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日本酒ダイニング 栄三郎 さいたま市浦和区 岸町３－１５－１２　調ハイム１Ｆ　 飲食店 SL-2000-1213

ビストロアミー さいたま市浦和区 岸町４－１－３５　コーユービル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2923

アメリ さいたま市浦和区 岸町４－２４－１５ 飲食店 JS-0001-3807

満寿家 さいたま市浦和区 岸町７－１－３ 飲食店 JS-0004-1506

すし処とと浜 さいたま市浦和区 高砂１－１０－６　ベルセ高砂１Ｆ 飲食店 JS-0005-2508

伽ヤの家 さいたま市浦和区 高砂１－１０－６　ベルヤ高砂Ｂ１Ｆ 飲食店 ZN-0000-9942

音音・埼玉肉の会 プレミアム さいたま市浦和区 高砂１－１４－１０　山保ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4150

旬楽飃 さいたま市浦和区 高砂１－４－１　ＡＢＣビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-5483

美家古鮨 さいたま市浦和区 高砂１－５－１１　　 飲食店 ZN-0001-0867

企業家交流サロン ninepoint さいたま市浦和区 高砂１－５－９　飯ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-7003

浦和 豊丸 さいたま市浦和区 高砂１－７－１０ 飲食店 JS-0002-4001

食と燗くら川 さいたま市浦和区 高砂１－７－４　　 飲食店 ZN-0001-1117

バーボルシェ さいたま市浦和区 高砂１－７－４　２Ｆ 飲食店 JS-0003-4909

ミート浦山 さいたま市浦和区 高砂１－８－１　１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6869

鴨井 さいたま市浦和区 高砂１－８－１　２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6881

結結 さいたま市浦和区 高砂１－８－１１　大畑店舗２Ｆ 飲食店 JS-0001-7595

鉄板焼 SHOW さいたま市浦和区 高砂１－８－１４　　 飲食店 ZN-0001-0795

ホルモン焼嬢々苑浦和 さいたま市浦和区 高砂１－８－３　永井ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1950

アランチャ・デル・ソーレ さいたま市浦和区 高砂１－８－５　　 飲食店 ZN-0001-2693

炭火焼肉 萬大 さいたま市浦和区 高砂２－１１－１３　レスタージュ浦和１Ｆ 飲食店 JS-0002-1012

TINALOUNGE さいたま市浦和区 高砂２－１－１９　浦和ワシントンホテル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4774

居酒屋もぐもぐ さいたま市浦和区 高砂２－１－１９　浦和ワシントンホテル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0370

串焼鉄板焼 12 番 さいたま市浦和区 高砂２－１－１９　浦和ワシントンホテル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-6286

大阪焼肉ホルモンふたご浦和店 さいたま市浦和区 高砂２－１２－２１－１　 飲食店 ZN-0000-9701

SUNNY さいたま市浦和区 高砂２－１２－７　ナカギンザビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4456

宝すし さいたま市浦和区 高砂２－１４－１３　　 飲食店 ZN-0001-0180

高山商店浦和 さいたま市浦和区 高砂２－１４－１７　日建第２高砂ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1949

サマディ・オリエンタルスタイル さいたま市浦和区 高砂２－１－５　埼浴会館ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2857

Skewer〔スキュワー〕 さいたま市浦和区 高砂２－２－１　ほしみつビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-9064

鮨ふく さいたま市浦和区 高砂２－６－１７　田口屋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0292

田口屋 さいたま市浦和区 高砂２－６－１７　田口屋ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1066

万 さいたま市浦和区 高砂２－７－７ 飲食店 JS-0005-4663

居酒屋なんやかんや さいたま市浦和区 高砂３－１０－４　Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2861

ハルカ さいたま市浦和区 高砂３－５－７　高砂ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2778

小梅浦和総本店 さいたま市浦和区 高砂３－６－１２ 飲食店 JS-0003-4224

THECROWN さいたま市浦和区 上木崎１－１０－１　グランデュオ１０１Ｅ 飲食店 JS-0000-7015

BritishHongKong 啓徳 さいたま市浦和区 上木崎１－１０－１５　入江ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-9611

炭火串焼 大山 さいたま市浦和区 上木崎１－１０－１６　宮坂ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-0061

バンカレッラ さいたま市浦和区 上木崎１－３－５　メゾンソノ１Ｆ　 飲食店 PK-0000-1279

アカシエ北浦和本店〔カフェ〕 さいたま市浦和区 常盤１０－６－１１ 飲食店 JS-0005-4566
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アカシエ北浦和本店 さいたま市浦和区 常盤１０－６－１１ 飲食店 JS-0005-4640

焼肉平安閣 さいたま市浦和区 常盤２－１１－２４　　 飲食店 ZN-2000-4278

肴や TERU さいたま市浦和区 常盤５－１－１－１０１　 飲食店 ZN-0002-2695

焼鳥鳥誠北浦和店 さいたま市浦和区 常盤９－１３－５　　 飲食店 ZN-0001-0360

酒処梨の実 さいたま市浦和区 常盤９－２０－１３ 飲食店 JS-0000-5154

焼肉 JIRU さいたま市浦和区 常盤９－３３－３ 飲食店 JS-0004-6296

八角堂 さいたま市浦和区 常盤９－３３－８　ビアンカ浦和　 飲食店 ZN-0001-1352

土佐宿毛マーケット さいたま市浦和区 仲町１－１０－１　ＰＯＲＡＭビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9964

VOLENTE － 048 さいたま市浦和区 仲町１－１０－１５　ＡＴビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0703

夢一酒場 さいたま市浦和区 仲町１－１０－１６　　 飲食店 ZN-0001-1974

燻製工房 浦和 さいたま市浦和区 仲町１－１－１３　浦和駅前ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-1782

ブラッスリー ドゥシェフ さいたま市浦和区 仲町１－１１－３　小林ビルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2000-1077

BARSLOWJAM さいたま市浦和区 仲町１－２－２　湯浅ビル３Ｆ 飲食店 JS-0004-5166

LACOCORICO 浦和店 さいたま市浦和区 仲町１－２－３　　 飲食店 ZN-0000-9601

おそうざい BAR 蔵 さいたま市浦和区 仲町１－３－４　　 飲食店 ZN-0000-9724

浦和漁港すみぼうず さいたま市浦和区 仲町１－４－１５　内田ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0264

すし 二乃宮 さいたま市浦和区 仲町１－４－１７　　 飲食店 ZN-0001-2913

お多幸 浦和店 さいたま市浦和区 仲町１－５－１　　 飲食店 ZN-0001-0550

ディアボラ さいたま市浦和区 仲町１－５－１５　　 飲食店 ZN-0001-0295

お多幸浦和 2 号店 さいたま市浦和区 仲町１－５－１６　　 飲食店 ZN-2000-6388

鉄板バル グリリア さいたま市浦和区 仲町１－５－２　田尾ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-9305

モッツバー輪（RIN）浦和店 さいたま市浦和区 仲町１－８－１ 飲食店 JS-0001-2674

炭火焼肉 田の十 さいたま市浦和区 仲町１－８－１２　 飲食店 SL-2000-6942

KUDAN さいたま市浦和区 仲町１－９－１２　グレインビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0000-9727

イタリア食堂サムシング・デュエ さいたま市浦和区 仲町１－９－１３　カンコウビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0697

熟成和牛焼肉 丸喜 さいたま市浦和区 仲町１－９－１４　第１アークビル２Ｆ　 飲食店 SL-2000-4178

M ＇ s Rou さいたま市浦和区 仲町２－１０－１５　ＬＡＰＵＴＡ　Ｖ　１Ｆ 飲食店 SL-2000-4816

旬菜料理でんご さいたま市浦和区 仲町２ー１７ー１０　柳田ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-1095

金太郎浦和店 さいたま市浦和区 仲町２－３－４　　 飲食店 ZN-0001-1517

グッディーズ カフェ さいたま市浦和区 仲町２－６－１０　 飲食店 SL-2000-1638

ビア＆レストラン isle － S さいたま市浦和区 仲町２－９－５　細井ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-7625

Open Kitchen 然 さいたま市浦和区 仲町４－２－１７ 飲食店 JS-0003-1828

LesAmis さいたま市浦和区 東高砂町２０－２０　Ｔ－ＢＲＩＣＫ２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2285

海鮮丼みな川 さいたま市浦和区 東高砂町２－３　プリムローズビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-0681

琉球酒房 命薬 さいたま市浦和区 東高砂町６－２ 飲食店 JS-0001-7596

浦和酒店楽多 さいたま市浦和区 東仲町１０－１　　 飲食店 ZN-2000-0217

BarLINNHOUSE さいたま市浦和区 東仲町１－１６　鳥昇ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0681

BonTigger さいたま市浦和区 東仲町１２－７ 飲食店 JS-0001-0910

VinetKappouirisa さいたま市浦和区 東仲町１８－７　　 飲食店 ZN-0001-2494

浦和よし佳 さいたま市浦和区 東仲町２８－２３　　 飲食店 ZN-0001-1341

炭火焼鳥家ちきちき さいたま市浦和区 東仲町８－１６　 飲食店 SL-2000-4005

小さな島酒場 decopa さいたま市浦和区 東仲町８－２　大堀ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3710

eMu さいたま市浦和区 北浦和１－１－７　江崎ビル５Ｆ 飲食店 JS-0000-8350

スペインバル エルマニータ さいたま市浦和区 北浦和１－２－１５　　 飲食店 ZN-0002-2835
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大衆酒場るはり屋 さいたま市浦和区 北浦和３－１－１０ 飲食店 JS-0005-7965

Bar a － house さいたま市浦和区 北浦和３－５－２ 飲食店 JS-0001-6634

おしゃれ装苑 さいたま市浦和区 北浦和３－５－２ 飲食店 JS-0003-4530

一心寿司 さいたま市浦和区 北浦和４－１－３ 飲食店 JS-0000-0589

彩食たけだ さいたま市浦和区 北浦和４－１－４　味楽ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-1554

おでん家万昌ぶらっせ さいたま市浦和区 北浦和４－１－６ 飲食店 JS-0001-8529

サムシング・クアトロ さいたま市浦和区 北浦和４－３－１１　ＣＯＣＯビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0042

おでん・季節料理とよ田 さいたま市浦和区 北浦和４－５－８　吉田ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-2731

林時計店 さいたま市浦和区 岸町４－２６－１－１０１ ショッピング JS-0000-5533

白星クリ－ニング さいたま市浦和区 皇山町３８－１０　　 ショッピング PK-0000-7754

菓匠花見浦和本店 さいたま市浦和区 高砂１－６－１０ ショッピング AD-0000-0557

colore さいたま市浦和区 高砂２－１４－１４　高橋ビル　 ショッピング ZN-2000-1387

COSUCOJI 浦和高砂店 さいたま市浦和区 高砂２－４－３ ショッピング JS-0002-4270

ウエディングドレス Kind さいたま市浦和区 高砂３－６－１７　ヨシノビル２Ｆ ショッピング JS-0004-1997

メディカルカイロ COCO さいたま市浦和区 高砂４－２－３　アルシュせじま１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2559

D ー ARMS 浦和店 さいたま市浦和区 上木崎４－３－１２ ショッピング JS-0004-9252

有限会社アイコンサービス さいたま市浦和区 常盤１０－７－１１ ショッピング JS-0003-7673

REDAMANOKI さいたま市浦和区 常盤１０－９－１６ ショッピング JS-0003-1246

ホワイト急便　常盤店 さいたま市浦和区 常盤１－３－２１　　 ショッピング PK-0000-7860

クリ－ニング工房たぬま さいたま市浦和区 常盤１－６－１４　　 ショッピング PK-0000-4411

ホワイト急便　浦和橋店 さいたま市浦和区 常盤３－１－１１　　 ショッピング PK-0000-7840

トレインショップ さいたま市浦和区 常盤３－２－２２　　 ショッピング ZN-0002-9311

ファルマプリベ薬局 さいたま市浦和区 常盤９－１９－１２ ショッピング JS-0005-8627

横内酒店 さいたま市浦和区 常盤９－３２－１８　 ショッピング SL-2000-5981

コスコジ北浦和西口店 さいたま市浦和区 常盤９－３２－２５ ショッピング JS-0001-9495

リズム さいたま市浦和区 仲町１－１０－７　尾張ビル４Ｆ ショッピング JS-0000-3241

PLusBoo － BeeLadys 浦和店 さいたま市浦和区 仲町１－３－１０　小山店舗１Ｆ ショッピング JS-0000-4577

スタイリッシュ AJ さいたま市浦和区 仲町１－５－７　森寅ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2089

CLEO 浦和店 さいたま市浦和区 仲町１－６－１　さくら草ビル１Ｆ ショッピング JS-0001-9150

はんこ屋さん 21 浦和店 さいたま市浦和区 仲町２－１－１　　 ショッピング ZN-0001-2936

シカクラスポーツ さいたま市浦和区 仲町２－１７－１４ ショッピング JS-0001-7314

TABASA 浦和店 さいたま市浦和区 仲町２－３－２２ ショッピング JS-0003-0910

TIGRESS 浦和店 さいたま市浦和区 仲町２－５－１　浦和ロイヤルパインズホテルＢ１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-2762

ボナスパジオ浦和店 さいたま市浦和区 仲町２－５－１　浦和ロイヤルパインズホテル内 ショッピング JS-0004-6109

noibloom さいたま市浦和区 仲町２－６－２　森田ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0001-1130

BomTerra さいたま市浦和区 仲町３－１１－１　長堀ビルＢ１０１　 ショッピング ZN-0002-3426

FleurGirafe さいたま市浦和区 仲町３－２－１４ ショッピング JS-0002-1457

アカシエ浦和店 さいたま市浦和区 仲町４－１－１２ ショッピング JS-0005-4641

モニシャン浦和東口店 さいたま市浦和区 東高砂町２－３　プリムローズビル３Ｆ ショッピング JS-0002-1840

絹工房 さいたま市浦和区 東高砂町３－５ ショッピング JS-0001-0380

セオサイクル浦和東口店 さいたま市浦和区 東仲町１２－９ ショッピング JS-0002-9995

はんこ広場浦和店 さいたま市浦和区 東仲町２５－１０ ショッピング JS-0000-5883

Gato さいたま市浦和区 北浦和１－１４－１３ ショッピング JS-0000-4535

日々 さいたま市浦和区 北浦和１－１４－１３　 ショッピング ZN-0002-9256
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フローリストアオキ さいたま市浦和区 北浦和１－２－１ ショッピング JS-0004-7549

コスコジ北浦和東口本店 さいたま市浦和区 北浦和３－１－１５ ショッピング JS-0001-9452

メディカルアイ さいたま市浦和区 北浦和３－７－１　サンリーフビル１０３　 ショッピング ZN-0002-1532

hatarakanaineco さいたま市浦和区 北浦和４－２－４　第１小室屋ビル２Ｆ ショッピング JS-0002-7932

はんこ広場 北浦和店 さいたま市浦和区 北浦和４－３－１７ ショッピング JS-0006-0194

Aquila さいたま市浦和区 北浦和５－６－７－１０２ ショッピング JS-0004-8135

OCO． さいたま市浦和区 本太２－１－４ ショッピング JS-0000-9563

サイクルショッププラス 1 さいたま市浦和区 領家７－１７－１０ ショッピング JS-0004-3384

イシとス ほのり さいたま市浦和区 岸町７－１－２　岩崎ビル サービス JS-0001-7093

ヴィアンジュ浦和西口駅前店 さいたま市浦和区 高砂１－７－４　１Ｆ サービス JS-0003-4908

アンジュ浦和西口店 さいたま市浦和区 高砂２－１１－１４ サービス JS-0003-5051

KAWAE カイロプラクティック さいたま市浦和区 高砂２－１４－１７　３Ｆ サービス JS-0001-5694

宙～そら～ さいたま市浦和区 高砂２－２－２　渡辺ビル３Ｆ サービス JS-0002-0137

ストレッチファクトリー さいたま市浦和区 高砂２－３－５　アルテ浦和１０３ サービス JS-0005-9786

ヘアールームエッセ さいたま市浦和区 高砂２－４４１８７　Ｈｏｎｄａ１ｓｔＢＬＤ２Ｆ サービス ZN-0001-1825

CHIC 浦和店 さいたま市浦和区 高砂２－５－５　１Ｆ　 サービス ZN-0000-9681

EIGHTurawa さいたま市浦和区 高砂２－９－５　さくら草ビル４０２　 サービス ZN-2000-3167

Beach 浦和店 さいたま市浦和区 高砂３－１０－１ サービス JS-0000-6115

ヘナサロン　シェルピンクプリュス さいたま市浦和区 高砂３－７－６　武笠ビル１Ｆ サービス AD-0001-0015

与野駅前整骨院 さいたま市浦和区 上木崎１－２－４ サービス JS-0004-4973

Hairspray 与野 さいたま市浦和区 上木崎１－８－４　フレスポ与野２Ｆ サービス JS-0005-6883

きざき整骨院 さいたま市浦和区 上木崎２－１４－１９ サービス JS-0005-4287

エレガル駅前店 さいたま市浦和区 上木崎２－２－２　川辺ビル１Ｆ　 サービス ZN-0001-1841

Ricetto さいたま市浦和区 上木崎２－６－１　１Ｆ サービス JS-0004-1404

新都心どうぶつ病院 さいたま市浦和区 上木崎３－３－４３　山崎ビル サービス JS-0001-0462

ヘアースタジオリーブス与野店 さいたま市浦和区 上木崎４－９－２１　　 サービス ZN-2000-4678

美容室シェイク さいたま市浦和区 常盤１－３－１９ サービス JS-0004-3363

ラディウム さいたま市浦和区 常盤１－５－１　　 サービス ZN-0001-1245

STAR － DOGSPA さいたま市浦和区 常盤２－７－１４　ウラワライブエッジハウス１０１ サービス JS-0001-7423

ヘアーサロン中田 さいたま市浦和区 常盤９－１１－１０ サービス JS-0004-5314

ボディブラボー さいたま市浦和区 常盤９－２３－１３　フレグランスイトウ１Ｆ サービス JS-0003-9824

理容ダンディ さいたま市浦和区 針ヶ谷２－５－２ サービス JS-0005-2395

結城チロロ動物病院 さいたま市浦和区 瀬ヶ崎３－１６－５ サービス JS-0001-0668

ヘアサロンシスター大東店 さいたま市浦和区 大東３－３７－１０ サービス JS-0005-4634

ワンラブネイルズ埼玉浦和店 さいたま市浦和区 仲町１－１０－１　ＰｏｒａｍＵｒａｗａ２Ｆ　 サービス ZN-2000-2726

HairSalon mignon さいたま市浦和区 仲町１－１０－１５ サービス JS-0000-0827

クリーニングたんぽぽ浦和仲町店 さいたま市浦和区 仲町１－１１－１８ サービス JS-0004-7907

クレドガーデン浦和店 さいたま市浦和区 仲町１－５－１５　松井ビル２ サービス JS-0002-8118

サーパス さいたま市浦和区 仲町１－５－２　田尾ビル３Ｆ　 サービス ZN-0002-5696

カバーヘアー＆スパブリス浦和店 さいたま市浦和区 仲町１－５－７　森寅ビル２Ｆ　 サービス ZN-0000-9651

Sails さいたま市浦和区 仲町１－７－１８　ワタナベビル３Ｆ サービス SL-2000-9242

アルン さいたま市浦和区 仲町２－１５－９　西山ビル３Ｆ　 サービス ZN-2000-1840

うらわ仲町整骨院 さいたま市浦和区 仲町２－１７－１ サービス JS-0001-7647

リトワ さいたま市浦和区 仲町２－１７－１１　２Ｆ サービス JS-0002-9929
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シェルピンクプリュス さいたま市浦和区 仲町２－２－７　イチカワビル２Ｆ サービス AD-0000-0719

HairSalonAmfaire さいたま市浦和区 東岸町９－２０　新山ビル１Ｆ－２　 サービス ZN-0001-1034

クリーニングたんぽぽ浦和高砂町店 さいたま市浦和区 東高砂町２８－２ サービス JS-0004-7908

balanceURAWA さいたま市浦和区 東仲町１１－１　石毛ビル２Ｆ　 サービス ZN-0001-0707

ザ・アンジュ さいたま市浦和区 東仲町１１－２０　１・２Ｆ サービス JS-0003-5096

グランレーブ浦和店 さいたま市浦和区 東仲町２５－２　ＯＳビル１Ｆ　 サービス ZN-0001-2604

マキア浦和店 さいたま市浦和区 東仲町８－２１　ソレイユ浦和２０４ サービス JS-0001-4432

アジャン・トト さいたま市浦和区 東仲町８－２２　コスモシティ浦和東ビル１Ｆ サービス JS-0001-7055

みんなの動物病院 さいたま市浦和区 北浦和３－１６－１５ サービス JS-0002-0580

カバーヘア 3rdAVENUE さいたま市浦和区 北浦和４－１－５　ＨＹビル５Ｆ　 サービス ZN-0000-9917

ハンサム BarberCASTLE さいたま市浦和区 北浦和４－１－６　小室屋ビル２Ｆ　 サービス ZN-0000-9780

整体ル－ム　みころ さいたま市浦和区 本太５－２５－２　　 サービス PK-0000-9010

フレンド動物病院 さいたま市浦和区 木崎２－１－２３ サービス JS-0000-3010

うらわ整骨院 さいたま市浦和区 木崎４－１６－９ サービス JS-0005-1084

カラオケ ALL さいたま市浦和区 高砂２－６－１１　尾張屋第３ビル３Ｆ エンターテインメント ZN-2000-4197

KARAOKEONE 浦和店 さいたま市浦和区 仲町１－３－６ エンターテインメント JS-0001-2558

バッグの店 あぶらや さいたま市浦和区 高砂１－６－１０　 その他 SL-2000-9876

ダイブサポートシーメイド さいたま市浦和区 常盤９－１７－１　 その他 SL-2000-2848

さいたま市民会館うらわ さいたま市浦和区 仲町２－１０－２２ その他 JS-0002-3105

はまや衣裳店 さいたま市浦和区 東岸町２－２０　 その他 SL-2000-2545


