北足立地域 埼玉県健康づくり協力店名簿
施設名（屋号）
1 ぎょうざの満州上尾東口店

平成24年10月末現在

（種別） 栄養表示区分

所在地

電話番号

施設名（屋号）

その他 栄・へ(野菜）

上尾市宮本町３－１若松屋ビル

048(778)3668

31 若松家

（種別） 栄養表示区分

所在地

電話番号

和食 栄

桶川市北１－７－１６

048(771)4590

2 天龍

中華 情（一覧）

北本市中丸１－２６

048(591)5314

32 洋食 エフコック

洋食 栄

北足立郡伊奈町寿２－８７－５

048(728)5315

3 こーらく 下石戸店

中華 情（一覧）

北本市下石戸下４９７－１１

048(591)1219

33 ほまれ鮨

和食 栄

北足立郡伊奈町小室５１６６－２

048(721)7788

4 うなぎ 赤 坂

和食 情（一覧）

桶川市倉田１１－３

048(728)3944

34 砂場

和食 栄

北足立郡伊奈町小室９６５７－１

048(722)8882

5幸 鮨

和食 情（一覧）

北本市本町３－１４２－２

048(592)5210

35 松輝庵

和食 栄

北足立郡伊奈町本町２－１８９

048(722)4661

和食 情（一覧）

鴻巣市加美２－７－１５

048(543)3383

36 串あげ木むら

和食 栄

鴻巣市本町５－７－１２

048(543)0494

7 ふくしま寿司

和食 情（一覧）

北本市本町８-２８

048(591)0433

37 有限会社桶川倉田増田屋

和食 栄

桶川市倉田８１－４

048(728)7744

8 喜久寿司

和食 情（一覧）

北足立郡伊奈町小室４６５０

048(721)4937

38 大村屋本店

和食 栄

桶川市西１－９－１３

048(771)1381

9 江戸廣寿司

和食 情（一覧）

鴻巣市鎌塚３－４－１

048(548)2650

39 あさひ庵

和食 栄

北本市北本４－１８５

048(591)3380

10 あやめ寿司

和食 情（一覧）

上尾市愛宕１－２５－１２

048(771)0243

40 有限会社天ぷら道楽 天里

和食 栄

北本市下石戸下６８５－１

048(592)7108

上尾市原市１４２５－４４

0120(56)4158

41 tack cafe

北足立郡伊奈町学園４－４０

048(729)7066

和食 栄

鴻巣市鴻巣４０５-４

048(543)3104

6浜

丁

11 けんたくん北上尾店

その他

栄・情（エネル
ギー）・へ（脂肪、塩
分）

（財）埼玉県警察福祉協会
レストランけやき

その他 栄・へ（野菜）

12 ゆき寿司

和食 栄

鴻巣市本町５－６－３９

048(542)1234

42

13 チャイナ

中華 栄

上尾市井戸木３－１７－１１

048(786)2546

43 和風料理 春日

和食 栄

上尾市柏座２－６－１２

048(773)6939

14 利久庵

和食 栄

上尾市上１３８２－６

048(772)2830

44 信濃路

和食 栄

上尾市原市３１６７－１

048(721)3232

15 寿司長

和食

上尾市川１５５－８

048(726)4441

45 砂場

和食 栄

北足立郡伊奈町寿２－３７６

048(722)3026

16 食事処 新道

和食 ヘ（脂肪・野菜） 上尾市畔吉２８８

048(725)4644

46 株式会社 くりの木

中華 栄

北足立郡伊奈町学園２－７３

048(699)2674

17 割烹 弥作

和食 栄

上尾市本町４－１－３１

048(771)0827

47 (有）たけや食堂

和食 栄・ヘ(野菜）

鴻巣市吹上本町４－７－５

048(548)0245

18 三朝寿司

和食 栄

桶川市上日出谷１０１０－５

048(787)1164

48 とんかつかつ勇

和食 栄・ヘ(野菜）

上尾市今泉１－３１－１

048(781)1129

19 食事処 藤はら

和食 栄

桶川市加納１７６４

048(728)9900

49 助十 大村庵

和食 栄・ヘ(野菜・鉄） 桶川市泉２－１４－２８

048(786)1230

20 有限会社 松月

和食 栄

桶川市寿１－７－１２

048(771)1022

50 旬彩 よこ川

和食 栄・ヘ(野菜・鉄） 桶川市泉２－１９－５３

048(787)1631

21 有限会社 石塚食堂

和食 栄、情(一覧）

桶川市南１－７－５

048(771)1277

51 美味

和食 栄

桶川市寿１－２－７

048(774)0025

北本市中丸１－２３７

048(593)0055

52 幸楽飯店

和食 栄

北本市東間７－１７５

048(542)4847

北本市二ツ家１－９１

048(591)4248

53 野菜まる

和食

上尾市本町３－７－３オカムラビル１
栄・ヘ（野菜、脂肪）
048(771)8310
F

北本市二ツ家１－１８６

048(591)4904

54 寿々喜屋

和食

栄

上尾市本町１－３－５

048(776)0771

22

栄、
ヘ（バランス）

沖縄家庭料理と物産の店ちゃん
和食 栄
ぷる

23 手打ちうどん けやき
24 焼肉ハウス 蔵前

和食 栄
その他 栄

25 いけす料理 亀寿司

和食 栄

上尾市本町３－１１－１２

048(774)4560

55 大衆割烹 みさを

和食

栄

上尾市小敷谷８５４－１１

048(781)8911

26 今福屋

和食 栄

桶川市西１－１２－１３

048(771)1101

56 手打ちそば 黒川

和食

栄

伊奈町小室９７７４

048(786)1188

27 大盛

和食 栄

北本市北本２－２２

048(591)5171

57 カフェはな

その他 栄

28 田中家

和食 栄、ヘ(野菜）

上尾市愛宕１－２８－２０

048(775)3112

58 長木屋

和食

栄

鴻巣市本町５－５－２

048(541)0371

29 有限会社 五月寿し

和食 情（一覧）

桶川市西１－８－２

048(771)1702

59 有限会社 東寿司

和食

栄

桶川市南２－３－２２

048(772)2872

60 川魚料理 平屋

和食

栄

桶川市北１－１４－４

048(774)0986

30 あげおのかくれ庵 喜いち郎

＊表の見方

その他 栄
栄：栄養成分表示の店

上尾市中妻３－１２－１３ドルチェ
048(774)7818
１０２
情(一覧）:栄養情報提供の店

へ:ヘルシーメニュー提供の店

桶川市若宮１－５－９ 桶川市民
048(786)1188
ホール１F

