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1 日本料理　よしみつ さいたま市浦和区仲町３－２－１６　２Ｆ 048-711-8263 吉光　伸晃　 令和3年10月13日 令和9年10月31日 第2-1475号 そうざい製造業

2 Ｄｅｌｉ＆Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　カンタービレ さいたま市浦和区領家７－１７－１４　浦和領家コーポＤ棟１０３ 小浦　貴史　 令和3年10月28日 令和9年10月31日 第2-1659号 そうざい製造業

3 ハワイカウコーヒーＪＲ大宮駅店 さいたま市大宮区錦町６３０　大宮駅構内東口コンコース　ハワイカウコーヒーＪＲ大宮駅店 株式会社蒼天 令和3年10月5日 令和9年10月31日 第2-1416号 そうざい製造業

4 うらわ餃子 さいたま市南区大谷口７２０－８　 真下　加奈　 令和3年10月19日 令和10年1月31日 第2-1538号 そうざい製造業

5 麺くいや　茶ﾞ紅葉蘭 さいたま市緑区東浦和１－１４－７　 048-873-7777 株式会社三井コーポレーション　 令和3年10月7日 令和10年1月31日 第2-1436号 そうざい製造業

6 スターバックス　コーヒー　浦和　蔦屋書店 さいたま市浦和区高砂１－１６－１２　アトレ浦和 048-789-6989 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 令和3年10月5日 令和9年10月31日 第2-1467号 飲食店営業

7 和飲屋　新吉 さいたま市浦和区高砂１－６－７　 048-834-5095 株式会社新吉　 令和3年10月4日 令和9年10月31日 第2-1387号 飲食店営業

8 サムシング・トレ さいたま市浦和区上木崎１－９－１９　 048-824-4442 株式会社サムシング 令和3年10月1日 令和9年10月31日 第2-1377号 飲食店営業

9 ロイヤルレジデンス浦和 さいたま市浦和区上木崎３－３－１１　 048-767-8317 日清医療食品株式会社 令和3年10月27日 令和9年10月31日 第2-1518号 飲食店営業

10 豊盛坊 さいたま市浦和区常盤１０－９－１５　１Ｆ 芳永　広子　 令和3年10月11日 令和9年10月31日 第2-1369号 飲食店営業

11 石本家 さいたま市浦和区常盤３－２－２２　 048-831-4721 有限会社石本家 令和3年10月7日 令和9年10月31日 第2-1351号 飲食店営業

12 ｔｏｋｉｈａｎａ さいたま市浦和区常盤５－１７－１６　 048-825-6796 西尾　みどり　 令和3年10月27日 令和9年10月31日 第2-1591号 飲食店営業

13 喫茶ときわ さいたま市浦和区常盤６－４－２１　 048-822-4411 一般財団法人埼玉県勤労者福祉センター 令和3年10月13日 令和9年10月31日 第2-1259号 飲食店営業

14 あかしあの森 さいたま市浦和区常盤９－３０－２２　浦和ふれあい館２階 048-829-7905 社会福祉法人埼玉福祉事業協会 令和3年10月25日 令和9年10月31日 第2-1574号 飲食店営業

15 セブンイレブン針ヶ谷店　細田屋商店 さいたま市浦和区針ケ谷１－１１－４　 048-831-3933 有限会社細田屋商店 令和3年10月7日 令和9年10月31日 第2-1398号 飲食店営業

16 １０４ＢＡＲ さいたま市浦和区瀬ケ崎３－１７－１　 栁井　年郎　 令和3年10月27日 令和9年10月31日 第2-1541号 飲食店営業

17 ニチイホーム北浦和 さいたま市浦和区大東２－３－１１　 048-885-7870 株式会社ＬＥＯＣ　 令和3年10月7日 令和9年10月31日 第2-1388号 飲食店営業

18 登喜寿し さいたま市浦和区仲町１－１０－２１　テイスティービル４Ｆ 048-799-3977 株式会社秀　 令和3年10月29日 令和9年10月31日 第2-1680号 飲食店営業

19 ファミリーマート浦和駅北店 さいたま市浦和区仲町１－１－１３　 048-835-1016 株式会社ソウ・ツー・プラス 令和3年10月20日 令和9年10月31日 第2-1566号 飲食店営業

20 ビッグエコー　浦和店 さいたま市浦和区仲町１－１－６　 048-823-8877 株式会社埼玉第一興商 令和3年10月14日 令和9年10月31日 第2-1366号 飲食店営業

21 Ｌｏｕｎｇｅもへじ さいたま市浦和区仲町１－２－２　浦和湯浅ビル２Ｆ 048-824-7288 森山　知穂　 令和3年10月21日 令和9年10月31日 第2-1514号 飲食店営業

22 刀削麺酒家　浦和本店 さいたま市浦和区仲町１－５－１７　 048-825-2467 廣瀬　信一　 令和3年10月27日 令和9年10月31日 第2-1528号 飲食店営業

23 Ｌａｌａ浦和店 さいたま市浦和区仲町１－５－９　小宮ビルＢ１Ｆ 048-764-9805 株式会社Ａｃｔｉｖｅ 令和3年10月6日 令和9年10月31日 第2-1422号 飲食店営業

24 串焼亭ねぎ　浦和店 さいたま市浦和区仲町２－１－２　 048-832-4422 有限会社ねぎコーポレーション 令和3年10月29日 令和9年10月31日 第2-1637号 飲食店営業

25 シャム　チャントラー さいたま市浦和区仲町２－１３－１８　須賀ビル２階 048-832-1266 ラパントウキョウ合同会社 令和3年10月5日 令和9年10月31日 第2-1418号 飲食店営業

26 サンスマイル浦和 さいたま市浦和区仲町３－２－１　浦和仲町スカイマンション１０２ 048-716-4260 パリス＆キャンディ株式会社 令和3年10月29日 令和9年10月31日 第2-1600号 飲食店営業

27 日本料理　よしみつ さいたま市浦和区仲町３－２－１６　２Ｆ 048-711-8263 吉光　伸晃　 令和3年10月13日 令和9年10月31日 第2-1476号 飲食店営業

28 浦和パルコ地下１階　ＭＡＮＧＯ　ＳＴＡＲ　浦和パルコ店 さいたま市浦和区東高砂町１１－１　 ソウルスター株式会社　 令和3年10月14日 令和9年10月31日 第2-1478号 飲食店営業

29 豊田 さいたま市浦和区東仲町１－１４　 048-678-0720 毛利　文　 令和3年10月11日 令和9年10月31日 第2-1381号 飲食店営業

30 酒処　みやび さいたま市浦和区東仲町１３－１２　 宇佐見　マツ子　 令和3年10月27日 令和9年10月31日 第2-1585号 飲食店営業

31 ゆ～と　ぴあぴあ さいたま市浦和区北浦和１－２－１５　サカエビル２－１階 048-831-9311 関亦　正国　 令和3年10月8日 令和9年10月31日 第2-1347号 飲食店営業

32 串焼き居酒屋　一也 さいたま市浦和区北浦和１－２－２　 048-825-2156 松本　一也　 令和3年10月1日 令和9年10月31日 第2-1290号 飲食店営業

33 もつ焼　丸新 さいたま市浦和区北浦和１－２－３　 048-831-3473 有限会社丸新　 令和3年10月1日 令和9年10月31日 第2-1348号 飲食店営業

34 京樽 さいたま市浦和区北浦和３－２－５　古積ビル１階 048-823-9255 株式会社京樽 令和3年10月1日 令和9年10月31日 第2-1352号 飲食店営業

35 から揚げの天才　北浦和店 さいたま市浦和区北浦和３－７－１　 048-799-3801 シー・アンド・エヌ・エンジニアリング株式会社 令和3年10月11日 令和9年10月31日 第2-1359号 飲食店営業

36 中華蕎麦　金魚 さいたま市浦和区北浦和３－８－１３　 048-755-9398 株式会社正直もん 令和3年10月7日 令和9年10月31日 第2-1404号 飲食店営業

37 すし鮮鮮 さいたま市浦和区北浦和４－１－８　Ｔビル１階 048-822-0404 大地　義雄　 令和3年10月18日 令和9年10月31日 第2-1517号 飲食店営業

38 珈琲館北浦和店 さいたま市浦和区北浦和４－３－１０　 048-824-8810 有限会社エムイーティ 令和3年10月13日 令和9年10月31日 第2-1361号 飲食店営業

39 洋食デリバリー　つくし さいたま市浦和区北浦和４－７－５　 048-832-1810 山田　剛　 令和3年10月7日 令和9年10月31日 第2-1450号 飲食店営業

40 ｆｏｕｒ さいたま市浦和区本太３－１５－５　 048-762-9641 アクトワーズ株式会社　 令和3年10月15日 令和9年10月31日 第2-1472号 飲食店営業

営業許可施設（令和03年10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10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 Ｄｅｌｉ＆Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　カンタービレ さいたま市浦和区領家７－１７－１４　浦和領家コーポＤ棟１０３ 小浦　貴史　 令和3年10月28日 令和9年10月31日 第2-1660号 飲食店営業

42 ＰＯＫＨＡＲＡ　ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ さいたま市岩槻区東岩槻１－９－３０　 ＲＯＳＨＡＮＩ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ合同会社 令和3年10月5日 令和10年1月31日 第2-1470号 飲食店営業

43 株式会社おきなわ屋本舗 さいたま市岩槻区東岩槻３－２－７　 株式会社おきなわ屋本舗 令和3年10月12日 令和9年1月31日 第2-1535号 飲食店営業

44 キューピット食堂岩槻南平野 さいたま市岩槻区南平野３－１８－２　ケアガーデン岩槻南平野 彩Ｄｉｎｉｎｇ株式会社 令和3年10月26日 令和10年1月31日 第2-1644号 飲食店営業

45 住宅型有料老人ホーム　キートス浦和美園 さいたま市岩槻区美園東１－２－１０　 048-782-4466 ミストラルＨＤ株式会社 令和3年10月15日 令和10年1月31日 第2-1561号 飲食店営業

46 ｍａｒｉａ さいたま市岩槻区本町３－１０－１５　 048-884-9533 菊地　真理子　 令和3年10月18日 令和9年1月31日 第2-1551号 飲食店営業

47 おくゆき さいたま市岩槻区本町３－８－１５　平野ビル２Ｆ 048-797-5028 株式会社おくゆき 令和3年10月18日 令和10年1月31日 第2-1554号 飲食店営業

48 馬車道　さいたま丸ヶ崎店 さいたま市見沼区丸ケ崎１０５６－３　 048-680-2058 株式会社馬車道 令和3年10月1日 令和9年9月30日 第2-1419号 飲食店営業

49 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 株式会社プレナス 令和3年10月27日 令和10年1月31日 第2-1540号 飲食店営業

50 大宮商業高等学校宮商会館食堂 さいたま市見沼区大和田町１－３５６　 048-684-0988 ワールドクッキングサービス株式会社 令和3年10月1日 令和9年9月30日 第2-1447号 飲食店営業

51 ２°　Ｐｏｓｔｏ　ｄｉ　Ｆｅｌｉｃｅ さいたま市見沼区東大宮４－２７－１０　 048-780-2151 永島　幸子　 令和3年10月21日 令和10年1月31日 第2-1552号 飲食店営業

52 ホームチキン さいたま市見沼区東大宮５－２９－１　 株式会社ＬＹＧ 令和3年10月21日 令和10年1月31日 第2-1486号 飲食店営業

53 レモネード専門店　恋するＬｅｍｏｎ さいたま市見沼区東大宮５－３０－１１　駅前店舗１０１ Ｔ－ｓｔｕｄｉｏ株式会社 令和3年10月21日 令和10年1月31日 第2-1597号 飲食店営業

54 株式会社　大寿司 さいたま市見沼区東大宮５－５３－４１　 大越　憲和　 令和3年10月13日 令和10年1月31日 第2-1452号 飲食店営業

55 大寿司 さいたま市見沼区東大宮５－５３－４１　 株式会社大寿司 令和3年10月27日 令和10年1月31日 第2-1674号 飲食店営業

56 Ｙ＆Ａ さいたま市見沼区東大宮５－６－１　第２Ｓビル１階１０１号室 048-788-4899 ジェイーヴィ貿易発展株式会社 令和3年10月27日 令和10年1月31日 第2-1571号 飲食店営業

57 生ラムジンギスカン　羊屋　チョップ　６２番地 さいたま市見沼区東大宮７－６２－１　ルミネ東大宮１Ｆ 048-708-4300 合同会社Ｎｅｘｔ　Ｔｉｍｅ 令和3年10月13日 令和10年1月31日 第2-1510号 飲食店営業

58 キューピットキッチン大宮南中丸 さいたま市見沼区南中丸１５１９　ケアガーデン大宮南中丸　内 株式会社ＩＤＯプランニング 令和3年10月26日 令和10年1月31日 第2-1580号 飲食店営業

59 インドネパールレストラン　おいしい さいたま市見沼区南中野４６０－２　 048-797-5315 株式会社ＫＨＡＲＥＬ 令和3年10月7日 令和10年1月31日 第2-1449号 飲食店営業

60 コモンズカフェ さいたま市見沼区堀崎町１２－３９　 048-731-8513 ＮＰＯ法人さいたまユースサポートネット 令和3年10月11日 令和10年1月31日 第2-1392号 飲食店営業

61 マクドナルド埼大通り店 さいたま市桜区下大久保７２０－１　 048-854-9462 株式会社セブン 令和3年10月15日 令和9年11月30日 第2-1547号 飲食店営業

62 平月庵 さいたま市桜区上大久保１６７－２３　 048-854-9091 青山　義男　 令和3年10月15日 令和9年11月30日 第2-1530号 飲食店営業

63 酒処わらじ さいたま市桜区西堀７－１６－７　 048-856-3009 関　敏男　 令和3年10月14日 令和9年11月30日 第2-1511号 飲食店営業

64 松屋　１７号線浦和町谷店 さいたま市桜区町谷２－１－１　 048-851-4331 株式会社松屋フーズホールディングス 令和3年10月15日 令和9年11月30日 第2-1531号 飲食店営業

65 陶酔 さいたま市桜区町谷４－１６－１５　 立石　久見　 令和3年10月27日 令和9年11月30日 第2-1549号 飲食店営業

66 長崎チャンポン百万石 さいたま市桜区田島１－５－８　 048-863-7785 坂本食品商事株式会社 令和3年10月25日 令和9年11月30日 第2-1504号 飲食店営業

67 お好み焼　福 さいたま市桜区田島５－１３－６　 048-863-0268 宮本　たか子　 令和3年10月25日 令和9年11月30日 第2-1499号 飲食店営業

68 フレッシュネスバーガー新大宮バイバス店 さいたま市西区三橋６－７３３－４　 048-620-6611 ダイニングインターナショナル株式会社 令和3年10月19日 令和9年11月30日 第2-1589号 飲食店営業

69 Ｃｌａｉｒｅ　Ｒｏｓｅ さいたま市西区指扇領別所３６６－７５　 048-622-5593 池上　悦子　 令和3年10月28日 令和8年11月30日 第2-1629号 飲食店営業

70 まこンち さいたま市西区指扇領別所３８２－８　 048-782-5232 落合　学　 令和3年10月26日 令和9年11月30日 第2-1594号 飲食店営業

71 東京健保組合運動場クラブハウスレストラン さいたま市西区二ツ宮１１３－１　 048-625-0709 ワールドクッキングサービス株式会社 令和3年10月28日 令和9年11月30日 第2-1606号 飲食店営業

72 酒蔵　力　大宮南銀座店 さいたま市大宮区下町１－１４－２　 048-647-9594 株式会社力 令和3年10月5日 令和9年10月31日 第2-1339号 飲食店営業

73 居酒屋ＨＥＢＥＲＥＫＥ さいたま市大宮区下町１－３０　藤沼ビル２Ｆ　２０２ 048-674-7096 角田　晃利　 令和3年10月22日 令和9年10月31日 第2-1568号 飲食店営業

74 歩留食 さいたま市大宮区下町１－３８　 048-641-9807 星　和明　 令和3年10月4日 令和9年10月31日 第2-1414号 飲食店営業

75 スナック　みさお さいたま市大宮区下町１－３８　Ａ棟１階 048-644-4475 森川　浩江　 令和3年10月6日 令和9年10月31日 第2-1469号 飲食店営業

76 イルキャンティ・コクーンシティ店 さいたま市大宮区吉敷町４－２６３－６　コクーンシティ　コクーン３　１階 048-856-9660 株式会社エスエー・エーエス 令和3年10月6日 令和9年10月31日 第2-1424号 飲食店営業

77 とんかつ新宿さぼてん さいたま市大宮区吉敷町４－２６７－２　 048-601-0653 株式会社グリーンハウスフーズ 令和3年10月6日 令和9年10月31日 第2-1421号 飲食店営業

78 焼肉トラジ　コクーンシティ店 さいたま市大宮区吉敷町４－２６７－２　コクーン１　北館２Ｆ 048-600-2929 株式会社トラジ 令和3年10月6日 令和9年10月31日 第2-1431号 飲食店営業

79 じゃぱん亭　吉敷町店 さいたま市大宮区吉敷町４－８４－２　 048-647-5862 株式会社ジャパンウィズ 令和3年10月8日 令和9年10月31日 第2-1405号 飲食店営業

80 有限会社あづま路 さいたま市大宮区宮町１－１９　 048-645-6465 有限会社あづま路 令和3年10月12日 令和9年10月31日 第2-1425号 飲食店営業
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81 ｃａｆｅ＆ｂａｒ　ｓｅａｇｕｌｌ さいたま市大宮区宮町１－３９－３　 048-778-9006 逆井　弘慈　 令和3年10月5日 令和9年10月31日 第2-1322号 飲食店営業

82 特選和牛　大将軍　大宮東口店 さいたま市大宮区宮町１－４９　ＦＵＪＩＢＵＩＬＤＩＮＧ１階 048-662-9229 株式会社大将軍 令和3年10月13日 令和9年10月31日 第4-6号 飲食店営業

83 ミニストップ大宮東口店 さいたま市大宮区宮町１－５９　 048-641-0131 暖合同会社 令和3年10月29日 令和9年10月31日 第2-1485号 飲食店営業

84 ラクーンストリート　１０３区画 さいたま市大宮区宮町１－６３－１　大宮ラクーン１階 048-640-2811 株式会社浜友商事 令和3年10月20日 令和9年10月31日 第2-1555号 飲食店営業

85 ＳＥＡＦＯＯＤ＆ＲＯＡＳＴＢＥＥＦ　ＹＵＭＭＹ さいたま市大宮区宮町１－７７－１　 リッチョウホーム株式会社 令和3年10月6日 令和9年10月31日 第2-1376号 飲食店営業

86 鶏ぼうず さいたま市大宮区宮町１－７８－１　アクロスビル１Ｆ 伊丹　一希　 令和3年10月21日 令和9年10月31日 第2-1579号 飲食店営業

87 ｄｅｌｔａ　ＯＭＩＹＡ　ｉｎ　Ｈｉｖｅ さいたま市大宮区宮町１－９　湯沢ビル６Ｆ 株式会社コンサルティング・オブ・デルタ 令和3年10月8日 令和9年10月31日 第2-1438号 飲食店営業

88 居酒屋いくなら俺んち来る？～宴会部～大宮店 さいたま市大宮区宮町１－９　湯澤ビル３Ｆ 048-645-5035 株式会社ファイブグループ 令和3年10月28日 令和9年10月31日 第2-1468号 飲食店営業

89 やきとりセンター大宮東口店　　秘伝焦がしたれ焼肉丼やきはち大宮東口店 さいたま市大宮区宮町１－９　湯澤ビル地下１階 048-640-4866 株式会社レインズインターナショナル 令和3年10月22日 令和9年10月31日 第2-1602号 飲食店営業

90 柳華 さいたま市大宮区宮町１－９１　 048-641-2513 大川原　妙子　 令和3年10月5日 令和8年10月31日 第2-1338号 飲食店営業

91 ８８３　ＣＵＲＲＹ　／　ＢＩＳＴＲＯ　８８３ さいたま市大宮区宮町１－９１　 048-644-3588 今井興業有限会社 令和3年10月5日 令和9年10月31日 第2-1370号 飲食店営業

92 鉄板大名 さいたま市大宮区宮町２－８－２　２Ｆ 048-643-3376 門田　渉　 令和3年10月6日 令和9年10月31日 第2-1457号 飲食店営業

93 ローソン大宮宮町店 さいたま市大宮区宮町４－１２２　 048-788-3865 株式会社サザンツリー 令和3年10月8日 令和9年10月31日 第2-1495号 飲食店営業

94 ＨＯＴＥＬ　ＰＡＳＡＤＥＮＡ　１１ さいたま市大宮区宮町４－２２－１　 048-606-9050 株式会社共生プロジェクト 令和3年10月13日 令和9年10月31日 第2-1526号 飲食店営業

95 サンドイッチカフェ　おいしいメルヘン。厨房 さいたま市大宮区錦町６３０　 048-648-8666 株式会社メルヘン 令和3年10月14日 令和9年10月31日 第2-1434号 飲食店営業

96 サンドイッチカフェ　おいしいメルヘン。エキュート大宮店 さいたま市大宮区錦町６３０　 048-648-8666 株式会社メルヘン 令和3年10月14日 令和9年10月31日 第2-1435号 飲食店営業

97 ＮＥＷ　ＤＡＹＳ　大宮西口 さいたま市大宮区錦町６３０　ＪＲ大宮駅構内 048-646-4073 株式会社ＪＲ東日本クロスステーション 令和3年10月8日 令和9年10月31日 第2-1402号 飲食店営業

98 熟成カラット　ルミネ大宮店 さいたま市大宮区錦町６３０　ルミネ大宮２　１階 048-780-2017 株式会社ベアーズコーポレーション 令和3年10月28日 令和9年10月31日 第2-1433号 飲食店営業

99 ハワイカウコーヒーＪＲ大宮駅店 さいたま市大宮区錦町６３０　大宮駅構内東口コンコース　ハワイカウコーヒーＪＲ大宮駅店 株式会社蒼天 令和3年10月5日 令和9年10月31日 第2-1417号 飲食店営業

100 鹿児島県霧島市　塚田農場　大宮西口店 さいたま市大宮区桜木町１－１－１７　トリムビル３Ｆ 048-658-7720 株式会社エー・ピーホールディングス 令和3年10月28日 令和9年10月31日 第4-3号 飲食店営業

101 『肉山』おおみや さいたま市大宮区桜木町２－２－５　４Ｆ 048-643-0029 株式会社エイチエムコーポーレーション 令和3年10月28日 令和9年10月31日 第2-1516号 飲食店営業

102 居酒屋　たけちゃん さいたま市大宮区桜木町２－３０５　 048-644-8417 株式会社テイクフォー 令和3年10月8日 令和9年10月31日 第2-1406号 飲食店営業

103 和蔵／ＰＡＬＥＴＴＥ さいたま市大宮区桜木町２－４－１７　アイダビル大宮桜木第２　３Ｆ 株式会社マイクロエージェンシー 令和3年10月19日 令和9年10月31日 第2-1582号 飲食店営業

104 桜　ＳＫＹ　ＰＡＬＡＣＥ さいたま市大宮区桜木町４－３３３－１３　ＯＬＳビル１９Ｆ 048-650-2900 サイカンシステム株式会社 令和3年10月29日 令和9年10月31日 第2-1666号 飲食店営業

105 鳥竹牛肉店 さいたま市大宮区桜木町４－３８　 048-664-4276 有限会社鳥竹牛肉店 令和3年10月12日 令和9年10月31日 第2-1443号 飲食店営業

106 北海道生まれ　和食処とんでん　大宮桜木町店 さいたま市大宮区桜木町４－５３３－１　 048-650-0791 とんでん株式会社 令和3年10月19日 令和9年10月31日 第2-1570号 飲食店営業

107 ＨＯＬＩＤＡＹ　ＣＯＦＦＥＥ さいたま市大宮区寿能町１－８　 048-644-2914 株式会社割烹清水 令和3年10月5日 令和9年10月31日 第2-1269号 飲食店営業

108 パブラウンジ　トワイライト さいたま市大宮区大門町１－１８　キムラヤビル２Ｆ 048-645-1770 有限会社河鶴 令和3年10月14日 令和9年10月31日 第2-1409号 飲食店営業

109 ＡＬＬ　ＭＹ　ＴＥＡ　大宮店 さいたま市大宮区大門町２－１３－３　１Ｆ 048-657-8345 有限会社Ｈａｐｐｙ　Ｓｐｒｉｎｇ 令和3年10月19日 令和9年10月31日 第2-1453号 飲食店営業

110 玉喜 さいたま市大宮区大門町２－２３　サイトウビル２Ｆ 栗原　千幸　 令和3年10月6日 令和9年10月31日 第2-1456号 飲食店営業

111 串焼　ザ・かもん さいたま市大宮区大門町２－２６　鍵利ビル内 048-647-6177 黒澤　日出夫　 令和3年10月29日 令和9年10月31日 第2-1620号 飲食店営業

112 大宮風凛 さいたま市大宮区大門町３－１０３－２　ＳＬＢビル１Ｆ 048-649-4106 株式会社大宮清水 令和3年10月22日 令和9年10月31日 第2-1524号 飲食店営業

113 みちくさ屋 さいたま市大宮区大門町３－１０８　 香山　達也　 令和3年10月22日 令和9年10月31日 第2-1512号 飲食店営業

114 波ノ璃 さいたま市大宮区大門町３－１０８　 塚本　健一　 令和3年10月29日 令和9年10月31日 第2-1626号 飲食店営業

115 鴻月 さいたま市大宮区仲町１－１０８－８　 048-641-1819 木村　三代子　 令和3年10月22日 令和9年10月31日 第2-1593号 飲食店営業

116 きづなすし　大宮南銀座通り店 さいたま市大宮区仲町１－１５　ＶＯＲＴ大宮１階 048-657-7571 ＳＦＰホールディングス株式会社 令和3年10月8日 令和9年10月31日 第2-1397号 飲食店営業

117 たれ山　大宮店 さいたま市大宮区仲町１－２０－４　 株式会社エイチエムコーポレーション 令和3年10月19日 令和9年10月31日 第2-1490号 飲食店営業

118 ルミエール さいたま市大宮区仲町１－２８－１　ザ．バレル南海ビル２０１ 048-645-2232 松村　春佳　 令和3年10月11日 令和9年10月31日 第2-1324号 飲食店営業

119 ｃｌｕｂ　Ｌａｌａｈ さいたま市大宮区仲町１－４０　 048-640-5390 株式会社エープル 令和3年10月14日 令和9年10月31日 第2-1407号 飲食店営業

120 ｃｌｕｂ　カトレア さいたま市大宮区仲町１－５０　福田産業ビル　２階　２０７号室 048-788-4590 佐々木　亜鐘　 令和3年10月29日 令和9年10月31日 第2-1562号 飲食店営業
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121 アフィリア・ブルジュール さいたま市大宮区仲町１－６０　アイスビルＢ１Ｆ 048-871-8325 株式会社９ｔｈ 令和3年10月28日 令和9年10月31日 第2-1586号 飲食店営業

122 豊盛坊 さいたま市大宮区仲町１－６２－１　 048-645-5727 芳永　広子　 令和3年10月22日 令和9年10月31日 第2-1618号 飲食店営業

123 恋愛中毒 さいたま市大宮区仲町１－７７－１　南銀センタービル５－Ｂ号室 048-778-8098 株式会社ライアン 令和3年10月13日 令和9年10月31日 第2-1515号 飲食店営業

124 Ｇｉｒｌｓ　Ｂａｒ　Ｌｏｕｎｇｅ　ＩＤＥＡＬ さいたま市大宮区仲町１－７７－２　アンバー大宮ビル３階　３０１号室 048-700-4825 株式会社ＯＧファクトリー 令和3年10月21日 令和9年10月31日 第2-1532号 飲食店営業

125 すしＢａｒ「Ｔｈｅ　Ｇｉｎ」 さいたま市大宮区仲町１－８１　島村ビル１階 048-782-5260 株式会社キャンビー 令和3年10月6日 令和9年10月31日 第2-1471号 飲食店営業

126 ラビッツ 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 合同会社Ｋ＆Ｓ 令和3年10月6日 令和9年10月31日 第2-1484号 飲食店営業

127 ＴＨＥ　ＺＯＮＥ さいたま市大宮区仲町２－４２　セッテ・イン大宮３Ｆ 048-778-9994 鎌倉　甚士　 令和3年10月20日 令和9年10月31日 第2-1420号 飲食店営業

128 ＤＩＮＩＮＧ　ＢＡＲ　ＣＬＵＢ　Ａｌｉｃｅ さいたま市大宮区仲町２－５１　第二東海ビルＦ５－５０２号室 048-645-5303 吉田　学　 令和3年10月5日 令和9年10月31日 第2-1391号 飲食店営業

129 Ｓｈｏｔ　Ｂａｒ　Ｕｎｉｖｅｒｓｅ さいたま市大宮区仲町２－８５　ＡＸＩＳ－ＣＯＡ１階 048-776-9007 寺田　宏子　 令和3年10月5日 令和9年10月31日 第2-1320号 飲食店営業

130 Ｊｏｎ’ｓ　Ｃｏｆｆｅｅ さいたま市大宮区土手町１－３３－２　ジェイドパレス１Ｆ 048-662-9322 株式会社Ｓｏｌａｎｏｉｒｏ 令和3年10月6日 令和9年10月31日 第2-1413号 飲食店営業

131 あおやま さいたま市大宮区土手町２－２　 048-644-9755 青山　映子　 令和3年10月14日 令和9年10月31日 第2-1408号 飲食店営業

132 Ｈｅｘｅｎｈａｕｓ　（ヘクセンハウス） さいたま市大宮区東町１－７０－７　 048-641-9343 土橋　佑　 令和3年10月13日 令和8年10月31日 第2-1382号 飲食店営業

133 くら寿司　大宮バイパス店 さいたま市中央区円阿弥１－５－１６　 048-789-6109 くら寿司株式会社 令和3年10月19日 令和9年11月30日 第4-5号 飲食店営業

134 いの字 さいたま市中央区円阿弥５－６－１１　 048-854-3827 宇都　フサ子　 令和3年10月19日 令和9年11月30日 第2-1521号 飲食店営業

135 きらら さいたま市中央区下落合１０８８－５　 048-825-5005 木原　明子　 令和3年10月29日 令和9年11月30日 第2-1668号 飲食店営業

136 カフェ・ウーリー さいたま市中央区下落合７－６－８　 048-627-7798 ＷＯＯＯＬＹ株式会社　 令和3年10月7日 令和9年11月30日 第2-1441号 飲食店営業

137 Ｂｌａｎｃ さいたま市中央区上落合８－３－２６　プルメリア大宮１０４ 048-764-8224 合同会社ノワール 令和3年10月25日 令和9年11月30日 第2-1550号 飲食店営業

138 勇寿司 さいたま市中央区上落合９－１４－３　 048-852-6851 広田　直樹　 令和3年10月18日 令和9年11月30日 第2-1488号 飲食店営業

139 スナック　ＬＯＣＯ さいたま市中央区大戸５－１０－１４　 荒澤　幸子　 令和3年10月19日 令和8年11月30日 第2-1560号 飲食店営業

140 富士屋 さいたま市中央区本町西３－２－１　 048-854-6542 渡邊　告　 令和3年10月18日 令和8年11月30日 第2-1502号 飲食店営業

141 セブンイレブンさいたま与野本町東店 さいたま市中央区本町東１－１－５　 048-855-2606 横田　浩之　 令和3年10月13日 令和9年11月30日 第2-1548号 飲食店営業

142 Ｍｉｌｏ’ｓ　Ｓｐｉｃｅ さいたま市南区四谷１－４－１　 野沢　賢二　 令和3年10月4日 令和10年1月31日 第2-1439号 飲食店営業

143 ファミリーマートさいたま沼影二丁目店 さいたま市南区沼影２－１－２７　 048-844-5539 有限会社コヤマ 令和3年10月29日 令和10年1月31日 第2-1688号 飲食店営業

144 やきとり　まるさだ さいたま市南区南浦和２－２３－６　木村ビル１Ｆ 048-881-6205 加藤　定治　 令和3年10月26日 令和10年1月31日 第2-1647号 飲食店営業

145 ＢＡＲ　貴 さいたま市南区南浦和２－２８－１　 048-612-9042 合同会社Ｔ－ｆａｍｉｌｌｅ 令和3年10月27日 令和10年1月31日 第2-1581号 飲食店営業

146 ＣＯＣＯＲＯ さいたま市南区文蔵２－１８－１８　ヴィラ浦和１０２ 池田　知宏　 令和3年10月6日 令和10年1月31日 第2-1446号 飲食店営業

147 アカマル屋　武蔵浦和店 さいたま市南区別所７－７－８　 048-710-5800 株式会社三光マーケティングフーズ　 令和3年10月1日 令和9年9月30日 第2-1455号 飲食店営業

148 レストランバー美ＩＶ さいたま市北区宮原町３－３１７　ヒロックスビル２Ｆ 048-666-3870 大熊　行雄　 令和3年10月22日 令和9年11月30日 第2-1492号 飲食店営業

149 スナック　まめのある暮らし さいたま市北区宮原町３－３６１－１　２Ｆ 048-652-5000 小泉　友美　 令和3年10月6日 令和9年11月30日 第2-1448号 飲食店営業

150 おやじ さいたま市北区宮原町３－３８４　 町田　努　 令和3年10月26日 令和9年11月30日 第2-1572号 飲食店営業

151 麺屋　六文銭 さいたま市北区宮原町３－５１２　 048-729-6100 竹内　慶太　 令和3年10月18日 令和9年11月30日 第2-1513号 飲食店営業

152 セブンイレブン大宮宮原西口店 さいたま市北区宮原町３－５３６　 048-666-1455 新井　勝美　 令和3年10月26日 令和9年11月30日 第2-1601号 飲食店営業

153 渋谷精肉店 さいたま市北区宮原町４－１１７－６　 048-664-5140 澁谷　哲一　 令和3年10月18日 令和9年11月30日 第2-1506号 飲食店営業

154 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　敬介　 令和3年10月27日 令和9年11月30日 第2-1640号 飲食店営業

155 食いしんぼう さいたま市北区東大成町２－２０２－２　竹田ビル１Ｆ 048-663-2311 清水　公人　 令和3年10月22日 令和9年11月30日 第2-1489号 飲食店営業

156 スロックアジアンレストラン＆バー さいたま市北区東大成町２－６０－１１　 048-708-2171 ＯＢＧＩ株式会社 令和3年10月22日 令和9年11月30日 第2-1563号 飲食店営業

157 ＳＮＡＣＫ蕾 さいたま市北区奈良町１１－４　 048-664-4558 中條　啓子　 令和3年10月26日 令和9年11月30日 第2-1592号 飲食店営業

158 伊勢屋 さいたま市北区日進町２－７８７　 048-652-2266 岡本　秀夫　 令和3年10月15日 令和9年11月30日 第2-1523号 飲食店営業

159 スナック　トモ さいたま市北区日進町２－８４４－２　 048-665-6245 風神　英司　 令和3年10月13日 令和9年11月30日 第2-1529号 飲食店営業

160 すが家 さいたま市北区別所町１２－２　 048-664-5458 須賀　洋子　 令和3年10月18日 令和8年11月30日 第2-1501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03年10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　

161 キューピット食堂　宮原 さいたま市北区別所町５５－３　 株式会社ＲＡＭ 令和3年10月6日 令和9年11月30日 第2-1238号 飲食店営業

162 ＪＹＯＴＹ　ＩＮＤＩＡＮ　ＣＵＲＲＹ さいたま市緑区三室１５２３－２　 048-767-3093 株式会社バブ 令和3年10月1日 令和9年9月30日 第2-1445号 飲食店営業

163 Ｊ－Ｆｏｏｔ浦和美園　Ｙｏｕ＆Ｉ． さいたま市緑区大門２３７２－１　 048-812-6161 株式会社デサフィーオ 令和3年10月26日 令和10年1月31日 第2-1533号 飲食店営業

164 麺くいや　茶ﾞ紅葉蘭 さいたま市緑区東浦和１－１４－７　 048-873-7777 株式会社三井コーポレーション 令和3年10月7日 令和10年1月31日 第2-1458号 飲食店営業

165 レジデンス浦和美園 さいたま市緑区美園５－４３－１０　 048-878-5691 株式会社グローバルサポート 令和3年10月29日 令和10年1月31日 第2-1689号 飲食店営業

166 有限会社秋本食産 さいたま市浦和区岸町３－１４－５　 048-822-1555 有限会社秋本食産 令和3年10月4日 令和9年10月31日 第2-1374号 菓子製造業

167 アンデルセン　浦和店 さいたま市浦和区高砂１－１５－１　伊勢丹浦和店Ｂ１Ｆ 048-834-1111 株式会社三越伊勢丹 令和3年10月6日 令和9年10月31日 第2-1451号 菓子製造業

168 有限会社高松屋 さいたま市浦和区東高砂町２６－２１　 048-882-3964 有限会社高松屋 令和3年10月27日 令和9年10月31日 第2-1423号 菓子製造業

169 パン工房　ボヌール さいたま市浦和区本太１－９－１　 048-679-3351 能登谷　亮一　 令和3年10月8日 令和9年10月31日 第2-1357号 菓子製造業

170 フルーツサンド満天堂　蓮沼店 さいたま市見沼区蓮沼１４３６　 048-731-8248 株式会社プラーナ 令和3年10月7日 令和10年1月31日 第2-1385号 菓子製造業

171 有限会社麦倶楽部 さいたま市桜区南元宿２－１７－１９　 048-717-0668 有限会社麦倶楽部 令和3年10月22日 令和9年11月30日 第2-1491号 菓子製造業

172 株式会社常盤堂雷おこし本舗第一工場 さいたま市西区三橋６－６５５　 048-624-5656 株式会社常盤堂雷おこし本舗 令和3年10月20日 令和9年11月30日 第2-1500号 菓子製造業

173 福寿堂 さいたま市大宮区宮町２－１００　 048-641-9126 有限会社福壽堂 令和3年10月8日 令和8年10月31日 第2-1444号 菓子製造業

174 ハワイカウコーヒーＪＲ大宮駅店 さいたま市大宮区錦町６３０　大宮駅構内東口コンコース　ハワイカウコーヒーＪＲ大宮駅店 株式会社蒼天 令和3年10月5日 令和9年10月31日 第2-1415号 菓子製造業

175 シャトレーゼ大宮櫛引店 さいたま市大宮区櫛引町１－７９４－１　 048-666-9951 有限会社トレボン 令和3年10月4日 令和9年10月31日 第2-1360号 菓子製造業

176 鹿児島県霧島市　塚田農場　大宮西口店 さいたま市大宮区桜木町１－１－１７　トリムビル３Ｆ 048-658-7720 株式会社エー・ピーホールディングス 令和3年10月28日 令和9年10月31日 第4-4号 菓子製造業

177 そごう大宮店　７階催事場（ブロックＨ－２） さいたま市大宮区桜木町１－６－２　 048-646-2111 株式会社そごう・西武 令和3年10月12日 令和9年10月31日 第2-1428号 菓子製造業

178 そごう大宮店　7階催事場（ブロックＥ－２） さいたま市大宮区桜木町１－６－２　 048-646-2111 株式会社そごう・西武 令和3年10月12日 令和9年10月31日 第2-1429号 菓子製造業

179 シロマル洋菓子店 さいたま市大宮区大成町１－２０１－１　高橋マンション３０３ 中田　有香　 令和3年10月21日 令和8年10月31日 第2-1527号 菓子製造業

180 パン＆おやつ工房　粉ろん さいたま市大宮区大成町３－６７７－５　 橋本　麻美　 令和3年10月8日 令和8年10月31日 第2-1367号 菓子製造業

181 大宮髙島屋　６階　催事場－６ さいたま市大宮区大門町１－３２　 048-643-1111 株式会社髙島屋 令和3年10月14日 令和9年10月31日 第2-1430号 菓子製造業

182 Ｏｒ　ｂｌａｎｃ さいたま市大宮区大門町３－１０８　 猪狩　敬子　 令和3年10月20日 令和9年10月31日 第2-1509号 菓子製造業

183 Ｊｏｎ’ｓ　Ｃｏｆｆｅｅ さいたま市大宮区土手町１－３３－２　ジェイドパレス１Ｆ 048-662-9322 株式会社Ｓｏｌａｎｏｉｒｏ 令和3年10月6日 令和9年10月31日 第2-1412号 菓子製造業

184 株式会社七越製菓　第二工場 さいたま市中央区上峰２－３－３　 048-858-1775 株式会社七越製菓 令和3年10月19日 令和9年11月30日 第2-1520号 菓子製造業

185 サンロード さいたま市中央区上落合６－１２－４　 048-855-8619 米山　正夫　 令和3年10月18日 令和9年11月30日 第2-1519号 菓子製造業

186 ｌｅｓ　ｄｅｕｘ　ｌａｐｉｎｓ さいたま市南区別所１－１９－１　 黒川　佐智子　 令和3年10月19日 令和10年1月31日 第2-1344号 菓子製造業

187 大成屋菓子舗 さいたま市北区東大成町２－２６０　 048-663-2692 岩下　英之　 令和3年10月13日 令和9年11月30日 第2-1525号 菓子製造業

188 伊勢屋 さいたま市北区日進町２－７８７　 048-652-2266 岡本　秀夫　 令和3年10月15日 令和9年11月30日 第2-1522号 菓子製造業

189 和生菓子　豆の木 さいたま市北区日進町２－８１０　 048-651-5233 石川　忠久　 令和3年10月13日 令和9年11月30日 第2-1494号 菓子製造業

190 鳥竹牛肉店 さいたま市大宮区桜木町４－３８　 048-664-4276 有限会社鳥竹牛肉店 令和3年10月12日 令和9年10月31日 第2-1442号 食肉販売業

191 渋谷精肉店 さいたま市北区宮原町４－１１７－６　 048-664-5140 澁谷　哲一　 令和3年10月18日 令和9年11月30日 第2-1505号 食肉販売業

192 熟成カラット　ルミネ大宮店 さいたま市大宮区錦町６３０　ルミネ大宮２　１階 048-780-2017 株式会社ベアーズコーポレーション 令和3年10月28日 令和9年10月31日 第2-1432号 漬物製造業

193 手打蕎麦製麺処　夢生庵 さいたま市西区植田谷本４７６－１４　 安藤　崇　 令和3年10月19日 令和8年11月30日 第2-1537号 麺類製造業
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