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1 ＡＧＥＩＣＨＩ さいたま市岩槻区平林寺２０１－３　 有限会社Ｊ－ｔｒａｄｉｎｇ　 令和4年4月22日 令和10年5月31日 第2-152号 そうざい製造業

2 世界アトミ食堂 さいたま市西区高木１３３－１２　パールメゾン１０２ 跡見　卓也　 令和4年4月6日 令和10年7月31日 第2-9073号 そうざい製造業

3 伊八　食堂 さいたま市大宮区吉敷町４－５７－３　ＪＲさいたま新都心駅　改札外 株式会社エル・アイ・ジー　 令和4年4月28日 令和10年6月30日 第2-195号 そうざい製造業

4 デパそらＵＲＡＷＡ さいたま市浦和区高砂１－１５－１　伊勢丹浦和店屋上 048-834-1111 ファイブフィンガーズ合同会社　 令和4年4月7日 令和10年6月30日 第2-9060号 飲食店営業

5 生鮮市場　ＴＯＰ　ビバモール　さいたま新都心店 さいたま市浦和区上木崎１－１３－１　ビバモール３階 048-815-8090 株式会社マミーマート　 令和4年4月15日 令和10年6月30日 第2-9066号 飲食店営業

6 ＭＥＬＯＮＬＡＢ．　北浦和店 さいたま市浦和区常盤１０－９－１１－１　ウイング常盤１階 大井　博子　 令和4年4月5日 令和10年6月30日 第2-9059号 飲食店営業

7 ＩＳＨＩＺＵＥ さいたま市浦和区常盤１－５－１　吉岡ビル１０２号 048-825-7553 有限会社Ｊ－ＡＲＴ　 令和4年4月25日 令和10年6月30日 第2-148号 飲食店営業

8 Ｃａｆｅ　Ｐｅｒｉｃｏ さいたま市浦和区常盤９－３２－１　北浦和ビル２Ｆ 木村　佳子　 令和4年4月15日 令和10年6月30日 第2-28号 飲食店営業

9 Ｄｅｖｉｌ　Ｎｕｍｂｅｒ さいたま市浦和区仲町１－１０－２３　ｋａｍｅｙａビル１階 048-711-1701 株式会社Ｑｕｅｅｎ２１　 令和4年4月13日 令和10年6月30日 第2-9063号 飲食店営業

10 クールヴェルジュ さいたま市浦和区仲町２－１３－１４　 048-815-8888 株式会社マーヴェル　 令和4年4月13日 令和9年6月30日 第2-14号 飲食店営業

11 ＳＴＥＡＭ　ＢＲＥＡＤ　ＵＲＡＷＡ さいたま市浦和区仲町２－３－２２　桑原ビル１Ｆ 048-767-4424 株式会社ケアプランニング　 令和4年4月7日 令和10年6月30日 第2-9061号 飲食店営業

12 株式会社マツザキ　浦和ＰＡＲＣＯ店 さいたま市浦和区東高砂町１１－１　 048-611-8573 株式会社マツザキ　 令和4年4月19日 令和10年6月30日 第2-9067号 飲食店営業

13 酔って食う さいたま市浦和区東仲町１１－３　 大塚　賢　 令和4年4月19日 令和10年6月30日 第2-9068号 飲食店営業

14 やきとり　だいちゃん さいたま市浦和区東仲町１１－３　 048-678-3911 株式会社ＧＥＫＩＵＭＡ　 令和4年4月19日 令和10年6月30日 第2-3号 飲食店営業

15 燻製居酒屋いぶし仲町 さいたま市浦和区東仲町１５－１２　 048-711-4448 井原　隆太　 令和4年4月19日 令和10年6月30日 第2-72号 飲食店営業

16 ＴＯＴＯＭＯＮＩ珈琲豆店 さいたま市浦和区東仲町１９－３　吉田店舗１階 048-615-6526 戸田　秀人　 令和4年4月28日 令和9年6月30日 第4-1号 飲食店営業

17 ＴＨＥ　ＴＨＩＲＤ　ＬＯＵＮＧＥ さいたま市浦和区北浦和１－１－８　関根ビル３階 048-884-6002 作増　武治　 令和4年4月15日 令和10年6月30日 第2-8号 飲食店営業

18 ＺＥＲＯ　ＣＬＵＢ さいたま市浦和区北浦和１－１－８　関根ビル４階 048-795-9888 平山　秀峯　 令和4年4月19日 令和10年6月30日 第2-9号 飲食店営業

19 富士そば　北浦和店 さいたま市浦和区北浦和３－２－４　 ダイタンキッチン株式会社　 令和4年4月19日 令和10年6月30日 第2-85号 飲食店営業

20 みつばメゾン浦和木崎 さいたま市浦和区木崎３－７－１６　 株式会社アミス　 令和4年4月4日 令和9年6月30日 第2-9002号 飲食店営業

21 ファミリーマート　やまがた加倉店 さいたま市岩槻区加倉２－８－１０　 048-756-3351 山形食品株式会社　 令和4年4月7日 令和10年5月31日 第2-9051号 飲食店営業

22 めし家 さいたま市岩槻区岩槻３７７５　 048-758-3869 北川　雅勝　 令和4年4月11日 令和9年5月31日 第2-9048号 飲食店営業

23 大村茶屋 さいたま市岩槻区長宮４０７－１　 048-799-1380 鈴木　正重　 令和4年4月22日 令和10年5月31日 第2-9054号 飲食店営業

24 ファミリーマート岩槻東町一丁目店 さいたま市岩槻区東町１－７－２８　 048-790-0331 株式会社ヒューマンベースオカノ　 令和4年4月22日 令和10年5月31日 第2-19号 飲食店営業

25 しゃぶ葉　東岩槻店 さいたま市岩槻区南平野３－２－１０　 048-749-0507 株式会社すかいらーくレストランツ　 令和4年4月7日 令和10年5月31日 第2-9049号 飲食店営業

26 学校法人桂愛幼稚園給食室内有限会社スギタ さいたま市岩槻区表慈恩寺５９３－１　 048-794-6277 有限会社スギタ　 令和4年4月7日 令和10年5月31日 第2-9050号 飲食店営業

27 居酒屋　みさこ さいたま市岩槻区浮谷２４７４－５　 048-798-6659 岩井　みさ子　 令和4年4月13日 令和10年5月31日 第2-9055号 飲食店営業

28 中野屋 さいたま市岩槻区本町５－６－３４　 048-756-0324 中島　茂　 令和4年4月22日 令和10年5月31日 第2-74号 飲食店営業

29 山助　大宮店 さいたま市見沼区丸ケ崎宮ノ下１３８５　ロヂャース大宮店 048-683-4088 株式会社山助　 令和4年4月20日 令和10年5月31日 第2-9035号 飲食店営業

30 ガスト大宮深作店 さいたま市見沼区深作１－７－６　 048-680-1151 株式会社すかいらーくレストランツ　 令和4年4月12日 令和10年5月31日 第2-9026号 飲食店営業

31 日高屋　大和田店 さいたま市見沼区大和田町１－１１７６　 048-680-1262 株式会社ハイデイ日高　 令和4年4月12日 令和10年5月31日 第2-9024号 飲食店営業

32 ロヂャースマート大和田店 さいたま市見沼区大和田町２－１２３８－１　 048-682-3411 北辰商事株式会社　 令和4年4月14日 令和10年5月31日 第2-9029号 飲食店営業

33 ステーキ宮　東大宮店 さいたま市見沼区東大宮２－３８－１　 048-729-6446 株式会社アトム　 令和4年4月12日 令和10年5月31日 第2-9025号 飲食店営業

34 一條苑　東大宮本店 さいたま市見沼区東大宮４－１８－９　 048-666-9583 株式会社一條　 令和4年4月20日 令和10年5月31日 第2-9032号 飲食店営業

35 モナル　ＭＯＮＡＬ さいたま市見沼区東大宮４－１９－８　古川ビル１階１０１号 048-665-5272 Ｙ．Ｋ．株式会社　 令和4年4月5日 令和10年5月31日 第2-1号 飲食店営業

36 ワンタン麺　鶏と雲 さいたま市見沼区東大宮４－４６－１４　るーぱんビル１階 048-856-9933 大橋　淳　 令和4年4月27日 令和10年5月31日 第2-154号 飲食店営業

37 ＣＯＺＹ さいたま市見沼区東大宮４－６１－９　 高橋　公司　 令和4年4月14日 令和10年5月31日 第2-9027号 飲食店営業

38 ディアナ さいたま市見沼区東大宮５－２９－１４　細田ビル１Ｆ 048-686-5277 佐藤　純也　 令和4年4月25日 令和10年5月31日 第2-61号 飲食店営業

39 味楽丼丸　東大宮店 さいたま市見沼区東大宮５－３７－２　ちくま産業ビル１０１ 048-812-7196 菅原　明　 令和4年4月14日 令和10年5月31日 第2-18号 飲食店営業

40 ドーミー東大宮 さいたま市見沼区東大宮６－２３－１４　 048-688-4100 株式会社共立メンテナンス　 令和4年4月12日 令和10年5月31日 第2-9023号 飲食店営業

営業許可施設（令和04年4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4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 更科 さいたま市見沼区東大宮６－３０－３４　 048-686-7535 浜中　晃　 令和4年4月28日 令和10年5月31日 第2-162号 飲食店営業

42 エイゾー さいたま市見沼区東門前４１２－６　 048-684-6502 荏原　進　 令和4年4月28日 令和10年5月31日 第2-29号 飲食店営業

43 ででんがでん さいたま市見沼区東門前７３－１　 048-688-8224 廣井　明夫　 令和4年4月14日 令和10年5月31日 第2-9031号 飲食店営業

44 医療法人社団偕翔会　さいたまほのかクリニック さいたま市見沼区風渡野２９－１　 048-686-7716 株式会社ＪＦＳ　 令和4年4月20日 令和10年5月31日 第2-9033号 飲食店営業

45 庄や　七里店 さいたま市見沼区風渡野４２９－１　 048-682-6969 株式会社かんなん丸　 令和4年4月14日 令和10年5月31日 第2-32号 飲食店営業

46 居酒屋　栄 さいたま市見沼区堀崎町１０７４－３　 048-684-9745 宮永　ちい子　 令和4年4月20日 令和10年5月31日 第2-9028号 飲食店営業

47 ＥＶＥＲＥＳＴ　ＫＩＴＣＨＥＮ さいたま市桜区上大久保５８５－２　 048-855-7388 ＫＨＡＤＫＡ　ＫＩＳＡＮ　 令和4年4月7日 令和9年7月31日 第2-9069号 飲食店営業

48 松屋・松のや　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　 令和4年4月21日 令和10年7月31日 第2-166号 飲食店営業

49 オンマのキンパ さいたま市桜区町谷３－１２－１０　１Ｆ 048-741-3508 株式会社ＳＪ企画　 令和4年4月12日 令和9年7月31日 第2-9070号 飲食店営業

50 ラーメン始発まで！ さいたま市桜区田島５－１０－３　 株式会社ブレストソリューション　 令和4年4月7日 令和10年7月31日 第2-24号 飲食店営業

51 世界アトミ食堂 さいたま市西区高木１３３－１２　パールメゾン１０２ 跡見　卓也　 令和4年4月6日 令和10年7月31日 第2-9072号 飲食店営業

52 おさしみどんや さいたま市西区清河寺１１７０－１４　 中尾　真理絵　 令和4年4月26日 令和10年7月31日 第2-136号 飲食店営業

53 テイクアウトミュージアム　彩デリカ さいたま市西区二ツ宮４４８　 彩希　深雪　 令和4年4月28日 令和9年7月31日 第2-135号 飲食店営業

54 セブン－イレブンさいたま下町３丁目店 さいたま市大宮区下町３－５－１　 048-649-4711 金杉　浩和　 令和4年4月28日 令和10年6月30日 第2-193号 飲食店営業

55 星乃珈琲店　コクーンシティ　さいたま新都心店 さいたま市大宮区吉敷町４－２６７－２　コクーンシティ　コクーン１　２階 048-816-4666 日本レストランシステム株式会社　 令和4年4月20日 令和10年6月30日 第2-17号 飲食店営業

56 伊八　食堂 さいたま市大宮区吉敷町４－５７－３　ＪＲさいたま新都心駅　改札外 株式会社エル・アイ・ジー　 令和4年4月28日 令和10年6月30日 第2-196号 飲食店営業

57 Ｍｅｌｏｎ　ｄｅ　ｍｅｌｏｎ　大宮ラクーン店 さいたま市大宮区宮町１－６０　大宮ラクーン内１Ｆ 株式会社サンライズ　 令和4年4月20日 令和10年6月30日 第2-52号 飲食店営業

58 楽安酒場 さいたま市大宮区宮町１－９７－１　大宮二葉ビル２Ｆ 048-729-8696 吉国商事合同会社　 令和4年4月28日 令和10年6月30日 第2-83号 飲食店営業

59 ＷＡＢＡＮＡ　創作小料理－和花－ さいたま市大宮区宮町２－３－１　第二大矢部ビル（中） 齋藤　和代　 令和4年4月8日 令和10年6月30日 第2-9011号 飲食店営業

60 タルタルファクトリー　ｂｙ塚田農場 さいたま市大宮区錦町６３０　エキュート大宮 048-643-2620 株式会社塚田農場プラス　 令和4年4月8日 令和10年6月30日 第2-9012号 飲食店営業

61 セブンイレブン大宮櫛引１丁目店 さいたま市大宮区櫛引町１－７０２－１　 048-668-3651 株式会社フジケイ　 令和4年4月5日 令和10年6月30日 第2-9004号 飲食店営業

62 秀吉うどん さいたま市大宮区桜木町２－３０５　 048-645-1323 遠山　勇　 令和4年4月28日 令和10年6月30日 第2-156号 飲食店営業

63 アカマル屋鮮魚店 さいたま市大宮区大門町１－２０－３　大宮角井Ⅲビル１Ｆ 048-650-9860 株式会社ＳＡＮＫＯ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ　 令和4年4月21日 令和10年6月30日 第2-9016号 飲食店営業

64 富士そば大宮東口店 さいたま市大宮区大門町１－２０－５５　 048-642-0036 ダイタンキッチン株式会社　 令和4年4月28日 令和10年6月30日 第2-90号 飲食店営業

65 麺屋こころ大宮店 さいたま市大宮区大門町１－２８　 048-778-8977 株式会社ＨＡＢＵ　ＰＬＵＳ　 令和4年4月8日 令和10年6月30日 第2-9013号 飲食店営業

66 今日のできごと さいたま市大宮区大門町３－１０８　 緑川　俊哉　 令和4年4月20日 令和10年6月30日 第2-9076号 飲食店営業

67 福乃家 さいたま市大宮区仲町１－５３　田村ビル３階 048-662-9828 株式会社アミグループ　 令和4年4月28日 令和10年6月30日 第2-9008号 飲食店営業

68 めしのタネ さいたま市大宮区仲町１－６６－１　１Ｆ 048-782-7571 東京レジャービル株式会社　 令和4年4月11日 令和10年6月30日 第2-9015号 飲食店営業

69 Ｌｉｌｙ さいたま市大宮区仲町１－７４　タカノビル２０１ 048-778-8077 清水　隆太郎　 令和4年4月6日 令和10年6月30日 第2-9007号 飲食店営業

70 エプシロン さいたま市大宮区仲町１－７８－３　玉川ビル２Ｆ 048-788-1717 株式会社イーセブン　 令和4年4月27日 令和10年6月30日 第2-176号 飲食店営業

71 大阪バル　ええやん さいたま市大宮区仲町１－８０　 048-788-1103 株式会社イーセブン　 令和4年4月27日 令和10年6月30日 第2-175号 飲食店営業

72 セブンイレブンさいたま仲町１丁目店 さいたま市大宮区仲町１－８１－１　 048-642-7400 井原　貴行　 令和4年4月20日 令和10年6月30日 第2-5号 飲食店営業

73 焼肉ダイニングりおん さいたま市大宮区仲町２－４１　ＫＥＴＹビル３Ｆ 048-788-2529 株式会社ＡｔｏＺ　 令和4年4月5日 令和10年6月30日 第2-9005号 飲食店営業

74 セブンイレブンさいたま大宮駅東店 さいたま市大宮区仲町２－９－２　 048-642-1600 井原　貴行　 令和4年4月20日 令和10年6月30日 第2-4号 飲食店営業

75 おみやげ　三ちゃん さいたま市大宮区北袋町１－１００　 有限会社ｓｈｏｋｕＬａｂ　 令和4年4月12日 令和10年6月30日 第2-2号 飲食店営業

76 ＣＯＦＫ　ＣＯＦＦＥＥ＆Ｂａｒ さいたま市大宮区北袋町２－４２４　 048-662-0835 株式会社コーフク　 令和4年4月8日 令和10年6月30日 第2-9014号 飲食店営業

77 ｋｕｉｔｔｏ さいたま市中央区下落合２－２３－１９　ガーデンハウス１０４ 048-789-6132 上西　淳　 令和4年4月15日 令和10年7月31日 第2-31号 飲食店営業

78 セブン－イレブンさいたま上落合３丁目店 さいたま市中央区上落合３－１１－１２　 048-859-5508 桃井　稔和　 令和4年4月15日 令和10年7月31日 第2-9080号 飲食店営業

79 メフォス東日本　１０６５３ さいたま市中央区鈴谷８－２－５　 株式会社メフォス東日本　 令和4年4月15日 令和10年7月31日 第2-9075号 飲食店営業

80 焼肉　たくぞうの台所 さいたま市南区根岸３－１９－１４　 048-799-2370 株式会社たくぞうカンパニー　 令和4年4月26日 令和10年5月31日 第2-91号 飲食店営業
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営業許可施設（令和04年4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 北海道生まれ　和食処　とんでん浦和四谷店 さいたま市南区四谷３－１３－９　 048-861-6501 とんでん株式会社　 令和4年4月13日 令和10年5月31日 第2-35号 飲食店営業

82 居酒屋　あいちゃん さいたま市南区鹿手袋４－２４－３　Ｅ．Ｙマンション１０２ 048-863-7593 相澤　恭子　 令和4年4月13日 令和9年5月31日 第2-46号 飲食店営業

83 ファミリーマートさいたま松本店 さいたま市南区松本１－１－１７　 048-710-5288 株式会社Ｉ’ｍｐｒｏｖｅ　 令和4年4月27日 令和10年5月31日 第2-50号 飲食店営業

84 有限会社小島屋 さいたま市南区太田窪２１６６　 048-882-2907 有限会社小島屋　 令和4年4月7日 令和10年5月31日 第2-9018号 飲食店営業

85 セブン－イレブン　さいたま太田窪店 さいたま市南区太田窪２３３９－６　 048-882-0877 但野　正治　 令和4年4月13日 令和10年5月31日 第2-48号 飲食店営業

86 ＣＬＵＢ　ＡＣＥ さいたま市南区南浦和２－２８－１３　高砂ビル２階 048-887-2121 関谷　智幸　 令和4年4月7日 令和9年5月31日 第2-7号 飲食店営業

87 ＤＯＬＰＨＩＮ　ＣＲＥＷ さいたま市南区南浦和２－３２－５　パルファン南浦和Ｂ１ 048-882-6221 山﨑　郁雄　 令和4年4月26日 令和10年5月31日 第2-139号 飲食店営業

88 カーサ　ノーヴァ さいたま市南区南浦和３－２－９　 048-711-8223 新屋敷　武　 令和4年4月15日 令和10年5月31日 第2-9020号 飲食店営業

89 まるこう さいたま市南区南浦和３－４３－１３　 048-678-0789 渡部　晃冶　 令和4年4月7日 令和10年5月31日 第2-9019号 飲食店営業

90 セブン－イレブン南浦和駅西口 さいたま市南区南本町１－２－７　 048-839-8662 株式会社ル・グランコーポレーション　 令和4年4月13日 令和10年5月31日 第2-16号 飲食店営業

91 ローソンさいたま南本町一丁目店 さいたま市南区南本町１－８－３　 048-789-6799 株式会社サザンツリー　 令和4年4月27日 令和10年5月31日 第2-33号 飲食店営業

92 セブン－イレブンさいたま文蔵３丁目 さいたま市南区文蔵３－２－３　 048-839-8878 小林　久原　 令和4年4月27日 令和10年5月31日 第2-188号 飲食店営業

93 大衆酒場　煉 さいたま市南区別所７－１－１６　 048-710-6828 株式会社ティーピーディー　 令和4年4月28日 令和10年5月31日 第2-155号 飲食店営業

94 むさし浦和酒場　さくら さいたま市南区別所７－７－３　 048-865-0516 有限会社さいか　 令和4年4月27日 令和10年5月31日 第2-42号 飲食店営業

95 蕎麦　陽まり さいたま市北区宮原町２－１７－９　大雅ビル１Ｆ 合同会社アップワードフット　 令和4年4月26日 令和10年7月31日 第2-134号 飲食店営業

96 ＴＡＩＲＡＹＡ宮原東口店 さいたま市北区宮原町２－８８－３　 048-662-2122 株式会社与野フードセンター　 令和4年4月21日 令和10年7月31日 第2-104号 飲食店営業

97 おふろｃａｆｅ　ｕｔａｔａｎｅ さいたま市北区大成町４－１７９－３　 048-856-9899 株式会社温泉道場　 令和4年4月26日 令和9年7月31日 第2-128号 飲食店営業

98 銀座大和田浦和店 さいたま市緑区原山３－８－２２　 048-883-2466 有限会社あら井　 令和4年4月21日 令和10年5月31日 第2-9039号 飲食店営業

99 マンゴツリーカフェ浦和芝原 さいたま市緑区芝原３－１－１　 048-810-6261 株式会社ミールワークス　 令和4年4月22日 令和10年5月31日 第2-47号 飲食店営業

100 幸楽苑　東浦和店 さいたま市緑区芝原３－３－６　 048-810-5444 株式会社幸楽苑　 令和4年4月22日 令和10年5月31日 第2-130号 飲食店営業

101 有限会社浦和薮そば春日商店 さいたま市緑区太田窪１－２－７　 048-887-5533 有限会社浦和薮そば春日商店　 令和4年4月15日 令和10年5月31日 第2-9037号 飲食店営業

102 大ちゃんファーム さいたま市緑区東浦和７－３１－２　 髙橋　裕三　 令和4年4月22日 令和9年5月31日 第2-77号 飲食店営業

103 しゃぶ葉　東川口店 さいたま市緑区東大門３－１－１２　 048-812-1031 株式会社すかいらーくレストランツ　 令和4年4月19日 令和10年5月31日 第2-9038号 飲食店営業

104 ファミリーマートさいたま南部領辻店 さいたま市緑区南部領辻２７９５－１　 048-812-6005 株式会社ファミリーマート　 令和4年4月27日 令和10年5月31日 第2-51号 飲食店営業

105 ピエトロ　イオンモール浦和美園店 さいたま市緑区美園５－５０－１　１階 048-767-7373 株式会社ピエトロ　 令和4年4月19日 令和10年5月31日 第2-39号 飲食店営業

106 ｃｈａｗａｎ　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 048-812-6137 株式会社すかいらーくレストランツ　 令和4年4月27日 令和10年5月31日 第2-81号 飲食店営業

107 王記厨房 さいたま市緑区美園５－５０－１　イオンモール浦和美園３Ｆ 048-711-8869 株式会社ケンコー　 令和4年4月27日 令和10年5月31日 第2-23号 飲食店営業

108 ミスタードーナツ　イオンモール浦和美園ショップ さいたま市緑区美園５－５０－１　イオンモール浦和美園３Ｆ 048-764-9581 大和フーヅ株式会社　 令和4年4月27日 令和10年5月31日 第4-2号 飲食店営業

109 モスバーガー　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店３Ｆ 048-812-2527 株式会社モスストアカンパニー　 令和4年4月27日 令和10年5月31日 第2-89号 飲食店営業

110 ＳＴＥＡＭ　ＢＲＥＡＤ　ＵＲＡＷＡ さいたま市浦和区仲町２－３－２２　桑原ビル１Ｆ 048-767-4424 株式会社ケアプランニング　 令和4年4月7日 令和10年6月30日 第2-9062号 菓子製造業

111 株式会社エヌ・エス・イー　岩槻加倉工場 さいたま市岩槻区加倉３－６－６　 048-758-4677 株式会社エヌ・エス・イー　 令和4年4月7日 令和10年5月31日 第2-9053号 菓子製造業

112 株式会社エヌ・エス・イー　岩槻加倉別館 さいたま市岩槻区加倉３－６－９　 048-758-3366 株式会社エヌ・エス・イー　 令和4年4月7日 令和10年5月31日 第2-9052号 菓子製造業

113 株式会社浦和花見 さいたま市桜区町谷１－２０－１７　 048-711-4010 株式会社浦和花見　 令和4年4月4日 令和10年7月31日 第2-9003号 菓子製造業

114 ＭＩＧＮＯＮ さいたま市大宮区錦町６３０　駅１Ｆ　改札内 048-662-9988 株式会社生産者直売のれん会　 令和4年4月12日 令和10年6月30日 第2-21号 菓子製造業

115 ｓｏｌ さいたま市大宮区大成町１－２０１－１　高橋マンション３０３ 越智　美紀　 令和4年4月5日 令和9年6月30日 第2-6号 菓子製造業

116 ＳＨＵＫＲＡ さいたま市大宮区大門町３－１０８　 山木　いづみ　 令和4年4月6日 令和10年6月30日 第2-9009号 菓子製造業

117 キリンの夢菓 さいたま市大宮区大門町３－１０８　 渡邉　敏美　 令和4年4月6日 令和10年6月30日 第2-9006号 菓子製造業

118 ステラ・デル・アンジェロ さいたま市中央区上落合２－１－２５　３Ｆ 048-840-2222 株式会社埼玉冠婚葬祭センター　 令和4年4月26日 令和10年7月31日 第2-179号 菓子製造業

119 パン工房　麦 さいたま市緑区東浦和４－１７－２　澤野ヒル１０１ 048-716-7596 光延　篤　 令和4年4月22日 令和10年5月31日 第2-9040号 菓子製造業

120 大ちゃんファーム さいたま市緑区東浦和７－３１－２　 髙橋　裕三　 令和4年4月22日 令和9年5月31日 第2-76号 菓子製造業
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営業許可施設（令和04年4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 ミスタードーナツ　イオンモール浦和美園ショップ さいたま市緑区美園５－５０－１　イオンモール浦和美園３Ｆ 048-764-9581 大和フーヅ株式会社　 令和4年4月27日 令和10年5月31日 第4-3号 菓子製造業

122 生鮮市場　ＴＯＰ　ビバモール　さいたま新都心店 さいたま市浦和区上木崎１－１３－１　ビバモール３階 048-815-8090 株式会社マミーマート　 令和4年4月15日 令和10年6月30日 第2-9064号 魚介類販売業

123 山助　大宮店 さいたま市見沼区丸ケ崎宮ノ下１３８５　ロヂャース大宮店 048-683-4088 株式会社山助　 令和4年4月20日 令和10年5月31日 第2-9034号 魚介類販売業

124 伊八　食堂 さいたま市大宮区吉敷町４－５７－３　ＪＲさいたま新都心駅　改札外 株式会社エル・アイ・ジー　 令和4年4月28日 令和10年6月30日 第2-194号 魚介類販売業

125 アカマル屋鮮魚店 さいたま市大宮区大門町１－２０－３　大宮角井Ⅲビル１Ｆ 048-650-9860 株式会社ＳＡＮＫＯ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ　 令和4年4月21日 令和10年6月30日 第2-9017号 魚介類販売業

126 ＴＡＩＲＡＹＡ宮原東口店 さいたま市北区宮原町２－８８－３　 048-662-2122 株式会社与野フードセンター　 令和4年4月21日 令和10年7月31日 第2-106号 魚介類販売業

127 生鮮市場　ＴＯＰ　ビバモール　さいたま新都心店 さいたま市浦和区上木崎１－１３－１　ビバモール３階 048-815-8090 株式会社マミーマート　 令和4年4月15日 令和10年6月30日 第2-9065号 食肉販売業

128 ロヂャースマート大和田店 さいたま市見沼区大和田町２－１２３８－１　 048-682-3411 北辰商事株式会社　 令和4年4月14日 令和10年5月31日 第2-9030号 食肉販売業

129 生活協同組合コープみらい　コープ武蔵浦和店 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4年4月27日 令和10年5月31日 第2-115号 食肉販売業

130 ＴＡＩＲＡＹＡ宮原東口店 さいたま市北区宮原町２－８８－３　 048-662-2122 株式会社与野フードセンター　 令和4年4月21日 令和10年7月31日 第2-105号 食肉販売業

131 オンマのキンパ さいたま市桜区町谷３－１２－１０　１Ｆ 048-741-3508 株式会社ＳＪ企画　 令和4年4月12日 令和9年7月31日 第2-9071号 漬物製造業

132 鯉沼製麺所 さいたま市桜区西堀６－１０－１９　 048-863-6761 鯉沼　孝　 令和4年4月18日 令和10年7月31日 第2-9077号 麺類製造業
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