結衣 さいたま市南区南浦和２－１４－８　アネックス１　１Ｆ 048-883-0288 牧野　エイ子　 令和3年8月12日 令和9年9月30日 第2-1057号 飲食店営業

78 中華料理　はるな さいたま市南区南浦和２－１７－９　 048-886-3348 小林　静夫　 令和3年8月4日 令和9年9月30日 第2-1056号 飲食店営業

79 すし茶房司 さいたま市南区南浦和２－２４－１４　 048-886-7699 長坂　忠幸　 令和3年8月4日 令和9年9月30日 第2-1030号 飲食店営業

80 ロサリーラウンジ２ｎｄ さいたま市南区南浦和２－２８－８　 048-881-5970 松本　ロサリー　 令和3年8月12日 令和8年9月30日 第2-1050号 飲食店営業
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営業許可施設（令和03年8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　

81 串カツ田中　南浦和店 さいたま市南区南浦和２－４０－１　第二愛興ビル１Ｆ 株式会社串カツ田中 令和3年8月30日 令和9年9月30日 第2-1215号 飲食店営業

82 銀座スエヒロ さいたま市南区南浦和２－４１－７　 048-882-2267 阿蘓　淑子　 令和3年8月12日 令和9年9月30日 第2-1176号 飲食店営業

83 ファミリーマート南浦和三丁目店 さいたま市南区南浦和３－５－１６　１階 中園　恵子　 令和3年8月12日 令和9年9月30日 第2-1066号 飲食店営業

84 秋月 さいたま市南区白幡４－１２－２７　 048-864-6123 櫻井　康晴　 令和3年8月20日 令和9年9月30日 第2-1099号 飲食店営業

85 ミスタードーナツ武蔵浦和駅前ショップ さいたま市南区白幡５－１９－１９　マーレ内 048-839-1936 大和フーヅ株式会社 令和3年8月16日 令和9年9月30日 第2-1157号 飲食店営業

86 株式会社マルエツ　武蔵浦和店 さいたま市南区別所７－１２－１　 048-866-8931 株式会社マルエツ 令和3年8月12日 令和9年9月30日 第2-989号 飲食店営業

87 ビーンズ武蔵浦和グリーン・グルメ さいたま市南区別所７－１２－１　 048-864-7801 株式会社ロック・フィールド 令和3年8月12日 令和9年9月30日 第2-1074号 飲食店営業

88 グッドファームハウスサカガミ宮原店 さいたま市北区宮原町１－２８２－１３　 048-664-8080 株式会社サカガミ 令和3年8月27日 令和9年11月30日 第2-1091号 飲食店営業

89 ＭＩＮＡＲ　ＣＯＭＰＡＹ　ＬＴＤ． さいたま市北区宮原町１－２８２－１３　 048-664-8080 ＫＨＡＮ　ＬＡＴＡＦＡＴＨ　ＡＬＩ　 令和3年8月27日 令和9年11月30日 第2-1093号 飲食店営業

90 ペッパーランチ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　 048-729-5566 有限会社寿奈賀 令和3年8月27日 令和9年11月30日 第2-1227号 飲食店営業

91 趣味の店　三本松 さいたま市北区土呂町２－６８－１１　サンボンマツビル１階 048-668-3330 三本松　由紀子　 令和3年8月13日 令和9年11月30日 第2-1098号 飲食店営業

92 Ｊａｋｕｌｉｎ　Ｃｏｆｆｅｅ さいたま市北区盆栽町４７１－１　 048-665-7669 若林　礼子　 令和3年8月17日 令和8年11月30日 第2-1131号 飲食店営業

93 ミニストップさいたま宮本店 さいたま市緑区宮本１－１９－３　 048-875-9184 松本　卓也　 令和3年8月24日 令和9年9月30日 第2-1170号 飲食店営業

94 蕎麦処　むさしや さいたま市緑区原山１－４－５　 048-882-3550 恩田　英二　 令和3年8月18日 令和9年9月30日 第2-1106号 飲食店営業

95 セブンイレブン浦和原山３丁目店 さいたま市緑区原山３－６－２３　 048-883-9338 有限会社スズ 令和3年8月18日 令和9年9月30日 第2-1166号 飲食店営業

96 Ｔｈｅ　ｏｌｄｍａｎ’ｓ　ｃａｆｅ．東浦和店 さいたま市緑区大牧１３３６－２６　 048-797-7579 日と月合同会社 令和3年8月24日 令和9年9月30日 第2-1185号 飲食店営業

97 十三間堂／焼菓子ｍｉｍｕ さいたま市緑区大門２８６９　 048-878-0792 会田　朋哉　 令和3年8月27日 令和8年9月30日 第2-1053号 飲食店営業

98 ハーウィル東川口 さいたま市緑区大門８８６　 白馬メディケアサービス株式会社 令和3年8月25日 令和9年9月30日 第2-1154号 飲食店営業

99 あい庭 さいたま市緑区中尾３１１６　 048-874-7008 株式会社あい庭 令和3年8月4日 令和9年9月30日 第2-957号 飲食店営業

100 生活協同組合コープみらい　コープ浦和東店　ベーク室 さいたま市緑区中尾５５０－１　 048-810-4980 生活協同組合コープみらい　 令和3年8月12日 令和9年9月30日 第2-1116号 飲食店営業

101 生活協同組合コープみらい　コープ浦和東店　寿司・惣菜室 さいたま市緑区中尾５５０－１　 048-810-4980 生活協同組合コープみらい　 令和3年8月12日 令和9年9月30日 第2-1117号 飲食店営業

102 ローソンさいたま東浦和二丁目 さいたま市緑区東浦和２－２３－１０　 048-810-6060 株式会社ローソン 令和3年8月24日 令和9年9月30日 第2-1086号 飲食店営業

103 サミットストア東浦和店（ダンブラウン） さいたま市緑区東浦和２－５１－２６　 048-874-7002 サミット株式会社　 令和3年8月5日 令和9年9月30日 第2-1120号 飲食店営業

104 サミットストア東浦和店 さいたま市緑区東浦和２－５１－２６　 048-874-7002 サミット株式会社　 令和3年8月5日 令和9年9月30日 第2-1122号 飲食店営業

105 サミットストア東浦和店（寿司） さいたま市緑区東浦和２－５１－２６　 048-874-7002 サミット株式会社 令和3年8月5日 令和9年9月30日 第2-1125号 飲食店営業

106 やきとり鳥蔵 さいたま市緑区東浦和２－５－７　 048-875-5321 有限会社ＡＬＣメンテナンス 令和3年8月24日 令和9年9月30日 第2-1112号 飲食店営業

107 神戸牛炭火焼うしの家 さいたま市緑区東浦和４－５－１　 048-875-1010 大熊　豊　 令和3年8月24日 令和9年9月30日 第2-1005号 飲食店営業

108 居酒屋　穴場 さいたま市緑区東浦和５－１１－９　 048-826-6666 有限会社壱の陣　 令和3年8月5日 令和9年9月30日 第2-998号 飲食店営業

109 麺屋　だいのじ さいたま市緑区東浦和７－４３－７－１　 048-875-1778 小野寺　洋二　 令和3年8月5日 令和9年9月30日 第2-944号 飲食店営業

110 デイリーヤマザキ岩槻上野店 さいたま市岩槻区上野９７９－２　 048-795-3270 株式会社トミタ 令和3年8月6日 令和9年9月30日 第2-1080号 菓子製造業

111 とわそりーぬ さいたま市岩槻区本町３－１０－４　 048-756-4732 有限会社むとう 令和3年8月19日 令和9年9月30日 第2-1083号 菓子製造業

112 パルフェ・カメリア さいたま市見沼区御蔵１１０２－６　 藤堂　珠英　 令和3年8月25日 令和8年9月30日 第2-1201号 菓子製造業

113 ポンム さいたま市見沼区堀崎町２２４－２　 048-688-3456 山﨑　健司　 令和3年8月6日 令和9年9月30日 第2-1025号 菓子製造業

114 ヤオコー　大宮蓮沼店（ベーカリー） さいたま市見沼区蓮沼５０６　 048-682-1111 株式会社ヤオコー 令和3年8月20日 令和9年9月30日 第2-1137号 菓子製造業

115 Blue daisy さいたま市大宮区大成町１－２０１－１　高橋マンション３０３ 小堀　美希　 令和3年8月16日 令和8年10月31日 第2-1169号 菓子製造業

116 ラ・プルミエール・フルール さいたま市大宮区大成町１－２０１－１－３０３　 司辻　愛子　 令和3年8月12日 令和8年10月31日 第2-1071号 菓子製造業

117 ｋｂ さいたま市大宮区大門町３－１０８　 内田　祐樹　 令和3年8月27日 令和9年10月31日 第2-1220号 菓子製造業

118 生活協同組合コープみらい　コープ武蔵浦和店　ベーカリーサンド室 さいたま市南区曲本４－４－７　 048-836-1781 生活協同組合コープみらい 令和3年8月16日 令和9年9月30日 第2-1161号 菓子製造業

119 ミスタードーナツ武蔵浦和駅前ショップ さいたま市南区白幡５－１９－１９　マーレ内 048-839-1936 大和フーヅ株式会社 令和3年8月16日 令和9年9月30日 第2-1156号 菓子製造業

120 グッドファームハウスサカガミ宮原店 さいたま市北区宮原町１－２８２－１３　 048-664-8080 株式会社サカガミ 令和3年8月27日 令和9年11月30日 第2-1092号 菓子製造業
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営業許可施設（令和03年8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 金城焼き菓子工房 さいたま市北区東大成町１－４４２－９　 金城　修一　 令和3年8月13日 令和8年11月30日 第2-1090号 菓子製造業

122 十三間堂／焼菓子ｍｉｍｕ さいたま市緑区大門２８６９　 048-878-0792 会田　朋哉　 令和3年8月27日 令和8年9月30日 第2-1054号 菓子製造業

123 生活協同組合コープみらい　コープ浦和東店　ベーク室 さいたま市緑区中尾５５０－１　 048-810-4980 生活協同組合コープみらい 令和3年8月12日 令和9年9月30日 第2-1115号 菓子製造業

124 サミットストア東浦和店（ダンブラウン） さいたま市緑区東浦和２－５１－２６　 048-874-7002 サミット株式会社　 令和3年8月5日 令和9年9月30日 第2-1121号 菓子製造業

125 パティスリータケモト さいたま市緑区東浦和２－７２－１　 048-764-8682 株式会社ＴＡＫＥＭＯＴＯ 令和3年8月24日 令和9年9月30日 第2-1191号 菓子製造業

126 生活協同組合コープみらい　コープ大宮中川店 さいたま市見沼区中川１１２７－１　 048-682-7300 生活協同組合コープみらい 令和3年8月13日 令和9年9月30日 第2-1013号 魚介類販売業

127 ヤオコー　大宮蓮沼店（鮮魚） さいたま市見沼区蓮沼５０６　 048-682-1111 株式会社ヤオコー 令和3年8月20日 令和9年9月30日 第2-1134号 魚介類販売業

128 サミットストア東浦和店 さいたま市緑区東浦和２－５１－２６　 048-874-7002 サミット株式会社　 令和3年8月5日 令和9年9月30日 第2-1124号 魚介類販売業

129 生活協同組合コープみらい　コープ大宮中川店 さいたま市見沼区中川１１２７－１　 048-682-7300 生活協同組合コープみらい 令和3年8月13日 令和9年9月30日 第2-1012号 食肉販売業

130 ヤオコー　大宮蓮沼店（精肉） さいたま市見沼区蓮沼５０６　 048-682-1111 株式会社ヤオコー 令和3年8月20日 令和9年9月30日 第2-1133号 食肉販売業

131 生活協同組合コープみらい　コープ浦和東店　畜産室 さいたま市緑区中尾５５０－１　 048-810-4980 生活協同組合コープみらい 令和3年8月12日 令和9年9月30日 第2-1114号 食肉販売業

132 サミットストア東浦和店 さいたま市緑区東浦和２－５１－２６　 048-874-7002 サミット株式会社 令和3年8月5日 令和9年9月30日 第2-1123号 食肉販売業

133 株式会社　文友社　岩槻パッケージングセンター さいたま市岩槻区柏崎３２３－１　 048-756-3125 株式会社文友社 令和3年8月4日 令和9年9月30日 第2-1031号 食品の小分け業

134 生活協同組合コープみらい　コープ武蔵浦和店　水産作業室 さいたま市南区曲本４－４－７　 048-836-1781 生活協同組合コープみらい 令和3年8月16日 令和9年9月30日 第2-1159号 水産製品製造業

135 生活協同組合コープみらい　コープ浦和東店 さいたま市緑区中尾５５０－１　 048-810-4980 生活協同組合コープみらい 令和3年8月12日 令和9年9月30日 第2-1113号 水産製品製造業

136 片柳農産物加工組合 さいたま市見沼区片柳２－１　 048-684-2221 守屋　勝代　 令和3年8月25日 令和9年9月30日 第2-1048号 漬物製造業

137 ポラム さいたま市大宮区仲町３－１２０　 李　丹心　 令和3年8月27日 令和9年10月31日 第2-1207号 漬物製造業

138 有限会社山田屋 さいたま市浦和区岸町４－２－２４　 048-822-2829 有限会社山田屋 令和3年8月20日 令和9年10月31日 第2-1140号 豆腐製造業
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