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1 株式会社ロッテ　浦和工場　第６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5月19日 令和11年5月31日 第2-13号 アイスクリーム類製造業

2 オランダ軒 さいたま市岩槻区東岩槻６－１－４　東岩槻加藤ビル１０２ 048-797-7003 山本　靖　 令和4年5月10日 令和10年5月31日 第2-224号 そうざい製造業

3 すし屋の信太 さいたま市見沼区東大宮３－２－６５　 048-651-2531 有限会社Ｓ・ＭＴＡ　 令和4年5月24日 令和10年5月31日 第2-236号 そうざい製造業

4 台湾惣菜　モモゾノ弁当 さいたま市見沼区南中野４５４－１７　 048-797-8998 株式会社一期一会コーポレーション　 令和4年5月17日 令和10年5月31日 第2-205号 そうざい製造業

5 有限会社川瀬商店 さいたま市桜区西堀６－１０－２０　 048-862-4545 有限会社川瀬商店　 令和4年5月31日 令和10年7月31日 第2-298号 そうざい製造業

6 ｌ’ｏｒｔｏ さいたま市緑区芝原１－５－１６　イーストパークＵＲＡＷＡⅢＣ ｌ’ｏｒｔｏ合同会社　 令和4年5月23日 令和10年5月31日 第2-306号 そうざい製造業

7 浦和　惜景 さいたま市浦和区元町２－１７－２１　 048-877-6511 高岡商事株式会社　 令和4年5月25日 令和10年6月30日 第2-270号 飲食店営業

8 壁の穴　浦和店 さいたま市浦和区高砂１－１２－１　コルソＢ１ 048-824-5307 有限会社浦和壁の穴店　 令和4年5月25日 令和10年6月30日 第2-255号 飲食店営業

9 Ｃｈａｔｅｒａｉｓｅ　ＰＲＥＭＩＵＭ　ＹＡＴＳＵＤＯＫＩ　アトレ浦和 さいたま市浦和区高砂１－１６－１２　ウエストエリアＷ－２０３ 048-762-3527 東邦ビルデイング株式会社　 令和4年5月20日 令和10年6月30日 第2-253号 飲食店営業

10 Ｌａｄｙ’ｓ　Ｂａｒ　Ｒ さいたま市浦和区高砂２－１－５　埼浴会館２階 048-825-3120 有限会社サマディ　 令和4年5月6日 令和10年6月30日 第2-38号 飲食店営業

11 有限会社菊池商店　むさしや本店 さいたま市浦和区高砂３－１７－１３　 048-861-4920 有限会社菊池商店　 令和4年5月26日 令和10年6月30日 第2-275号 飲食店営業

12 イオン北浦和店　魚魚膳 さいたま市浦和区常盤１０－２０－２９　 048-822-3921 イオンリテール株式会社　 令和4年5月30日 令和10年6月30日 第2-246号 飲食店営業

13 栄次 さいたま市浦和区常盤３－１８－１１　 松下　栄次　 令和4年5月30日 令和10年6月30日 第2-250号 飲食店営業

14 あじめん　北浦和店 さいたま市浦和区常盤９－１９－１１　第３スミダビル１Ｆ 048-815-7255 株式会社ＳＮＧ　 令和4年5月30日 令和10年6月30日 第2-210号 飲食店営業

15 シャトレ与野寮 さいたま市浦和区針ケ谷３－１２－２０　 株式会社共立メンテナンス　 令和4年5月25日 令和10年6月30日 第2-299号 飲食店営業

16 げっぽ　日進自然食の店 さいたま市浦和区瀬ケ崎２－７－４　小松屋ビル１Ｆ 048-767-8681 佐々木　雄太　 令和4年5月2日 令和10年6月30日 第2-163号 飲食店営業

17 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｒｏｓｓａ さいたま市浦和区前地１－６－４　 048-826-6746 原　あやの　 令和4年5月26日 令和10年6月30日 第2-257号 飲食店営業

18 晩酌　あや屋 さいたま市浦和区仲町１－１０－１３　１階 合同会社エルレガロ　 令和4年5月13日 令和10年6月30日 第2-37号 飲食店営業

19 名代富士そば　浦和仲町店 さいたま市浦和区仲町１－２－１０　 ダイタンキッチン株式会社　 令和4年5月2日 令和10年6月30日 第2-84号 飲食店営業

20 淑女クラブニュー歌風里 さいたま市浦和区仲町１－８－１３　 048-753-9773 株式会社タクミコーポレーション　 令和4年5月20日 令和10年6月30日 第2-251号 飲食店営業

21 58 さいたま市浦和区東高砂町１５－８　 伏見　勉　 令和4年5月6日 令和10年6月30日 第2-167号 飲食店営業

22 鶏そば　一瑳 さいたま市浦和区東高砂町６－１　 048-762-3221 株式会社ティーピーディー　 令和4年5月27日 令和10年6月30日 第2-281号 飲食店営業

23 もつ焼　大丸 さいたま市浦和区東仲町７－１５　 048-886-2929 菅波　裕二郎　 令和4年5月25日 令和10年6月30日 第2-226号 飲食店営業

24 やきとり横丁　北浦和駅東口店 さいたま市浦和区北浦和３－４－４　ＫＩビル１Ｆ 048-832-3183 株式会社ホームダイニング　 令和4年5月27日 令和10年6月30日 第2-288号 飲食店営業

25 株式会社マルエツ北浦和東口店 さいたま市浦和区北浦和３－７－１４　 048-831-3903 株式会社マルエツ　 令和4年5月27日 令和10年6月30日 第2-282号 飲食店営業

26 桜扇 さいたま市浦和区北浦和４－７－５　 小堀　誠　 令和4年5月10日 令和10年6月30日 第2-142号 飲食店営業

27 特別養護老人ホーム　フレシール岩槻 さいたま市岩槻区加倉１９０　 048-790-2601 株式会社コンフォート　 令和4年5月10日 令和10年5月31日 第2-69号 飲食店営業

28 食事処山吹 さいたま市岩槻区加倉３－８３－１　 048-689-3544 株式会社保栄総合　 令和4年5月17日 令和10年5月31日 第2-182号 飲食店営業

29 丸亀製麺　岩槻 さいたま市岩槻区加倉５－１２４１－１　 048-756-5588 株式会社丸亀製麺　 令和4年5月11日 令和10年5月31日 第4-14号 飲食店営業

30 カラオケ酒場　くりちゃん さいたま市岩槻区岩槻４２２４－２　 048-757-8650 栗原　三枝子　 令和4年5月27日 令和9年5月31日 第2-310号 飲食店営業

31 台湾料理　興福順 さいたま市岩槻区古ケ場６６８－２　 048-794-9578 中裕株式会社　 令和4年5月19日 令和9年5月31日 第2-322号 飲食店営業

32 三喜 さいたま市岩槻区笹久保１１３６－１　 048-797-0521 河原塚　由江　 令和4年5月24日 令和9年5月31日 第2-181号 飲食店営業

33 ポパイラーメン さいたま市岩槻区上野２－２－６　 048-795-0825 有限会社ＩＭＩ　 令和4年5月20日 令和10年5月31日 第2-158号 飲食店営業

34 麺家　ひまり さいたま市岩槻区上野３－３－６　 藤江　健二　 令和4年5月11日 令和10年5月31日 第2-9079号 飲食店営業

35 つけ麺神田　もといし さいたま市岩槻区上里２－１－３　 048-794-4353 株式会社グランキュイジーヌ　 令和4年5月17日 令和10年5月31日 第2-171号 飲食店営業

36 お好み焼き　味子村 さいたま市岩槻区城南３－４－４０　 048-798-5403 松島　実　 令和4年5月20日 令和9年5月31日 第2-45号 飲食店営業

37 有限会社永楽食堂 さいたま市岩槻区西町１－４－７　 048-756-2498 有限会社永楽食堂　 令和4年5月31日 令和10年5月31日 第2-325号 飲食店営業

38 かわい さいたま市岩槻区西町５－３－２４　 048-756-2963 有限会社マルゲン　 令和4年5月27日 令和10年5月31日 第2-321号 飲食店営業

39 八竹　埼玉支店 さいたま市岩槻区増長６９２　 048-799-1255 ＳＴＡＣＫ株式会社　　 令和4年5月11日 令和10年5月31日 第2-60号 飲食店営業

40 北京亭 さいたま市岩槻区仲町１－４－７　 048-756-8100 吉原　廣　 令和4年5月11日 令和10年5月31日 第2-86号 飲食店営業

41 介護老人福祉施設　さいたまほほえみの里 さいたま市岩槻区長宮１５１２－１　 048-799-1172 コンパスグループ・ジャパン株式会社　 令和4年5月11日 令和10年5月31日 第2-9078号 飲食店営業

営業許可施設（令和04年5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5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

42 肉バル岳 さいたま市岩槻区東岩槻１－１０－１　 048-741-4912 関根　渉　 令和4年5月11日 令和10年5月31日 第2-70号 飲食店営業

43 カラオケスナック　ルビー さいたま市岩槻区東岩槻１－２－１　斉藤ビル１Ｆ 048-794-0619 田中　敬子　 令和4年5月10日 令和10年5月31日 第2-9056号 飲食店営業

44 ガスト　東岩槻店 さいたま市岩槻区東岩槻２－７－１　 048-793-1031 株式会社すかいらーくレストランツ　 令和4年5月11日 令和10年5月31日 第2-169号 飲食店営業

45 憩居酒場　えん さいたま市岩槻区東岩槻５－２－１０　 048-757-4212 加藤　孝明　 令和4年5月11日 令和10年5月31日 第2-80号 飲食店営業

46 オランダ軒 さいたま市岩槻区東岩槻６－１－４　東岩槻加藤ビル１０２ 048-797-7003 山本　靖　 令和4年5月10日 令和10年5月31日 第2-223号 飲食店営業

47 まこと　寿し さいたま市岩槻区東町２－１－１３　 048-756-1790 中村　真哉　 令和4年5月19日 令和10年5月31日 第2-59号 飲食店営業

48 北海道生まれ　和食処　とんでん　岩槻店 さいたま市岩槻区東町２－７－２１　 048-757-2421 とんでん株式会社　 令和4年5月17日 令和10年5月31日 第2-108号 飲食店営業

49 洋麺屋五右衛門　東岩槻店 さいたま市岩槻区南平野２－６－３　 048-790-2560 日本レストランシステム株式会社　 令和4年5月10日 令和10年5月31日 第2-73号 飲食店営業

50 モスバーガー　岩槻バイパス店 さいたま市岩槻区南平野４－１４－５　 048-749-4566 株式会社エヌシー・フードシステム　 令和4年5月11日 令和10年5月31日 第2-114号 飲食店営業

51 やきとり　さぶちゃん さいたま市岩槻区柏崎９１３－３　 048-758-3601 高橋　喜代子　 令和4年5月20日 令和10年5月31日 第2-102号 飲食店営業

52 八番 さいたま市岩槻区美幸町３－５　 048-758-0048 海老原　芳夫　 令和4年5月10日 令和10年5月31日 第2-111号 飲食店営業

53 キッチンドマウント　イワツキベース さいたま市岩槻区平林寺５８７　 048-758-4646 株式会社マウント　 令和4年5月27日 令和10年5月31日 第2-304号 飲食店営業

54 岩槻商店 さいたま市岩槻区本丸３－２６－９　 048-796-4544 株式会社ギフト　 令和4年5月31日 令和10年5月31日 第4-15号 飲食店営業

55 ピザーラ岩槻 さいたま市岩槻区本町１－１５－７　 048-756-9700 有限会社メモリボング　 令和4年5月20日 令和10年5月31日 第2-117号 飲食店営業

56 ほのか さいたま市岩槻区本町１－２－１６　杉本ビル１Ｆ 048-757-3009 佐藤　クニ　 令和4年5月11日 令和10年5月31日 第2-116号 飲食店営業

57 宮田屋　ベーグル さいたま市岩槻区本町３－１２－１１　 ＴＤＳ株式会社　 令和4年5月27日 令和10年5月31日 第2-9058号 飲食店営業

58 砂場 さいたま市岩槻区末田２１６９－１　 048-798-4846 林　義成　 令和4年5月25日 令和10年5月31日 第2-147号 飲食店営業

59 あらじん さいたま市見沼区卸町１－７　 048-686-7569 サンブランチ株式会社　 令和4年5月19日 令和10年5月31日 第2-123号 飲食店営業

60 さいたまやすらぎの里内　日清医療食品事業所 さいたま市見沼区卸町２－２１－１　 048-680-3890 日清医療食品株式会社　 令和4年5月18日 令和10年5月31日 第2-26号 飲食店営業

61 ロヂャース大宮店 さいたま市見沼区丸ケ崎宮ノ下１３８５　 048-688-1234 北辰商事株式会社　 令和4年5月24日 令和10年5月31日 第2-370号 飲食店営業

62 味くら苑 さいたま市見沼区御蔵２１８－１２　 048-682-1185 株式会社御蔵苑　 令和4年5月24日 令和10年5月31日 第2-353号 飲食店営業

63 軽食・喫茶　ナチュラル さいたま市見沼区深作１－１３－１１　 横井　仁子　 令和4年5月10日 令和9年5月31日 第2-9036号 飲食店営業

64 トロワ・ボー さいたま市見沼区深作３－３９－２５　 048-684-2700 銭場　三美　 令和4年5月19日 令和10年5月31日 第2-58号 飲食店営業

65 ファミリー割烹　みなみ さいたま市見沼区大谷１７５１－１　 048-683-9397 長坂　篤　 令和4年5月18日 令和10年5月31日 第2-87号 飲食店営業

66 螢 さいたま市見沼区大和田町１－１８１３　 048-688-3331 株式会社海元　 令和4年5月18日 令和10年5月31日 第2-121号 飲食店営業

67 スターバックスコーヒー　さいたま大和田店 さいたま市見沼区大和田町１－１９３１　 048-681-5911 スターバックスコーヒージャパン株式会社 令和4年5月20日 令和10年5月31日 第2-216号 飲食店営業

68 介護付有料老人ホーム　やわら樹の里 さいたま市見沼区大和田町１－３４５　 048-683-0438 株式会社アルス　 令和4年5月20日 令和10年5月31日 第2-189号 飲食店営業

69 ケンタッキーフライドチキン　大宮大和田店 さいたま市見沼区大和田町１－４９７－１　 048-682-3557 株式会社さわやか　 令和4年5月10日 令和10年5月31日 第2-20号 飲食店営業

70 とんかつ新宿さぼてん大和田店 さいたま市見沼区大和田町２－１７７２　 048-688-9711 株式会社グリーンハウスフーズ　 令和4年5月18日 令和10年5月31日 第2-101号 飲食店営業

71 炭火七輪焼肉やんやんｂｙ牛之助　さいたま見沼店 さいたま市見沼区中川７５０　 048-684-5555 ＪＧＲ株式会社　 令和4年5月17日 令和10年5月31日 第2-170号 飲食店営業

72 すし屋の信太 さいたま市見沼区東大宮３－２－６５　 048-651-2531 有限会社Ｓ・ＭＴＡ　 令和4年5月24日 令和10年5月31日 第2-235号 飲食店営業

73 パ・ドゥ・ドゥ洋菓子店 さいたま市見沼区東大宮４－１４－３　 048-663-1743 株式会社セシオ　 令和4年5月18日 令和10年5月31日 第2-137号 飲食店営業

74 Ｌｏｕｎｇｅ　ＬＵＣＩＡ さいたま市見沼区東大宮４－１９－８　古川ビル３階 048-662-9882 株式会社ルミエール　 令和4年5月24日 令和9年5月31日 第2-215号 飲食店営業

75 味処　太郎 さいたま市見沼区東大宮４－２４－２　 048-665-8480 株式会社ライド　 令和4年5月19日 令和10年5月31日 第2-225号 飲食店営業

76 スナック三姉妹 さいたま市見沼区東大宮４－６－１７　 048-660-2525 池ノ内　勝子　 令和4年5月18日 令和9年5月31日 第2-27号 飲食店営業

77 シルクロード さいたま市見沼区東大宮５－３０－２　 048-688-5577 渡邊　靖之　 令和4年5月18日 令和9年5月31日 第2-140号 飲食店営業

78 創作ダイニング　どもん東大宮 さいたま市見沼区東大宮５－３６－６　 048-682-1590 新木　治　 令和4年5月10日 令和10年5月31日 第2-43号 飲食店営業

79 だんごの美好東大宮東口店 さいたま市見沼区東大宮５－３７－６　 048-686-0803 利田　民也　 令和4年5月24日 令和10年5月31日 第2-323号 飲食店営業

80 カラオケまねきねこ　東大宮駅前店 さいたま市見沼区東大宮５－３８－５　あづまビル４・５Ｆ 048-812-8668 株式会社コシダカ　 令和4年5月18日 令和10年5月31日 第2-208号 飲食店営業

81 日高屋東大宮東口店 さいたま市見沼区東大宮５－３９－２　ＡＫビル１階 048-682-7717 株式会社ハイデイ日高　 令和4年5月18日 令和10年5月31日 第2-99号 飲食店営業

82 居酒屋パンダ さいたま市見沼区東大宮５－７－５　シャトル末広１０２ 048-684-0731 蓮見　博司　 令和4年5月24日 令和10年5月31日 第2-62号 飲食店営業
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営業許可施設（令和04年5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

83 ドミノピザさいたま東門前店 さいたま市見沼区東門前２７５－１　 048-681-7180 株式会社ＣＥＮＴＲＡＬ　ＩＳＬＡＮＤＳ　 令和4年5月10日 令和10年5月31日 第2-36号 飲食店営業

84 吾妻鮨 さいたま市見沼区風渡野２－１１－１０　 048-686-0022 佐藤　野里　 令和4年5月20日 令和10年5月31日 第2-146号 飲食店営業

85 大宮共立病院本館食堂シダックス店 さいたま市見沼区片柳１５５０　 048-687-2344 シダックスフードサービス株式会社　 令和4年5月24日 令和10年5月31日 第2-149号 飲食店営業

86 有限会社甲子屋 さいたま市見沼区片柳９９５－１　 048-687-6953 有限会社甲子屋　 令和4年5月17日 令和10年5月31日 第2-131号 飲食店営業

87 （株）若菜　はすぬま保育園　事業所 さいたま市見沼区蓮沼１００－１　 048-877-3577 株式会社若菜　 令和4年5月19日 令和10年5月31日 第2-141号 飲食店営業

88 ロヂャース　浦和店 さいたま市桜区山久保１－１１－１　 048-852-2510 北辰商事株式会社　 令和4年5月26日 令和10年7月31日 第2-264号 飲食店営業

89 ファミリーマート大宮指扇店 さいたま市西区指扇２２６２　 048-621-2305 株式会社ファミリーマート　 令和4年5月30日 令和10年7月31日 第2-220号 飲食店営業

90 本まぐろ直売所 さいたま市西区土屋４２０－９　 ケミアジャパンサポート株式会社　 令和4年5月2日 令和9年7月31日 第2-9081号 飲食店営業

91 やまと鮨 さいたま市大宮区吉敷町１－１１２－２　 048-642-6462 水落　秀俊　 令和4年5月24日 令和10年6月30日 第2-233号 飲食店営業

92 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 株式会社セブン－イレブン・ジャパン　 令和4年5月24日 令和10年6月30日 第2-221号 飲食店営業

93 神田達磨　大宮店 さいたま市大宮区宮町１－６０　 048-782-9880 株式会社ルーツ　 令和4年5月9日 令和10年6月30日 第2-153号 飲食店営業

94 ＪＩＳ　ＯＭＩＹＡ さいたま市大宮区宮町１－７５　５Ｆ　ＲＥＸ大宮 048-788-1873 株式会社ＪＩＳ　ＮＡＴＩＯＮ　 令和4年5月30日 令和10年6月30日 第2-271号 飲食店営業

95 日本一　ルミネ大宮店 さいたま市大宮区錦町６３０　ルミネ大宮１Ｆ 048-650-1185 株式会社日本一 令和4年5月23日 令和10年6月30日 第2-240号 飲食店営業

96 ローソンストア１００大宮桜木町 さいたま市大宮区桜木町２－４５７－１　 048-661-5499 豊田　宏彰　 令和4年5月24日 令和10年6月30日 第2-366号 飲食店営業

97 ｙｏｓｉｃｏ１０３ さいたま市大宮区桜木町２－４９１－２　 小林　良子　 令和4年5月20日 令和10年6月30日 第2-126号 飲食店営業

98 手作り厨房　楓家 さいたま市大宮区桜木町４－６８　 048-642-5080 岩崎　正紀　 令和4年5月24日 令和10年6月30日 第2-234号 飲食店営業

99 野球食堂グランドスラム さいたま市大宮区桜木町４－７６　大野ビル１Ｆ 株式会社リフレーム　 令和4年5月9日 令和10年6月30日 第2-214号 飲食店営業

100 カフェ　盆ど～ｂｏｎｄ～ さいたま市大宮区寿能町１－１２１－３　コーポ細田１０１号 048-606-3698 齋藤　晃子　 令和4年5月20日 令和10年6月30日 第2-49号 飲食店営業

101 ファミリーマート大宮上小町店 さいたま市大宮区上小町２７７　 048-657-9500 有限会社かみこ　 令和4年5月30日 令和10年6月30日 第2-335号 飲食店営業

102 ＡＹＡＡＮ　ＫＥＢＡＢ　＆　ＣＵＲＲＹ さいたま市大宮区浅間町２－４５－１　大宮ＴＫビル東店舗 048-645-0048 株式会社ＭＯＨＡＭＭＡＤＩ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　 令和4年5月2日 令和10年6月30日 第2-209号 飲食店営業

103 熟女クラブ熟れっ娘 さいたま市大宮区仲町１－３３　つるや商店ビル２階 048-776-9199 合同会社ＹＡＭＡＴＯエンタープライズ　 令和4年5月23日 令和10年6月30日 第2-219号 飲食店営業

104 東風荘 さいたま市大宮区仲町１－３３　つるや商店ビル３階 グローアップ企画株式会社　 令和4年5月23日 令和10年6月30日 第2-218号 飲食店営業

105 笑壺 さいたま市大宮区仲町１－３３－３　つるや商店ビル１階 株式会社アップエイト　 令和4年5月20日 令和10年6月30日 第2-245号 飲食店営業

106 清香苑 さいたま市大宮区仲町１－５３　田村ビル４階 048-662-9979 株式会社アミグループ　 令和4年5月20日 令和10年6月30日 第2-9010号 飲食店営業

107 ガールズバー　Ｍｉｍｏｓａ さいたま市大宮区仲町１－６６－２　ドミノ杉浦ビル１Ｆ 048-729-8938 株式会社マウンテン　 令和4年5月23日 令和9年6月30日 第2-237号 飲食店営業

108 ＣＬＵＢ　Ｃｈｅｓｓ さいたま市大宮区仲町１－７８－１　ガルボ仲町ビル３階 048-779-8438 成田　弘　 令和4年5月20日 令和10年6月30日 第2-82号 飲食店営業

109 アルテミス さいたま市大宮区仲町１－７８－２　Ｓ＆Ｉビル５階 合同会社アルテミス　 令和4年5月23日 令和10年6月30日 第2-192号 飲食店営業

110 ＢＡＲ　８１８ さいたま市大宮区仲町２－５０　大鵬スクエア３階Ｂ号室 合同会社ＫＳコーポレーション　 令和4年5月30日 令和10年6月30日 第2-286号 飲食店営業

111 ＭＡＳＡＬＡ　ＺＡＩＫＡ　大宮店 さいたま市大宮区天沼町２－７１８－５　 048-606-3890 合同会社ＳＡ　ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ　 令和4年5月30日 令和9年6月30日 第2-364号 飲食店営業

112 有限会社甲寿司 さいたま市大宮区北袋町２－３８３－２　 048-643-7272 有限会社甲寿司　 令和4年5月30日 令和10年6月30日 第2-256号 飲食店営業

113 セブンイレブンさいたま北袋店 さいたま市大宮区北袋町２－３８４－１　 048-645-9711 大久保　洋　 令和4年5月24日 令和10年6月30日 第2-222号 飲食店営業

114 ファミリーマートあすまや与野本町駅前店 さいたま市中央区本町東２－４－１０　 048-851-0250 遊馬　栄樹　 令和4年5月2日 令和10年7月31日 第2-88号 飲食店営業

115 与野心和寮 さいたま市中央区鈴谷３－４－８　 048-855-7876 株式会社ケイ・エス・コミュニティ　 令和4年5月30日 令和10年7月31日 第2-374号 飲食店営業

116 鮨ｄｉｎｉｎｇ松雪 さいたま市南区四谷１－４－２　 048-864-2800 松永　伸幸　 令和4年5月13日 令和10年5月31日 第2-183号 飲食店営業

117 銀のさら　浦和店 さいたま市南区鹿手袋４－２２－２３　 048-837-6363 株式会社きらく　 令和4年5月20日 令和10年5月31日 第2-292号 飲食店営業

118 デイサービスわかくさ さいたま市南区太田窪１９７７－１　 048-885-2671 医療法人有隣会　 令和4年5月25日 令和10年5月31日 第2-160号 飲食店営業

119 社会福祉法人さくら草　デイセンターさくら草（コスモス） さいたま市南区太田窪３５０５－１１　 048-883-7796 企業組合ワーカーズ・コレクティブ旬　 令和4年5月17日 令和10年5月31日 第2-98号 飲食店営業

120 ＡＬＯＨＡＤＯＧ さいたま市南区大谷口６００－３　ノグチハイツ６号 天野　薫　 令和4年5月25日 令和10年5月31日 第2-302号 飲食店営業

121 スナック蘭 さいたま市南区辻２－６－１６　 048-861-1893 石塚　恵子　 令和4年5月31日 令和10年5月31日 第2-395号 飲食店営業

122 カラオケ　隠れ家 さいたま市南区南浦和２－１２－２０　 本間　唯史　 令和4年5月18日 令和10年5月31日 第2-109号 飲食店営業

123 スナック愛ラブ さいたま市南区南浦和２－３４－５　壱番館ビル２Ｆ 048-882-0020 村山　喜朗　 令和4年5月19日 令和9年5月30日 第2-161号 飲食店営業
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営業許可施設（令和04年5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

124 あたりばちラーメン さいたま市南区南浦和２－４２－６　 048-886-6368 根津　隆　 令和4年5月26日 令和10年5月31日 第2-249号 飲食店営業

125 株式会社コモディイイダ南浦和東口店 さいたま市南区南浦和３－１６－１７　 048-813-6600 株式会社コモディイイダ　 令和4年5月25日 令和10年5月31日 第2-342号 飲食店営業

126 株式会社コモディイイダ南浦和東口店寿司作業所 さいたま市南区南浦和３－１６－１７　 048-813-6600 株式会社コモディイイダ　 令和4年5月25日 令和10年5月31日 第2-343号 飲食店営業

127 株式会社コモディイイダ南浦和東口店　盛り付け作業所 さいたま市南区南浦和３－１６－１７　 048-813-6600 株式会社コモディイイダ　 令和4年5月25日 令和10年5月31日 第2-344号 飲食店営業

128 ＡＱＵＷＡ　ｂｒｅｗ　ｗｏｒｋｓ さいたま市南区南浦和３－３－１５　１Ｆ 尾崎　良憲　 令和4年5月26日 令和10年5月31日 第2-9021号 飲食店営業

129 食彩酒菜　三五十亭 さいたま市南区南浦和３－４０－１７　信楽ハイツ 048-883-4848 平田　孝一　 令和4年5月17日 令和10年5月31日 第2-22号 飲食店営業

130 すなが さいたま市南区南浦和３－４４－１　 048-881-2709 須永　剛　 令和4年5月19日 令和10年5月31日 第2-150号 飲食店営業

131 株式会社アート・メイク内　Ｔｉｍｅ　ｃａｆｅ さいたま市南区南浦和３－９－２　 048-885-4662 株式会社アート・メイク　 令和4年5月25日 令和10年5月31日 第2-200号 飲食店営業

132 ＮＰＯママ・サポート　ｎｉｃｏ　Ｒｏｏｍ さいたま市南区南本町１－１４－５　第３小池ビル４０５ 048-829-7301 特定非営利活動法人ママ・サポート　 令和4年5月23日 令和10年5月31日 第2-113号 飲食店営業

133 まんが喫茶ゲラゲラ　南浦和店 さいたま市南区南本町１－２－１３　三貴ビル４Ｆ 048-865-6425 株式会社ベンチャーバンクインフィット　 令和4年5月23日 令和10年5月31日 第2-178号 飲食店営業

134 居楽屋　千年の宴 さいたま市南区南本町１－２－７　ユーエスビル　３階 048-865-1988 株式会社モンテローザフーズ　 令和4年5月26日 令和10年5月31日 第4-22号 飲食店営業

135 鶏和食ダイニング　鶏のＧｅｏｒｇｅ さいたま市南区南本町１－２－７　ユーエスビル　５階 048-862-1488 株式会社モンテローザフーズ　 令和4年5月26日 令和10年5月31日 第4-21号 飲食店営業

136 ファミリーマート南浦和駅西口店 さいたま市南区南本町１－４－１３　１階 048-710-6781 有限会社プライドロック　 令和4年5月6日 令和10年5月31日 第2-55号 飲食店営業

137 昭和大衆酒場　金さん さいたま市南区南本町１－４－２　 048-607-3131 松永　伸幸　 令和4年5月26日 令和10年5月31日 第2-247号 飲食店営業

138 鎌倉パスタ武蔵浦和マーレ店 さいたま市南区白幡５－１９－１９　 048-710-5309 株式会社鎌倉パスタ　 令和4年5月10日 令和10年5月31日 第2-151号 飲食店営業

139 三宝庵　武蔵浦和店 さいたま市南区白幡５－１９－１９　（埼京線武蔵浦和駅南ビル　マーレ） 048-799-2239 株式会社家族亭　 令和4年5月26日 令和10年5月31日 第2-341号 飲食店営業

140 すし屋銀蔵　武蔵浦和マーレ店 さいたま市南区白幡５－１９－１９　マーレＢ館２Ｆ 048-762-3051 株式会社だん家　 令和4年5月10日 令和10年5月31日 第2-41号 飲食店営業

141 魚鈎 さいたま市南区白幡５－１９－１９　武蔵浦和マーレＢ館２Ｆ 048-710-6606 株式会社ティーピーディー　 令和4年5月13日 令和10年5月31日 第2-157号 飲食店営業

142 レインドッグス さいたま市南区別所４－５－１５　 048-699-9462 鮎澤　浩一　 令和4年5月6日 令和9年5月31日 第2-75号 飲食店営業

143 タン・シャリ・焼肉　たんたたん　武蔵浦和 さいたま市南区別所７－１－１６　 048-709-0721 株式会社ＤＣＴ．ｃｏｍｐａｎｙ　 令和4年5月6日 令和10年5月31日 第2-186号 飲食店営業

144 日本一　Ｂｅａｎｓ武蔵浦和 さいたま市南区別所７－１２－１　Ｂｅａｎｓ武蔵浦和２Ｆ 048-710-5775 株式会社日本一　 令和4年5月31日 令和10年5月31日 第2-410号 飲食店営業

145 餃子の王将　武蔵浦和駅前店 さいたま市南区別所７－６－３３　 048-837-1110 株式会社王将フードサービス　 令和4年5月13日 令和10年5月31日 第2-168号 飲食店営業

146 日高屋　宮原東口店 さいたま市北区宮原町３－３１８　道栄ビル１Ｆ 048-666-2407 渕上　龍俊　 令和4年5月27日 令和10年7月31日 第2-252号 飲食店営業

147 ヤオコー　大宮櫛引店（惣菜・寿司） さいたま市北区櫛引町２－１０９　 048-788-4011 株式会社ヤオコー　 令和4年5月9日 令和10年7月31日 第4-9号 飲食店営業

148 ヤオコー　大宮櫛引店（精肉） さいたま市北区櫛引町２－１０９　 048-788-4011 株式会社ヤオコー　 令和4年5月9日 令和10年7月31日 第4-11号 飲食店営業

149 おかずや さいたま市北区櫛引町２－３５９　 048-627-7631 宍戸　麻美　 令和4年5月6日 令和10年7月31日 第2-9047号 飲食店営業

150 ファミリーマートさいたま日進町二丁目店 さいたま市北区日進町２－１３０２　 048-662-5306 杉浦　照彦　 令和4年5月2日 令和10年7月31日 第2-9046号 飲食店営業

151 三丁目にしや食堂 さいたま市北区日進町３－２２５　 048-663-0780 齋藤　弘子　 令和4年5月9日 令和10年7月31日 第2-201号 飲食店営業

152 ホテル　コスタリゾート さいたま市北区日進町３－６７１－１　 048-665-3216 株式会社マップ５　 令和4年5月23日 令和10年7月31日 第2-258号 飲食店営業

153 たれ半 さいたま市緑区原山３－１５－３３　 048-764-8276 株式会社ＢＦＳ　 令和4年5月27日 令和10年5月31日 第2-313号 飲食店営業

154 オーケー（株）　浦和原山店 さいたま市緑区原山４－１－１　 048-811-1061 オーケー株式会社　 令和4年5月17日 令和10年5月31日 第2-9043号 飲食店営業

155 オーケー（株）　浦和原山店（寿司） さいたま市緑区原山４－１－１　 048-811-1061 オーケー株式会社　 令和4年5月17日 令和10年5月31日 第2-9044号 飲食店営業

156 手作りお弁当　２５（ニコ） さいたま市緑区原山４－１４－１４　１Ｆ 西川　桂子　 令和4年5月2日 令和9年5月31日 第2-133号 飲食店営業

157 Ｃａｆｅ　１２　ｍｉｌｅ さいたま市緑区三室５０－１　 048-767-5812 ＲａｙＴｒａｎｓｆｅｒ株式会社　 令和4年5月17日 令和10年5月31日 第2-125号 飲食店営業

158 コモディイイダ芝原店 さいたま市緑区芝原１－１－１　 048-874-9913 株式会社コモディイイダ　 令和4年5月23日 令和10年5月31日 第2-66号 飲食店営業

159 特別養護老人ホーム　リバティハウス さいたま市緑区松木３－２９－５　 048-875-3111 日清医療食品株式会社　 令和4年5月30日 令和10年5月31日 第2-340号 飲食店営業

160 グランパル　美園 さいたま市緑区大崎１７５０－１　 048-812-0056 株式会社ピュアフード　 令和4年5月30日 令和10年5月31日 第2-287号 飲食店営業

161 メフォス東日本０２４１２ さいたま市緑区大崎２１６０　 048-878-3040 株式会社メフォス東日本　 令和4年5月23日 令和10年5月31日 第2-268号 飲食店営業

162 浦和大学内（株）若菜委託給食部 さいたま市緑区大崎３５５１　 048-878-3559 株式会社若菜　 令和4年5月17日 令和10年5月31日 第2-177号 飲食店営業

163 ちばや さいたま市緑区大牧１３１１－２　東宏ビル１階 048-875-6793 堀江　久榮　 令和4年5月23日 令和10年5月31日 第2-132号 飲食店営業

164 ぶんぶん さいたま市緑区大牧１３５４－１１　 048-875-4727 野村　節子　 令和4年5月18日 令和10年5月31日 第2-143号 飲食店営業
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営業許可施設（令和04年5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

165 ヤオコー　浦和中尾店（精肉） さいたま市緑区中尾１０８６－１　 048-712-1311 株式会社ヤオコー　 令和4年5月19日 令和10年5月31日 第4-5号 飲食店営業

166 ヤオコー　浦和中尾店（惣菜・寿司） さいたま市緑区中尾１０８６－１　 048-712-1311 株式会社ヤオコー　 令和4年5月19日 令和10年5月31日 第4-6号 飲食店営業

167 居酒屋河水 さいたま市緑区東浦和１－１６－７　イーストサイドＳＴマンション１カイ 048-874-0798 有限会社河水　 令和4年5月18日 令和10年5月31日 第2-145号 飲食店営業

168 イオンフードスタイル東浦和店 さいたま市緑区東浦和５－２－１　 048-873-0877 株式会社ダイエー　 令和4年5月17日 令和10年5月31日 第2-92号 飲食店営業

169 イオンフードスタイル東浦和店　焼魚室 さいたま市緑区東浦和５－２－１　 048-873-0877 株式会社ダイエー　 令和4年5月17日 令和10年5月31日 第2-94号 飲食店営業

170 イタリアンダイニング　フィーロ さいたま市緑区東浦和５－２８－６　 048-874-5514 榎本　忠夫　 令和4年5月23日 令和10年5月31日 第2-34号 飲食店営業

171 私のタ～ン さいたま市緑区東浦和６－９－３　 048-826-5550 大内　朋之　 令和4年5月17日 令和10年5月31日 第2-259号 飲食店営業

172 ファミリーマートＴＫＳ東大門店 さいたま市緑区東大門２－１－５　 048-812-2561 株式会社ツカサ 令和4年5月13日 令和10年5月31日 第2-44号 飲食店営業

173 サティヤム さいたま市緑区道祖土１－２７－１０　サイドプラザ１階 048-762-9971 萩原　暢子　 令和4年5月19日 令和10年5月31日 第2-25号 飲食店営業

174 埼玉スタジアム２００２　Ｓ５０６ さいたま市緑区美園２－１　 048-812-1001 浦和レッドダイヤモンズ株式会社　 令和4年5月25日 令和10年5月31日 第2-261号 飲食店営業

175 埼玉スタジアム２００２　Ｓ２１１ さいたま市緑区美園２－１　 048-812-1001 浦和レッドダイヤモンズ株式会社　 令和4年5月25日 令和10年5月31日 第2-262号 飲食店営業

176 いしがまやハンバーグ さいたま市緑区美園５－５０－１　イオンモール浦和美園１Ｆ 048-812-6550 株式会社ＫＩＣＨＩＲＩ　 令和4年5月13日 令和10年5月31日 第2-206号 飲食店営業

177 ＫＵＮＩ’Ｓ さいたま市緑区美園５－５０－１　イオンモール浦和美園ＳＣ３Ｆフードコート内 048-878-2996 有限会社エム・エス・シー　 令和4年5月13日 令和10年5月31日 第2-10号 飲食店営業

178 ラーメン魁力屋　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フードコート内３１３区画 048-762-6439 株式会社魁力屋　 令和4年5月13日 令和10年5月31日 第2-103号 飲食店営業

179 ゴディバ　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　１Ｆ 048-762-7811 ゴディバジャパン株式会社　 令和4年5月25日 令和10年5月31日 第4-16号 飲食店営業

180 仙台牛たんゆう助 さいたま市緑区美園５－５０－１　イオンモール浦和美園店３Ｆ 048-812-6605 株式会社ダックス　 令和4年5月13日 令和10年5月31日 第2-100号 飲食店営業

181 Ｃｈａｔｅｒａｉｓｅ　ＰＲＥＭＩＵＭ　ＹＡＴＳＵＤＯＫＩ　アトレ浦和 さいたま市浦和区高砂１－１６－１２　ウエストエリアＷ－２０３ 048-762-3527 東邦ビルデイング株式会社　 令和4年5月20日 令和10年6月30日 第2-254号 菓子製造業

182 英桜　Ｙ　Ｓｗｅｅｔｓ　Ｌａｂｏ さいたま市浦和区常盤９－３２－１　３Ｆ 高　賀　 令和4年5月30日 令和10年6月30日 第2-309号 菓子製造業

183 びわの木ベーカリー さいたま市浦和区神明２－１９－７　 048-834-5229 武井　マヤ　 令和4年5月26日 令和9年6月30日 第2-348号 菓子製造業

184 コスモス洋菓子　本店 さいたま市岩槻区東岩槻２－５－２７　 048-794-8772 有限会社コスモス　 令和4年5月11日 令和10年5月31日 第2-57号 菓子製造業

185 Ｗｅｌｌｎｅｓｓ　ｗｏｒｋｓ さいたま市岩槻区飯塚１３３１－２　 株式会社キングスロード　 令和4年5月17日 令和10年5月31日 第2-180号 菓子製造業

186 有限会社花菓志 さいたま市岩槻区平林寺４６３－１　 048-757-2228 有限会社花菓志　 令和4年5月20日 令和10年5月31日 第2-144号 菓子製造業

187 宮田屋　ベーグル さいたま市岩槻区本町３－１２－１１　 ＴＤＳ株式会社　 令和4年5月27日 令和10年5月31日 第2-9057号 菓子製造業

188 パ・ドゥ・ドゥ洋菓子店 さいたま市見沼区東大宮４－１４－３　 048-663-1743 株式会社セシオ　 令和4年5月18日 令和10年5月31日 第2-138号 菓子製造業

189 だんごの美好東大宮東口店 さいたま市見沼区東大宮５－３７－６　 048-686-0803 利田　民也　 令和4年5月24日 令和10年5月31日 第2-324号 菓子製造業

190 台湾惣菜　モモゾノ弁当 さいたま市見沼区南中野４５４－１７　 048-797-8998 株式会社一期一会コーポレーション　 令和4年5月17日 令和10年5月31日 第2-204号 菓子製造業

191 サジテ工房 さいたま市大宮区仲町１－１２３　 株式会社リアリスティックマグナムズ　 令和4年5月11日 令和10年6月30日 第2-122号 菓子製造業

192 ＡＬＯＨＡＤＯＧ さいたま市南区大谷口６００－３　ノグチハイツ６号 天野　薫　 令和4年5月25日 令和10年5月31日 第2-303号 菓子製造業

193 金崎製菓株式会社　浦和工場 さいたま市南区辻７－５－４　 048-861-7559 金崎製菓株式会社　 令和4年5月10日 令和10年5月31日 第2-30号 菓子製造業

194 パティスリーＭＯＡ さいたま市南区南浦和３－３－１７　 048-884-3921 株式会社パティスリーＭＯＡ　 令和4年5月25日 令和10年5月31日 第2-187号 菓子製造業

195 プティ　リッシュ さいたま市南区文蔵２－１－４　ロイヤルコーポラス１階Ｅ号 048-866-3500 島田　淳一　 令和4年5月10日 令和10年5月31日 第2-56号 菓子製造業

196 ヤオコー　大宮櫛引店（ベーカリー） さいたま市北区櫛引町２－１０９　 048-788-4011 株式会社ヤオコー　 令和4年5月9日 令和10年7月31日 第4-13号 菓子製造業

197 オーケー（株）　浦和原山店（一般食料品、ベーカリー） さいたま市緑区原山４－１－１　 048-811-1061 オーケー株式会社　 令和4年5月17日 令和10年5月31日 第2-9045号 菓子製造業

198 ｌ’ｏｒｔｏ さいたま市緑区芝原１－５－１６　イーストパークＵＲＡＷＡⅢＣ ｌ’ｏｒｔｏ合同会社　 令和4年5月23日 令和10年5月31日 第2-307号 菓子製造業

199 株式会社コモディイイダ東浦和店 さいたま市緑区大間木１７３３　 048-873-8911 株式会社コモディイイダ　 令和4年5月17日 令和10年5月31日 第2-118号 菓子製造業

200 ヤオコー　浦和中尾店（ベーカリー） さいたま市緑区中尾１０８６－１　 048-712-1311 株式会社ヤオコー　 令和4年5月19日 令和10年5月31日 第4-4号 菓子製造業

201 チーズケーキング　エフ さいたま市緑区中尾９７０－１９　 048-875-0030 有限会社ケイ・スリー　 令和4年5月17日 令和10年5月31日 第2-119号 菓子製造業

202 イオンフードスタイル東浦和店 さいたま市緑区東浦和５－２－１　 048-873-0877 株式会社ダイエー　 令和4年5月17日 令和10年5月31日 第2-95号 菓子製造業

203 株式会社イトーヨーカドー浦和店 さいたま市浦和区仲町１－７－１　ウラワビルナイ 048-829-2261 株式会社イトーヨーカ堂　 令和4年5月26日 令和10年6月30日 第2-296号 魚介類販売業

204 株式会社マルエツ北浦和東口店 さいたま市浦和区北浦和３－７－１４　 048-831-3903 株式会社マルエツ　 令和4年5月27日 令和10年6月30日 第2-283号 魚介類販売業

205 有限会社川瀬商店 さいたま市桜区西堀６－１０－２０　 048-862-4545 有限会社川瀬商店　 令和4年5月31日 令和10年7月31日 第2-297号 魚介類販売業
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206 本まぐろ直売所 さいたま市西区土屋４２０－９　 ケミアジャパンサポート株式会社　 令和4年5月2日 令和9年7月31日 第2-9082号 魚介類販売業

207 株式会社西友　南浦和店 さいたま市南区根岸５－１８－２８　 048-864-5271 株式会社西友　 令和4年5月25日 令和10年5月31日 第2-239号 魚介類販売業

208 株式会社コモディイイダ南浦和東口店 さいたま市南区南浦和３－１６－１７　 048-813-6600 株式会社コモディイイダ　 令和4年5月25日 令和10年5月31日 第2-345号 魚介類販売業

209 ヤオコー　大宮櫛引店（鮮魚） さいたま市北区櫛引町２－１０９　 048-788-4011 株式会社ヤオコー　 令和4年5月9日 令和10年7月31日 第4-12号 魚介類販売業

210 オーケー（株）　浦和原山店 さいたま市緑区原山４－１－１　 048-811-1061 オーケー株式会社　 令和4年5月17日 令和10年5月31日 第2-9041号 魚介類販売業

211 コモディイイダ芝原店 さいたま市緑区芝原１－１－１　 048-874-9913 株式会社コモディイイダ　 令和4年5月23日 令和10年5月31日 第2-64号 魚介類販売業

212 ヤオコー　浦和中尾店（鮮魚） さいたま市緑区中尾１０８６－１　 048-712-1311 株式会社ヤオコー　 令和4年5月19日 令和10年5月31日 第4-8号 魚介類販売業

213 イオンフードスタイル東浦和店 さいたま市緑区東浦和５－２－１　 048-873-0877 株式会社ダイエー　 令和4年5月17日 令和10年5月31日 第2-93号 魚介類販売業

214 ＡＱＵＷＡ　ｂｒｅｗ　ｗｏｒｋｓ さいたま市南区南浦和３－３－１５　１Ｆ 尾崎　良憲　 令和4年5月26日 令和10年5月31日 第2-9022号 酒類製造業

215 株式会社石川商店 さいたま市岩槻区釣上７４９－１　 048-798-7008 株式会社石川商店　 令和4年5月13日 令和10年5月31日 第2-67号 食肉処理業

216 株式会社テイクＣＦ　大宮工場 さいたま市北区吉野町２－２２４－１　店舗棟７・８・１３・１４号 株式会社テイクＣＦ　 令和4年5月11日 令和10年7月31日 第2-63号 食肉処理業

217 株式会社イトーヨーカドー浦和店 さいたま市浦和区仲町１－７－１　ウラワビルナイ 048-829-2261 株式会社イトーヨーカ堂　 令和4年5月26日 令和10年6月30日 第2-295号 食肉販売業

218 株式会社マルエツ北浦和東口店 さいたま市浦和区北浦和３－７－１４　 048-831-3903 株式会社マルエツ　 令和4年5月27日 令和10年6月30日 第2-284号 食肉販売業

219 株式会社コモディイイダ南浦和東口店 さいたま市南区南浦和３－１６－１７　 048-813-6600 株式会社コモディイイダ　 令和4年5月25日 令和10年5月31日 第2-346号 食肉販売業

220 ヤオコー　大宮櫛引店（精肉） さいたま市北区櫛引町２－１０９　 048-788-4011 株式会社ヤオコー　 令和4年5月9日 令和10年7月31日 第4-10号 食肉販売業

221 オーケー（株）　浦和原山店 さいたま市緑区原山４－１－１　 048-811-1061 オーケー株式会社　 令和4年5月17日 令和10年5月31日 第2-9042号 食肉販売業

222 コモディイイダ芝原店 さいたま市緑区芝原１－１－１　 048-874-9913 株式会社コモディイイダ　 令和4年5月23日 令和10年5月31日 第2-65号 食肉販売業

223 ヤオコー　浦和中尾店（精肉） さいたま市緑区中尾１０８６－１　 048-712-1311 株式会社ヤオコー　 令和4年5月19日 令和10年5月31日 第4-7号 食肉販売業

224 株式会社石川商店 さいたま市岩槻区釣上７４９－１　 048-798-7008 株式会社石川商店　 令和4年5月13日 令和10年5月31日 第2-68号 食用油脂製造業

225 わらべや日洋食品（株）浦和工場 さいたま市桜区桜田３－３－２　 048-677-0036 わらべや日洋食品株式会社　 令和4年5月27日 令和10年7月31日 第2-279号 複合型そうざい製造業

226 あじめん　北浦和店 さいたま市浦和区常盤９－１９－１１　第３スミダビル１Ｆ 048-815-7255 株式会社ＳＮＧ 令和4年5月30日 令和10年6月30日 第2-211号 麺類製造業

227 そば工房峠 さいたま市岩槻区裏慈恩寺１１７７－１　 048-756-7434 上野　清　 令和4年5月27日 令和9年5月31日 第2-159号 麺類製造業
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