営業許可施設（令和元年7月） ※自動車・自動販売機・簡易な営業・行商を除く
№

営業所名称

営業所所在地

1 宇田川や

埼玉県川越市元町２－１０－５

2 ＠ＦＡＲＭカフェ
3 カラオケ広場 さゆみ
4 タリーズコーヒーウニクス南古谷

埼玉県川越市泉町１－１

5 からやま 川越上寺山店

営業所電話番号
049-298-7460

申請者名

許可開始日

許可期限

許可番号

業種

有限会社阿難企画 増村 裕

令和 元年 7月19日

令和 7年11月30日

1-124

飲食店営業

埼玉県川越市今福１０４２－４

三共木工株式会社 森田 繁子

令和 元年 7月19日

令和 7年 8月31日

1-81

飲食店営業

埼玉県川越市南台３－１２－１０ベルク南台１Ｄ号室

牧 由美子

令和 元年 7月 4日

令和 7年 7月31日

1-83

飲食店営業

049-230-1121

株式会社ウニクスパル 志村 茂

令和 元年 7月 8日

令和 7年 8月31日

1-85

飲食店営業

埼玉県川越市上寺山３８０－１

049-227-2530

エバーアクション株式会社 坂本 守孝

令和 元年 7月 8日

令和 7年10月31日

1-94

飲食店営業

6 かつや川越上寺山店

埼玉県川越市上寺山３８１－１

049-299-1081

株式会社かつや 伊藤 永

令和 元年 7月 8日

令和 7年10月31日

1-95

飲食店営業

7 Ｃｏｉｄｅ

埼玉県川越市郭町２－９－１０

049-225-6675

小出 聡美

令和 元年 7月 8日

令和 7年11月30日

1-98

飲食店営業

8 食彩処 春夏秋冬

埼玉県川越市的場北１－１６－６－１０５

049-298-6835

佐々木 政人

令和 元年 7月 2日

令和 7年 7月31日

1-99

飲食店営業

9 響／汁兵衛 川越駅前店

埼玉県川越市菅原町２２－２川越昭和ビル３Ｆ

049-298-6075

株式会社Ｒｉｚｅ 望月 亮

令和 元年 7月10日

令和 7年 9月30日

1-103

飲食店営業

10 ｄｉｎｉｎｇ ｋｉｔｃｈｅｎ ＬＩＦＥ

埼玉県川越市連雀町１０－１

瀬山 稔

令和 元年 7月22日

令和 7年11月30日

1-108

飲食店営業

11 ｇｌｉｎｃｏｆｆｅｅ 本川越ペペ店

埼玉県川越市新富町１－２２

株式会社Ｂｒｉｄｇｅ 大谷 周平

令和 元年 7月11日

令和 7年 9月30日

1-109

飲食店営業

12 ＳＵＰ ＣＯＦＦＥＥ ＳＴＡＮＤ

埼玉県川越市新富町２－２５－４

村中 貴裕

令和 元年 7月26日

令和 7年 9月30日

1-110

飲食店営業

13 純な

埼玉県川越市新宿町５－２４－８

株式会社純な 髙橋 卓

令和 元年 7月26日

令和 7年 9月30日

1-111

飲食店営業

14 喫茶プリンス ＰＡＲＴ１

埼玉県川越市石田４４

049-226-6636

櫻井 紀子

令和 元年 7月10日

令和 7年10月31日

1-112

飲食店営業

16 川越市場 ばべきゅ～る（飲食）

埼玉県川越市大袋６５０

049-257-5939

株式会社弥栄 古賀 善敏

令和 元年 7月26日

令和 7年 7月31日

1-118

飲食店営業

20 ｃｕｔｉｅ

埼玉県川越市新富町１－１８－７Ｒ３ビル２階

合同会社ＬＡＧＯＯＮ 大森 夕輝

令和 元年 7月22日

令和 7年 9月30日

1-121

飲食店営業

21 ルビー

埼玉県川越市脇田本町９－５第８アーバンライフビルヂング４階

049-265-7774

合同会社ノース 小澤 正彦

令和 元年 7月26日

令和 7年 9月30日

1-125

飲食店営業

22 ｂａｒ ＦＯＯ

埼玉県川越市南通町１３－１

049-227-9252

藤原 裕樹

令和 元年 7月23日

令和 7年 9月30日

1-127

飲食店営業

23 株式会社 ｆａｍ ｔａｂｌｅ

埼玉県川越市南台２－７－５

0492-65-6629

株式会社ｆａｍ ｔａｂｌｅ 大畑 健雄

令和 元年 7月31日

令和 7年 7月31日

1-128

飲食店営業

24 Ｄｉｎｉｎｇ Ｃａｆｅ' １ｇ

埼玉県川越市新宿町５－５－１８

049-293-6632

本間 剛

令和 元年 7月30日

令和 7年 9月30日

1-129

飲食店営業

28 明洞ガーデン

埼玉県川越市吉田新町３－８－４

徐 英蘭

令和 元年 7月23日

令和 7年10月31日

1-130

飲食店営業

29 宇田川や

埼玉県川越市元町２－１０－５

有限会社阿難企画 増村 裕

平成29年 7月14日

令和 5年11月30日

1-99

菓子製造業

30 ＠ＦＡＲＭカフェ

埼玉県川越市今福１０４２－４

三共木工株式会社 森田 繁子

令和 元年 7月19日

令和 7年 8月31日

1-81

菓子製造業

31 宇田川や

埼玉県川越市元町２－１０－５

049-298-7460

有限会社阿難企画 増村 裕

平成29年 6月21日

令和 5年11月30日

1-69

喫茶店営業

34 川越市場 ばべきゅ～る（販売）

埼玉県川越市大袋６５０

049-257-5939

株式会社弥栄 古賀 善敏

令和 元年 7月26日

令和 7年 7月31日

1-117

魚介類販売業

35 川越市場 ばべきゅ～る（販売）

埼玉県川越市大袋６５０

049-257-5939

株式会社弥栄 古賀 善敏

令和 元年 7月26日

令和 7年 7月31日

1-117

食肉販売業

37 宇田川や

埼玉県川越市元町２－１０－５

049-298-7460

有限会社阿難企画 増村 裕

平成29年 6月21日

令和 5年11月30日

1-69

食料品販売業

38 ＠ＦＡＲＭカフェ

埼玉県川越市今福１０４２－４

三共木工株式会社 森田 繁子

令和 元年 7月19日

令和 7年 8月31日

1-81

食料品販売業

39 タリーズコーヒーウニクス南古谷

埼玉県川越市泉町１－１

049-230-1121

株式会社ウニクスパル 志村 茂

令和 元年 7月 8日

令和 7年 8月31日

1-85

食料品販売業

40 川越市場 ばべきゅ～る（販売）

埼玉県川越市大袋６５０

049-257-5939

株式会社弥栄 古賀 善敏

令和 元年 7月26日

令和 7年 7月31日

1-117

食料品販売業

049-298-7460

