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1 鶏そば　光潮 さいたま市中央区新中里２－１－１１　 048-708-3464 大橋　淳　 令和4年8月15日 令和10年11月30日 第2-847号 そうざい製造業

2 かくれ食堂　吉民 さいたま市北区日進町２－１２５８－２　 048-628-5979 青山　德民　 令和4年8月26日 令和9年11月30日 第2-815号 そうざい製造業

3 ＢＡＣＣＨＵＳ さいたま市浦和区岸町４－１－３５　 048-834-4333 石原　知憲　 令和4年8月29日 令和10年10月31日 第2-836号 飲食店営業

4 （株）ロッテリア　埼玉県庁前店 さいたま市浦和区高砂３－６－１５　 株式会社ロッテリア　 令和4年8月22日 令和10年10月31日 第2-868号 飲食店営業

5 ケヤキ倶楽部上木崎 さいたま市浦和区上木崎８－１１－２０　 048-767-8277 ミストラルＨＤ株式会社　 令和4年8月2日 令和10年10月31日 第2-769号 飲食店営業

6 中華蕎麦　金魚 さいたま市浦和区北浦和３－８－１３　 048-755-9398 林　真人　 令和4年8月10日 令和10年10月31日 第2-749号 飲食店営業

7 Ｂｏｎｄｓ さいたま市浦和区北浦和４－１－１４　スダプラザ５階Ａ号室 048-718-5053 石橋　侑実　 令和4年8月2日 令和10年10月31日 第2-763号 飲食店営業

8 さいたま市立針ヶ谷保育園　給食室 さいたま市浦和区領家７－２－３０　 ＪＧＳ株式会社　 令和4年8月8日 令和10年10月31日 第2-817号 飲食店営業

9 ＬＩＦＥ　ＤＥＬＩ　岩槻店 さいたま市岩槻区城南２－３－３７　 048-729-8972 川口　不二夫　 令和4年8月3日 令和10年9月30日 第2-766号 飲食店営業

10 炭火道楽蔵正 さいたま市岩槻区城南４－３－９５　 048-797-0102 宮内　正宏　 令和4年8月26日 令和10年9月30日 第2-765号 飲食店営業

11 橋本屋食堂 さいたま市岩槻区大戸９６５－１　 048-799-1274 金子　昭　 令和4年8月24日 令和10年9月30日 第2-840号 飲食店営業

12 ローソン・スリーエフ岩槻仲町店 さいたま市岩槻区仲町１－６－１　 048-758-8277 武井　勝弘　 令和4年8月26日 令和10年9月30日 第2-816号 飲食店営業

13 デイリーヤマザキさいたま平林寺店 さいたま市岩槻区平林寺１５８－１　 048-756-1151 山崎製パン株式会社　 令和4年8月26日 令和10年9月30日 第2-810号 飲食店営業

14 一来庵 さいたま市見沼区染谷３－５４２　 048-685-1070 君波　洋介　 令和4年8月10日 令和10年9月30日 第2-783号 飲食店営業

15 ん さいたま市見沼区大和田町１－１４６２　 048-687-8721 中島　綾子　 令和4年8月24日 令和10年9月30日 第2-748号 飲食店営業

16 山田うどん　大宮中川店 さいたま市見沼区中川２７５　 048-685-4846 山田食品産業株式会社　 令和4年8月3日 令和10年9月30日 第2-775号 飲食店営業

17 大衆酒場　末広 さいたま市見沼区東大宮４－１８－１　 048-666-4866 高木　勝利　 令和4年8月19日 令和10年9月30日 第2-811号 飲食店営業

18 オステリア　ＺＥＮ さいたま市見沼区東大宮４－１８－２　アネックス大宮１Ｆ 048-780-2469 吉澤　真澄　 令和4年8月25日 令和10年9月30日 第2-599号 飲食店営業

19 ＣＯＮ　ＢＯ　ＣＵＯＩ さいたま市見沼区東大宮４－１８－７　Ｂ１Ｆ 三丸合同会社　 令和4年8月12日 令和10年9月30日 第2-805号 飲食店営業

20 パブオスカー さいたま市見沼区東大宮４－６１－１４　 048-666-5750 有限会社シノコーポレーション　 令和4年8月12日 令和10年9月30日 第2-728号 飲食店営業

21 なか卯　東大宮店 さいたま市見沼区東大宮４－８－１　クリスタルビル１Ｆ 048-651-4133 株式会社なか卯　 令和4年8月25日 令和10年9月30日 第4-51号 飲食店営業

22 ドトールコーヒーショップ東大宮東口店 さいたま市見沼区東大宮５－２－１１　さじやビル１階 048-682-5561 カメイ株式会社　 令和4年8月8日 令和10年9月30日 第2-780号 飲食店営業

23 花子倶楽部 さいたま市見沼区東大宮５－２－１５　 048-688-8793 吉井　淳二　 令和4年8月30日 令和10年9月30日 第2-792号 飲食店営業

24 カラオケバンバン東大宮店 さいたま市見沼区東大宮５－３７－１　 048-688-7773 株式会社シン・コーポレーション　 令和4年8月12日 令和10年9月30日 第2-788号 飲食店営業

25 五（サンク） さいたま市見沼区東大宮５－５３－２８　 福本　裕子　 令和4年8月23日 令和10年9月30日 第2-893号 飲食店営業

26 しゃぶ葉　東大宮店 さいたま市見沼区東大宮７－４７－３　 048-688-5801 株式会社すかいらーくレストランツ　 令和4年8月23日 令和10年9月30日 第4-60号 飲食店営業

27 持ち帰り弁当桃太郎 さいたま市見沼区東門前５６－１　 048-688-5681 上野　助五郎　 令和4年8月12日 令和10年9月30日 第2-727号 飲食店営業

28 フードガーデン　七里店 さいたま市見沼区東門前６５－１　 048-686-1831 株式会社与野フードセンター　 令和4年8月4日 令和10年9月30日 第2-753号 飲食店営業

29 カフェ　ル．　パルファ さいたま市見沼区東門前６５－２　 048-688-6333 山形　美加　 令和4年8月24日 令和10年9月30日 第2-791号 飲食店営業

30 ハローサイゴン（Ｈｅｌｌｏ　ＳａｉＧｏｎ） さいたま市見沼区東門前７５－１　 株式会社アジア物産ＱＨＤ 令和4年8月16日 令和9年9月30日 第2-806号 飲食店営業

31 都鮨 さいたま市見沼区南中丸２０－３　 048-683-0517 池田　秀雄　 令和4年8月16日 令和10年9月30日 第2-807号 飲食店営業

32 居酒家・和 さいたま市見沼区南中野１０５１－５　 坂本　和也　 令和4年8月10日 令和9年9月30日 第2-787号 飲食店営業

33 相州屋 さいたま市見沼区堀崎町４６５－２　 048-685-2283 宇都宮　仁　 令和4年8月23日 令和10年9月30日 第2-789号 飲食店営業

34 どさんこ太郎 さいたま市見沼区蓮沼５５１－２　 048-684-6363 加藤　光彦　 令和4年8月12日 令和10年9月30日 第2-723号 飲食店営業

35 スナック　ペルシャ さいたま市桜区田島５－２３－１０　べルシャトウＢ１Ｆ 048-866-6555 大沢　美代子　 令和4年8月1日 令和10年7月31日 第2-560号 飲食店営業

36 日高屋　大宮三橋６丁目店 さいたま市西区三橋６－１８５　 048-625-0366 株式会社ハイデイ日高　 令和4年8月23日 令和10年11月30日 第2-801号 飲食店営業

37 ワインバー　松本式 さいたま市大宮区下町１－２９　藤沼ビル２０３号 048-606-3552 松本　哲幸　 令和4年8月31日 令和10年10月31日 第2-889号 飲食店営業

38 カスタマカフェ大宮店 さいたま市大宮区宮町１－７５　ＲＥＸ大宮４階 048-643-7000 株式会社スリーナイン　 令和4年8月18日 令和10年10月31日 第2-838号 飲食店営業

39 ファミリーマート東武大宮駅店 さいたま市大宮区錦町６３０　（東武大宮駅構内） 048-650-0500 東武商事株式会社 令和4年8月30日 令和10年10月31日 第2-825号 飲食店営業

40 Ｂｉｋｅｌｏｒｅ　Ｓｔｏｒｅ さいたま市大宮区高鼻町２－１－１　 一般社団法人バイクロア　 令和4年8月18日 令和10年10月31日 第2-9087号 飲食店営業

営業許可施設（令和04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04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 ＲＦ１・いとはん さいたま市大宮区桜木町１－６－２　そごう大宮店地下１階 048-648-6190 株式会社ロック・フィールド　 令和4年8月25日 令和10年10月31日 第2-839号 飲食店営業

42 Ｌｅｎａ　Ｈａｗａｉｉ さいたま市大宮区桜木町２－４５５－２　 ＷｅＦｏｒｗａｒｄ株式会社　 令和4年8月5日 令和10年10月31日 第2-746号 飲食店営業

43 のんびりｃａｆｅ　もふ浪漫 さいたま市大宮区三橋４－９８０－１７　 黒金　弘典　 令和4年8月4日 令和9年10月31日 第2-768号 飲食店営業

44 大宮商店 さいたま市大宮区大門町１－４５－３　２．３Ｆ 048-782-8082 株式会社ＭＳ　Ｇｒｏｕｐ　 令和4年8月24日 令和10年10月31日 第2-892号 飲食店営業

45 しお辛 さいたま市大宮区大門町１－７２－１　 048-643-8844 江原　吉子　 令和4年8月30日 令和10年10月31日 第2-786号 飲食店営業

46 Ｓａ１５ さいたま市大宮区仲町１－２４　大宮オリンピアビル３階　３ＦＣ区画 生方　記子　 令和4年8月3日 令和10年10月31日 第2-616号 飲食店営業

47 ａｉ さいたま市大宮区仲町１－５０　福田産業ビル２階２０７号室・２０８号室 048-788-4146 株式会社ＳＩＭ　 令和4年8月17日 令和10年10月31日 第2-819号 飲食店営業

48 コアルラ さいたま市大宮区仲町１－６２－１　仲町１丁目大鉄店舗２階 048-642-7739 株式会社ルミエール　 令和4年8月10日 令和10年10月31日 第2-827号 飲食店営業

49 Ａｎｅｌａ さいたま市大宮区仲町１－７４　高野ビル１階 比嘉　美津姫　 令和4年8月26日 令和10年10月31日 第2-880号 飲食店営業

50 ＡＲＤＥＮＴ　ＣＬＵＢ　ｏｍｉｙａ さいたま市大宮区仲町２－５５　大宮仲町ビル３Ｆ 048-782-6853 合同会社Ｌｅａｄｉｎｇ　 令和4年8月3日 令和10年10月31日 第2-668号 飲食店営業

51 立喰立呑　波音 さいたま市大宮区土手町３－２４７－１　プラスハイツ北大宮　１Ｆ１号 048-782-7340 有限会社ＮＡＯプランニング　 令和4年8月8日 令和10年10月31日 第2-718号 飲食店営業

52 Ｃａｆｅ　Ｍｏｏｎ　Ｒｉｖｅｒ さいたま市大宮区北袋町１－８０－１　 048-658-9066 株式会社Ｔ５　 令和4年8月3日 令和9年10月31日 第2-546号 飲食店営業

53 串焼亭ねぎ　北与野店 さいたま市中央区上落合１－１０－８　 048-826-5523 有限会社ねぎコーポレーション　 令和4年8月1日 令和10年7月31日 第2-777号 飲食店営業

54 ほっともっと北与野駅前店 さいたま市中央区上落合２－４－４　 048-858-9830 井山　道欧　 令和4年8月17日 令和10年11月30日 第2-861号 飲食店営業

55 鶏そば　光潮 さいたま市中央区新中里２－１－１１　 048-708-3464 大橋　淳　 令和4年8月15日 令和10年11月30日 第2-846号 飲食店営業

56 吉野家１７号線与野本町店 さいたま市中央区本町西４－１５－１２　 048-858-8201 株式会社吉野家　 令和4年8月1日 令和10年7月31日 第2-772号 飲食店営業

57 有限会社ほっとスマイル さいたま市南区円正寺１３２　 048-885-3855 有限会社ほっとスマイル　 令和4年8月31日 令和10年9月30日 第2-821号 飲食店営業

58 デイリーヤマザキさいたま中浦和店 さいたま市南区関１－１３－８　 048-863-1880 髙木　秀樹　 令和4年8月4日 令和10年9月30日 第2-757号 飲食店営業

59 八福 さいたま市南区根岸２－１－８　 048-767-8229 株式会社ＫＴＹジャパン　 令和4年8月5日 令和9年9月30日 第2-698号 飲食店営業

60 つむじ麺処 さいたま市南区鹿手袋１－３－１８　メゾンド中浦和１Ｆ 048-678-0264 有限会社エムワイエム　 令和4年8月5日 令和10年9月30日 第2-784号 飲食店営業

61 ロッテリア　パイロットショップ さいたま市南区沼影３－１－１　 048-837-0668 株式会社ロッテリア　 令和4年8月24日 令和10年9月30日 第2-842号 飲食店営業

62 医療法人　有隣会 さいたま市南区太田窪１９７３－５　 048-885-5307 医療法人有隣会　 令和4年8月3日 令和10年9月30日 第2-732号 飲食店営業

63 大むらそば店 さいたま市南区太田窪２９２２－９　 048-881-0414 宮本　秀吉　 令和4年8月10日 令和10年9月30日 第2-804号 飲食店営業

64 ｃａｆｅ・ｐｅｃｏｒａｓ さいたま市南区大谷場２－１２－１３　 株式会社アスピランテ　 令和4年8月29日 令和10年9月30日 第2-875号 飲食店営業

65 セブンイレブンさいたま辻５丁目店 さいたま市南区辻５－５－１２　 048-837-6627 合同会社シリウス　 令和4年8月4日 令和10年9月30日 第2-642号 飲食店営業

66 なか寿司 さいたま市南区内谷３－１０－１１　 048-864-4690 有限会社中村寿司　 令和4年8月29日 令和10年9月30日 第2-800号 飲食店営業

67 キララ さいたま市南区内谷６－２－２２　 048-863-5070 西村　洋子　 令和4年8月29日 令和10年9月30日 第2-837号 飲食店営業

68 浜膳 さいたま市南区南浦和２－２３－６　 048-885-4437 工藤　敏美　 令和4年8月17日 令和9年9月30日 第2-834号 飲食店営業

69 笑わ家 さいたま市南区南浦和２－２７－１０　第１８まさひろビル１Ｆ 048-877-0779 米澤　敏哉　 令和4年8月10日 令和10年9月30日 第2-760号 飲食店営業

70 珈琲店蘭豆 さいたま市南区南浦和２－２７－１４　 青木　敏　 令和4年8月31日 令和10年9月30日 第2-790号 飲食店営業

71 珈琲かすみ さいたま市南区南浦和２－３１－７　 048-881-3719 村田　霞　 令和4年8月2日 令和10年9月30日 第2-733号 飲食店営業

72 銀座スエヒロ　南浦和店 さいたま市南区南浦和２－４１－７　南浦和セントラルハイツ１０１、２０１、２０２ 048-882-2267 三和合同会社 令和4年8月10日 令和10年9月30日 第2-824号 飲食店営業

73 きょう さいたま市南区南浦和３－５－７　２Ｆ 048-881-7223 清水　京子　 令和4年8月9日 令和10年9月30日 第2-785号 飲食店営業

74 メフォス東日本　００３００号店 さいたま市南区南本町１－５－３　 048-863-2111 株式会社メフォス東日本　 令和4年8月23日 令和10年9月30日 第2-850号 飲食店営業

75 グランダ武蔵浦和 さいたま市南区白幡６－１０－１５　 048-844-3280 コンパスグループ・ジャパン株式会社　 令和4年8月4日 令和10年9月30日 第2-726号 飲食店営業

76 庵悟 さいたま市南区文蔵２－３０－５　 048-865-5535 上沼　裕一　 令和4年8月4日 令和10年9月30日 第2-761号 飲食店営業

77 横浜　昇龍園 さいたま市南区別所７－１２－１　ＢＥＡＮＳ武蔵浦和２Ｆ 048-762-8139 株式会社大和グループ　 令和4年8月29日 令和10年9月30日 第2-878号 飲食店営業

78 ＫＡＮＴＯＮ さいたま市南区別所７－９－１１　ＮＫビル２－Ｂ 048-755-9239 株式会社ＢＪ　ＦＡＭＩＬＹ　 令和4年8月23日 令和10年9月30日 第2-845号 飲食店営業

79 アドニスプラザ大宮 さいたま市北区宮原町３－３７４　 ＳＯＭＰＯケアフーズ株式会社　 令和4年8月26日 令和10年11月30日 第4-62号 飲食店営業

80 かくれ食堂　吉民 さいたま市北区日進町２－１２５８－２　 048-628-5979 青山　德民　 令和4年8月26日 令和9年11月30日 第2-813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04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 栗の木 さいたま市緑区間宮２５１　 048-878-0614 榎本　ノブ子　 令和4年8月5日 令和9年9月30日 第2-759号 飲食店営業

82 蕎麦茶房　ＳＡＲＡＩ さいたま市緑区原山３－１－６　 048-764-9663 澵井　正雄　 令和4年8月2日 令和10年9月30日 第2-688号 飲食店営業

83 ＭＥＧＡドン・キホーテ浦和原山店（ハム加工室） さいたま市緑区原山４－３－３　 048-885-3810 株式会社長崎屋　 令和4年8月29日 令和10年9月30日 第2-795号 飲食店営業

84 株式会社日米クック　アミカの郷　北浦和 さいたま市緑区三室１６２４－１　 株式会社日米クック　 令和4年8月12日 令和10年9月30日 第2-862号 飲食店営業

85 厚沢屋 さいたま市緑区三室２４５６　 048-874-1416 有限会社厚沢商店　 令和4年8月10日 令和10年9月30日 第2-752号 飲食店営業

86 すい仙 さいたま市緑区芝原１－６－９　 太田　和美　 令和4年8月9日 令和9年9月30日 第2-720号 飲食店営業

87 コメダ珈琲店浦和松木店 さいたま市緑区松木２－７－３　 048-711-1114 株式会社イズミ紙管　 令和4年8月5日 令和10年9月30日 第2-710号 飲食店営業

88 ヨークマート三室店 さいたま市緑区松木２－８－１　 048-875-2220 株式会社ヨーク　 令和4年8月5日 令和10年9月30日 第2-798号 飲食店営業

89 キッチン　Ｔａｎｐｏｐｏ さいたま市緑区松木３－３１－１１　 048-677-8205 工藤　久予　 令和4年8月16日 令和9年9月30日 第2-742号 飲食店営業

90 石窯パン工房サンメリー　東浦和店 さいたま市緑区大間木１７０５－１　 048-810-2140 株式会社サンメリー　 令和4年8月16日 令和10年9月30日 第2-808号 飲食店営業

91 居酒屋けやき さいたま市緑区大牧１３３６－１１　 048-874-0829 簗　恙子　 令和4年8月12日 令和10年9月30日 第2-767号 飲食店営業

92 豆だぬき さいたま市緑区中尾１３１７－１１　 048-810-4700 宗教法人日本聖道教団　 令和4年8月29日 令和10年9月30日 第2-734号 飲食店営業

93 しらかば さいたま市緑区中尾１３１７－１１　 048-810-4070 宗教法人日本聖道教団　 令和4年8月29日 令和10年9月30日 第2-745号 飲食店営業

94 ＨＣ東浦和 さいたま市緑区東浦和２－２２－２　 048-874-5586 株式会社グリーンヘルスケアサービス　 令和4年8月12日 令和10年9月30日 第2-750号 飲食店営業

95 イオンリテール株式会社　イオン浦和美園店　水産寿司作業場 さいたま市緑区美園５－５０－１　 048-812-6464 イオンリテール株式会社　 令和4年8月19日 令和10年9月30日 第2-778号 飲食店営業

96 イオンリテール株式会社　イオン浦和美園店　ピザ作業場 さいたま市緑区美園５－５０－１　 048-812-6464 イオンリテール株式会社　 令和4年8月19日 令和10年9月30日 第2-779号 飲食店営業

97 神戸アールティー さいたま市緑区美園５－５０－１　イオンモール浦和美園　１１１－２区画 048-711-8998 株式会社アールティージャパン　 令和4年8月19日 令和10年9月30日 第2-771号 飲食店営業

98 ビアードパパ　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１Ｆ 048-812-3121 株式会社麦の穂　 令和4年8月19日 令和10年9月30日 第2-797号 飲食店営業

99 ＮＥＳＴ　Ｂａｋｉｎｇ　Ｃｏｍｐａｎｙ さいたま市浦和区領家１－６－１　 048-753-9185 石関　幸康　 令和4年8月31日 令和9年10月31日 第2-916号 菓子製造業

100 パティスリー　くるみの枕 さいたま市岩槻区岩槻５２１６－５　 048-757-8733 薄井　淳子　 令和4年8月26日 令和10年9月30日 第2-762号 菓子製造業

101 不二家　東大宮店 さいたま市見沼区東大宮５－３４－１　 048-682-3888 清水　里佐夫　 令和4年8月16日 令和10年9月30日 第2-857号 菓子製造業

102 パティスリー　スプランディード さいたま市見沼区東大宮５－４７－２９　 048-683-3627 長門　毅　 令和4年8月12日 令和10年9月30日 第2-793号 菓子製造業

103 Ｂｏｕｌｅ さいたま市見沼区東大宮７－３７－３５　 島津　えりか　 令和4年8月8日 令和10年9月30日 第2-743号 菓子製造業

104 杉の子マート指扇店 さいたま市西区西遊馬１１９８－４　 048-782-9928 社会福祉法人埼玉福祉事業協会　 令和4年8月16日 令和9年11月30日 第2-859号 菓子製造業

105 アンテノール　大宮そごう店 さいたま市大宮区桜木町１－６－２　大宮そごう　Ｂ１ 048-657-0140 株式会社エーデルワイス　 令和4年8月5日 令和10年10月31日 第2-737号 菓子製造業

106 Ｃｈａｎｇｉ　Ｃｏｏｋｉｅｓ さいたま市大宮区仲町１－１２３　 宮田　茉莉奈　 令和4年8月9日 令和10年10月31日 第2-666号 菓子製造業

107 菓子工房　くま さいたま市大宮区仲町１－１２３　 藤原　彩夏　 令和4年8月17日 令和10年10月31日 第2-708号 菓子製造業

108 ＥＮＦＡＮＴ　ＳＯＬＥＩＬ さいたま市大宮区仲町１－１２３　 彦坂　陽子　 令和4年8月5日 令和10年10月31日 第2-794号 菓子製造業

109 デイリーヤマザキさいたま中浦和店 さいたま市南区関１－１３－８　 048-863-1880 髙木　秀樹　 令和4年8月4日 令和10年9月30日 第2-758号 菓子製造業

110 手作りチーズケーキの店　ダンテ さいたま市南区根岸３－１９－１３　 048-865-5858 有限会社ダンテプロゲット　 令和4年8月22日 令和10年9月30日 第2-747号 菓子製造業

111 株式会社ロッテ浦和工場 さいたま市南区沼影３－１－１　 048-837-0111 株式会社ロッテ　 令和4年8月24日 令和10年9月30日 第2-774号 菓子製造業

112 かくれ食堂　吉民 さいたま市北区日進町２－１２５８－２　 048-628-5979 青山　德民　 令和4年8月26日 令和9年11月30日 第2-814号 菓子製造業

113 石窯パン工房サンメリー　東浦和店 さいたま市緑区大間木１７０５－１　 048-810-2140 株式会社サンメリー　 令和4年8月16日 令和10年9月30日 第2-809号 菓子製造業

114 フロプレステージュ　浦和美園イオン店 さいたま市緑区美園５－５０－１　イオンモール浦和美園１Ｆ 048-812-6668 株式会社フロジャポン　 令和4年8月19日 令和10年9月30日 第4-52号 菓子製造業

115 フードガーデン　七里店 さいたま市見沼区東門前６５－１　 048-686-1831 株式会社与野フードセンター　 令和4年8月4日 令和10年9月30日 第2-755号 魚介類販売業

116 フレッシュ市場マルフク さいたま市桜区西堀３－１－１５　 048-861-0685 有限会社丸福商事　 令和4年8月1日 令和10年7月31日 第2-461号 魚介類販売業

117 フードガーデン　七里店 さいたま市見沼区東門前６５－１　 048-686-1831 株式会社与野フードセンター　 令和4年8月4日 令和10年9月30日 第2-754号 食肉販売業

118 鶏そば　光潮 さいたま市中央区新中里２－１－１１　 048-708-3464 大橋　淳　 令和4年8月15日 令和10年11月30日 第2-848号 食品の小分け業

119 株式会社海渡 さいたま市南区曲本４－１５－３　 048-864-1131 株式会社海渡　 令和4年8月22日 令和10年9月30日 第2-803号 水産製品製造業

120 黒須豆腐店 さいたま市見沼区大和田町２－１００５－１０　 048-684-8759 黒須　栄　 令和4年8月26日 令和10年9月30日 第2-822号 豆腐製造業
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