福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
栗山 より子
山口 朱美
鵜川 裕子
関根 わかな
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ

申請者＿役職名

株式会社グローバルライフ西日本

代表取締役

岡﨑 浩樹

代表取締役

岡﨑 浩樹

代表取締役

岡﨑 浩樹

代表取締役

岡﨑 浩樹

代表取締役

岡﨑 浩樹

中林 哲夫
株式会社オンリーワン
小林 育子
西田 吉将

及川 剛

代表取締役

貞方 康志 福山市入船町二丁目８番１７号

福山市住吉町１番７号
代表取締役

三好 浩章 福山市御門町二丁目３番１９号
福山市多治米町二丁目１９番６号

代表取締役

伊達 由高 福山市入船町二丁目３番３６号
福山市多治米町六丁目１７番８号

代表取締役
代表取締役

髙橋 良太 福山市緑町２番１－１３号
髙橋 良太 福山市緑町２番１－１３号

第一プレジャータウン

セブンーイレブン福山御門３丁目店

ホテル レクレール
つちや旅館
株式会社白ばら
卜部ストアー
伊達鮮魚店
岡田精肉店

菓子製造業 一般 第151772号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-09 2010-11-24

一般 第151773号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-09 2010-11-24
食肉販売業 一般 第151775号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-09 2010-11-24
喫茶店営業 自動販売機 第151776号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-09 2011-01-07

魚介類販売業

飲食店営業 一般 第151777号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-09 2010-12-27
飲食店営業 一般 第151778号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-09 2011-02-23
飲食店営業 一般 第151783号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-09 2010-12-09
飲食店営業 一般 第151806号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-14 2005-03-16
アイスクリーム類製造業

魚介類販売業
魚介類販売業

食肉販売業

鶏屋さだみつ
卜部ストアー
エブリイ緑町店

飲食店営業
加工水産物販売業

セブンーイレブン福山御門３丁目店

加工水産物販売業

パブハウス ピア
ラウンジ 水城
三平
いきな村
福山市多治米町六丁目１２番３１号
中国バス株式会社社員食堂
阿部 勝彦 福山市明治町５番７号
マスタッシュ
ふじ半ビル１０１ スナック蘭
福山市昭和町８番３号
モアリッチファ－スト１Ｆ ナイトルーム花ふさ
福山市住吉町７番９号
６番館ビル１－ｃ スライヴ
福山市昭和町４番１８号
ハレ・コンテッサ１Ｆ ラウンジ ファンタジー
福山市昭和町２番１２号
福山市光南町二丁目２番１１号
トムちゃん
ハレコンテッサＡ号 スナック メイビー
福山市昭和町２番１２号
広中 孝一 福山市東川口町四丁目１１番１７号
さぬきうどん天霧 川口店
福山市光南町一丁目８番３２号
居酒屋がんこ
下井 豊 福山市沖野上町五丁目１８番２９号
オンリーワン沖野上店
福山市明治町２番１６号
プリミエ
福山市霞町一丁目６番９号
あじ能

飲食店営業

福山市昭和町１０番２５号
福山市南町１番３号
福山市明治町１０番７号
福山市霞町一丁目６番１５号

代表取締役

飲食店営業 一般 第151770号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-09 2010-11-24
飲食店営業 一般 第151771号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-09 2010-11-24

菓子製造業

福山市御門町三丁目１番１８号

代表取締役

飲食店営業 一般 第151768号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-09 2004-11-29
飲食店営業 一般 第151769号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-09 2010-11-16

ミスタードーナツ福山緑町ショップ

岡﨑 浩樹 福山市緑町２番１－２号
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初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第151765号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-09 2004-10-01
飲食店営業 一般 第151767号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-09 2004-11-15

飲食店営業

福山市多治米町二丁目１９番６号

代表取締役

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

ミスタードーナツ福山緑町ショップ

福山市霞町一丁目５番６号
代表取締役

営業所所在地２ 営業所名称１

スナックよりこ
福山市昭和町３番２７号
サンビル２Ｆ ＡＮＳＷＥＲ アンサー
コーポ昭明２Ｆ ラウンジ ブルー
福山市住吉町６番２０号
ローズプラッツ３Ｆ ラウンジ関根
福山市昭和町４番６号
福山市緑町２番１－２号
エブリイ緑町店
福山市緑町２番１－２号
エブリイ緑町店
福山市緑町２番１－２号
エブリイ緑町店
福山市緑町２番１－２号
エブリイ緑町店
福山市緑町２番１－２号
エブリイ緑町店
福山市緑町１番８号
三菱電機ライフサービス
福山市川口町五丁目７番１８号
ほっかほっか亭 西新涯店
福山市御門町三丁目１番１８号

安原 房子
平賀 直美
川上 静香
粟村 文恵
澤田 ますみ
山下 紀子
株式会社マーチセブングループ

営業所所在地１
福山市入船町二丁目１１番８号

サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役

本家 康隆
村上 義洋
株式会社タイムゾーン
池田 カズコ
株式会社白ばら
卜部 俊孝
有限会社伊達鮮魚店
岡田 浩行
株式会社ダスキン福山
株式会社ダスキン福山
定光 裕樹
卜部 俊孝
株式会社エブリイ
村上 義洋
丹下 義晴
水城 靖子
大塚 春実
茂木 一也
辻井 チエ

申請者＿代表者

加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第151807号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-14 1987-03-25
第151808号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-14 1971-12-10
第151811号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-14 1989-10-23
第151814号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-14 1995-10-13
第151815号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-14 2010-11-15
第151816号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-14 2010-11-15
第151817号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-14 2010-11-08
第151818号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-14 1966-06-15
第151819号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-14 2010-11-24
第151820号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-14 2011-02-23
第151822号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-14 1983-12-22
第151824号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-14 1986-12-05
第151825号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-14 1989-10-03
第151826号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-14 1989-10-13
第151828号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-14 1992-12-02
第151829号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-14 1993-03-02
第151830号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-14 1993-03-29
第151831号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-14 1993-03-31
第151832号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-14 1995-10-16
第151833号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-14 1998-11-18
第151834号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-14 1998-12-25
第151835号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-14 1999-02-03
第151836号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-14 1999-02-25
第151837号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-14 1999-02-22
第151838号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-14 2005-03-28
第151839号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-14 2004-10-04
第151842号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-14 2011-02-04

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
株式会社ベッセル
住吉観光株式会社
高橋 京子
株式会社グルメ杵屋レストラン

広瀬 里美
有限会社中野製菓
有限会社天婦羅鞆川
定平 トキ子
瀬尾 広美
西尾 尚三
株式会社ファミリーフード
児玉 浩之
藤井 英雄
児玉 浩之
守谷 孝三
大田 好枝
佐藤 雄三
木村 奈津子
紙 久美
大塚 真希
久保井 真里子
河野 和枝
加藤 みのり
林野 恭子
岡田 喜巳雄
古川 恵美子
株式会社小田商店
株式会社小田商店
株式会社小田商店
佐藤 卓也
下江 節子
岩瀬 謙治
株式会社なかやま牧場

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１

営業所所在地２ 営業所名称１

代表取締役

澁谷 誠

福山市入船町三丁目１番６０号

ゆめタウン福山店内

代表取締役

石田 昌雄 福山市住吉町４番１０号

代表取締役

稲本 和彦 福山市入船町三丁目１番６０号 ゆめタウン福山２Ｆ

代表取締役

中野 立雄 福山市川口町四丁目１２番５号

代表取締役

鞆川 司 福山市松浜町一丁目２番４号

福山市南町１２番３号
福山市多治米町四丁目１４番１２号

福山市光南町一丁目２番２１号

福山市住吉町８番２２号
福山市昭和町７番１２号
代表取締役

住吉Ｗｉｎｇ２０５号

林原 博之 福山市入船町三丁目１番６０号

ドトールコーヒーショップ
ホテルセーヌ
藍
信州そば処 そじ坊
ごはん家うさぎ
有限会社中野製菓
有限会社天婦羅鞆川
スナックＭＯＭＯ
ナイトルーム円
へんこつ亭
モスバーガーゆめタウン福山店

福山市霞町一丁目１番８号
福山市霞町一丁目７番１０号
福山市霞町一丁目１番８号
福山市野上町三丁目６番１号
福山市南町３番１号
福山市内一円
福山市松浜町一丁目４番９号 ワコ－２ビル２Ｆ

代表取締役
代表取締役
代表取締役

ファミリーマート福山霞町
しじ海
ファミリーマート福山霞町
歌声処 桔梗屋
焼肉の松坂
佐藤食販
スナック ミスティ レイン
福山市昭和町９番１４号 みどりビル１Ｆ
ＢＡＲ有閑倶楽部
Ｋ＆Ｋビル２－２ スナックステア
福山市住吉町８番２９号
福山市昭和町９番１７号
１階Ｄ号室
桜
福山市野上町三丁目１０番３８号
味幸
メゾンドレーブビル２Ｆ アンジェリーク
福山市昭和町９番１７号
福山市松浜町一丁目２番１８号 ほっと館２Ｆ－Ｄ ｅｎｖｙ
福山市御門町一丁目１１番２３号
のみくい処 光彩
福山市入船町二丁目１番２４号 福神ビル４Ｆ 小笛
大賀 昭司 福山市駅家町大字倉光２７７番地２
生鮮食品 おだ駅家店
大賀 昭司 福山市駅家町大字倉光２７７番地２
生鮮食品 おだ駅家店
大賀 昭司 福山市駅家町大字倉光２７７番地２
生鮮食品 おだ駅家店
福山市新市町大字戸手６９９番地２
サービス（食）センター
福山市新市町大字新市３６４番地
大黒屋
福山市新市町大字戸手１６６番地１
カフェ・ド・カサ アトリエ

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日
ゆめタウン福山店

飲食店営業 一般 第151866号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-16 1998-10-05
飲食店営業 一般 第151870号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-16 1999-03-24
飲食店営業 一般 第151871号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-16 2004-10-13
菓子製造業 一般 第151872号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-16 1977-10-20

一般 第151873号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-16 1992-10-14
飲食店営業 一般 第151876号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-16 2010-10-27
飲食店営業 一般 第151877号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-16 2011-02-07

そうざい製造業

飲食店営業 一般 第151878号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-16 2011-02-22
飲食店営業 一般 第151886号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-22 2010-11-24
飲食店営業 一般 第151887号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-22 2010-12-08
飲食店営業 一般 第151891号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-22 2010-12-10

一般 第151892号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-22 2010-12-08
飲食店営業 一般 第151906号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-28 1999-01-29
飲食店営業 一般 第151907号 2016-04-01 2023-03-31 2016-03-28 2004-10-14

加工水産物販売業

移動販売車 第151915号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-28 2011-01-18
飲食店営業 一般 第151930号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-29 1989-11-09
飲食店営業 一般 第151931号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-29 2005-02-15

加工水産物販売業

飲食店営業 一般 第151934号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-29 2011-03-28
飲食店営業 一般 第151942号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-31 1998-12-10
飲食店営業 一般 第151944号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-31 2011-02-21
飲食店営業 一般 第151945号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-31 2011-02-17
飲食店営業 一般 第151947号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-31 2004-11-18
飲食店営業 一般 第151948号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-31 2005-02-17
飲食店営業 一般 第151965号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-31 2004-11-01
飲食店営業 一般 第160059号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-22 2010-12-13
魚介類販売業
加工水産物販売業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業

代表取締役

増成 吉彦 福山市加茂町字中野２５６番地４

株式会社なかやま牧場 ハート加茂店

加工水産物販売業

有限会社トータルリカーショップ山根

代表取締役

山根 弘嗣 福山市神辺町字道上２０番地１

飲食店営業

有限会社トータルリカーショップ山根

代表取締役

山根 弘嗣 福山市神辺町字道上２０番地１

加工水産物販売業

福山市芦田町大字福田９７８番地１

ローソン神辺十三軒屋店
ローソン神辺十三軒屋店
信岡商店

福山市新市町大字戸手９９９番地６

ファミリーパブ 法乃坊（ＨｏＮｏＢｏ）

飲食店営業

ジョイフル福山駅家店
本家かまどや 神辺店
森本醤油醸造場
ゆうゆう戸手

飲食店営業

信岡 一郎
阪本 悦朗
株式会社ジョイフル中国
熊手 みえこ
森本 和充
キャレオス株式会社

代表取締役

林 信太郎 福山市駅家町大字近田２５４番地
福山市神辺町大字川北３１８番地１

福山市駅家町大字助元９６番地１
代表取締役

藤井 克樹 福山市新市町大字戸手１０２番地１
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飲食店営業 一般 第151850号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-15 1999-03-30
飲食店営業 一般 第151865号 2016-04-01 2022-03-31 2016-03-16 1983-12-14

加工水産物販売業

飲食店営業
しょうゆ製造業

飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第160060号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-22 2010-12-13
第160061号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-22 2010-12-13
第160065号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-22 1967-11-25
第160070号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-22 2010-11-05
第160072号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-22 2011-04-27
第160074号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-22 1984-02-03
第160075号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-22 1998-12-16
第160079号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-22 1998-12-16
第160081号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-22 1984-04-16
第160088号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-22 1987-02-16
第160089号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-22 2005-04-27
第160090号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-22 1993-02-03
第160091号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-22 1975-01-30
第160092号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-22 2010-12-17

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
和田 順子
株式会社フジファミリーフーズ
平櫛 温子
株式会社ファミリーフード
株式会社アペックス西日本
児玉 豊
徳永 宜英
株式会社ビーフェック
株式会社ナリコマエンタープライズ

小川 徳子
株式会社フジファミリーフーズ
株式会社ファミリーフード
株式会社ファミリーフード
備後漬物株式会社
佐藤 光國
児玉 豊
柳本 純子
株式会社フジファミリーフーズ

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１

営業所所在地２ 営業所名称１

代表取締役

髙月 政司

代表取締役

福山市加茂町字中野７６１番地
林原 博之 福山市神辺町字十三軒屋１５０番地２

にっこり茶屋
アニー グラン神辺
川喜
モスバーガー福山御幸店

代表取締役

森 吉平 福山市駅家町大字江良４９０番地

福山通運株式会社福山北支店

福山市駅家町大字法成寺１９５番地１
福山市神辺町大字新道上二丁目１０番地２６

福山市神辺町字下御領１３８３番地４

代表取締役

渡壁 和人
竹内 美夫

代表取締役

髙月 政司 福山市神辺町字道上７５番地

代表取締役
代表取締役

林原 博之
林原 博之

代表取締役

佐藤 豊太郎 福山市神辺町大字新道上二丁目１０番地２６

初回許可年月日 当初許可年月日

菓子製造業 一般 第160097号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-22 2011-04-15
飲食店営業 一般 第160103号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-25 2005-04-26

喫茶店営業

飲食店営業 一般 第160105号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-25 1981-04-28
飲食店営業 一般 第160106号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-25 1993-02-17
自動販売機 第160107号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-25 1980-11-12
飲食店営業 一般 第160112号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-25 1990-01-25
飲食店営業 一般 第160114号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-25 1986-11-20

玉光
ハイダアウェイ
ラジャ神辺店

福山市駅家町大字万能倉１４３１番地２４

代表取締役

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

飲食店営業 一般 第160115号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-25 1986-11-26
特別養護老人ホームケアハウス サンサンホーム 飲食店営業 一般 第160116号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-25 1998-12-16

福山市神辺町大字新徳田二丁目３９１番地

福山市神辺町字東中条大倉６１０番地１６

カラオケ喫茶おがわ
じゃんじゃか 神辺店

飲食店営業 一般 第160118号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-25 2005-03-17
飲食店営業 一般 第160119号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-25 2005-04-22

福山市神辺町大字新道上二丁目１０番地２６

モスバーガー フジグラン神辺店

福山市神辺町大字新道上二丁目１０番地２６

ペッパーランチ フジグラン神辺店

飲食店営業 一般 第160121号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-25 2005-04-26
飲食店営業 一般 第160122号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-25 2005-04-26

福山市神辺町大字川南１４０９番地１

ＫＹビル１階

代表取締役

髙月 政司

福山市神辺町大字新道上二丁目１０番地２６

たこ風船
佐藤鮮魚店
児玉鮮漁
お食事喫茶柳本
フードコートグラン神辺

代表取締役

難波 賢治

福山市神辺町大字新道上二丁目１０番地２６

サーティワンアイスクリームフジグラン神辺

飲食店営業

合同会社パートナーズカフェカンパニー 代表社員 関口 直史 福山市神辺町大字新道上１０番地２６ フジグラン神辺２階

カフェ エクラン

飲食店営業

株式会社フジ・リテイリング
株式会社フジ・リテイリング
株式会社フジ・リテイリング
株式会社フジ・リテイリング
株式会社フジ・リテイリング
株式会社フジ・リテイリング
株式会社フジ・リテイリング
株式会社フジ
江種製パン株式会社
アシード株式会社
近藤 慎治
近藤 慎治
有限会社フレスコ
株式会社日米クック

福山市神辺町大字新道上二丁目１０番地２６

フジグラン神辺（魚屋さんのおそうざい）

飲食店営業

福山市神辺町大字新道上二丁目１０番地２６

フジグラン神辺（魚屋さんのお寿司）

飲食店営業

福山市神辺町大字新道上二丁目１０番地２６

飲食店営業

多木 俊秀 福山市神辺町大字川南７２７番地１
米谷 素明 福山市駅家町大字江良６４０番地１

フジグラン神辺（そうざい）
フジグラン神辺（パネッテ）
フジグラン神辺（パネッテ）
フジグラン神辺
フジグラン神辺
フジグラン神辺
江種製パン株式会社
株式会社青木鉄工
結里
なにわ料理 藤
焙煎屋珈炉
すばる幼稚園

サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役

及川 剛

福山市加茂町大字下加茂４７番地１

キングパーツ株式会社技術センター

株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ

佐藤
佐藤
佐藤
佐藤
佐藤
佐藤

福山市駅家町大字近田２６０番地

株式会社ハローズ駅家モール店

福山市駅家町大字近田２６０番地

株式会社ハローズ駅家モール店

福山市駅家町大字近田２６０番地

株式会社ハローズ駅家モール店

福山市駅家町大字近田２６０番地

株式会社ハローズ駅家モール店

飲食店営業 一般 第160176号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-28 2005-04-19
菓子製造業 一般 第160177号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-28 2005-04-19

福山市駅家町大字近田２６０番地

株式会社ハローズ駅家モール店

魚介類販売業

福山市駅家町大字近田２６０番地

株式会社ハローズ駅家モール店

有限会社ナンバ・サーティーワン

福山市加茂町字中野一丁目９０番地
福山市駅家町大字万能倉１４３１番地２４

福山市加茂町字中野１８番地７

代表取締役

山口
山口
山口
山口
山口
山口
山口
山口

代表取締役

江種 正登 福山市新市町大字宮内１９８番地１

代表取締役

久保 一史 福山市新市町大字相方１０８９番地５３

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

晋
晋
晋
晋
晋
晋
晋
普

福山市神辺町大字新道上二丁目１０番地２６
福山市神辺町大字新道上二丁目１０番地２６
福山市神辺町大字新道上二丁目１０番地２６
福山市神辺町大字新道上二丁目１０番地２６
福山市神辺町大字新道上二丁目１０番地２６

福山市駅家町大字万能倉８２５番地１－２Ｆ

福山市駅家町大字万能倉８２５番地１
代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

利行
利行
利行
利行
利行
利行
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飲食店営業 一般 第160123号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-25 2005-04-26
魚介類販売業
魚介類販売業

食肉販売業
（めんた・ラーメン・明洞屋）

飲食店営業

飲食店営業
菓子製造業
魚介類販売業

食肉販売業
加工水産物販売業

飲食店営業
喫茶店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第160124号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-25 1981-04-13
第160125号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-25 1990-01-25
第160128号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-25 2011-03-01
第160132号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-26 2005-04-26
第160140号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-26 2010-12-03
第160141号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-26 2011-04-25
第160142号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-26 2005-04-26
第160143号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-26 2005-04-26
第160144号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-26 2005-04-26
第160145号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-26 2005-04-26
第160146号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-26 2005-04-26
第160147号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-26 2005-04-26
第160149号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-26 2005-04-26
第160150号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-26 2005-04-26
第160155号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-27 1989-12-26

第160158号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-27 2004-12-22
飲食店営業 一般 第160161号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-27 2011-03-16
飲食店営業 一般 第160162号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-27 2011-03-16
自動販売機

菓子製造業 一般 第160167号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-27 2011-04-25
飲食店営業 一般 第160168号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-28 1999-04-21
喫茶店営業

自動販売機 第160171号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-28 2010-12-03
飲食店営業 一般 第160174号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-28 2005-04-19
飲食店営業 一般 第160175号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-28 2005-04-19

一般 第160178号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-28 2005-04-19
喫茶店営業 一般 第160179号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-28 2005-04-20

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
有限会社通天樓
森本 起司
有限会社ゆうらい公司
ユウベル株式会社
藤原 猛
松本 玉江
有限会社もとはら
株式会社ブルーメイト
マックスバリュ西日本株式会社
マックスバリュ西日本株式会社
マックスバリュ西日本株式会社
マックスバリュ西日本株式会社
マックスバリュ西日本株式会社
マックスバリュ西日本株式会社

田辺 正明
塚本 喜久子
芦田川観光株式会社
赤谷 益子
有限会社山福
有限会社中井

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１

代表取締役

佐藤 利行 福山市駅家町大字近田２６０番地
佐藤 利行 福山市駅家町大字近田２６０番地
広川 準子 福山市神辺町大字新徳田三丁目５２６番地３

代表取締役

高橋 民雄 福山市駅家町大字近田２３０番地１

代表取締役

上田 堅司 福山市駅家町大字近田９３３番地１

代表取締役
代表取締役

営業所所在地２ 営業所名称１

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

食肉販売業 一般 第160182号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-28 2005-04-19

株式会社ハローズ駅家モール店

加工水産物販売業

一般 第160183号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-28 2005-04-19
飲食店営業 一般 第160184号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-28 1992-11-16
飲食店営業 一般 第160185号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-28 1987-05-01

代表取締役

矢田 芳成 福山市神辺町字下御領８０９番地１

孫悟空
天牛
中国四川料理 又来軒
平安祭典駅家新市会館
カフェレスト チリエージャ
まつもとストアー
支那そば処たんぽぽ

代表取締役

岡本 龍二 福山市神辺町大字新道上１５番地１

ハンプティーダンプティー福山北店

代表取締役

平尾 健一 福山市加茂町字上加茂２４３番地１

代表取締役

平尾 健一 福山市加茂町字上加茂２４３番地１

代表取締役

平尾 健一 福山市加茂町字上加茂２４３番地１

マルナカ加茂店 店内肉惣菜
マルナカ加茂店
マルナカ加茂店

魚介類販売業

代表取締役

平尾 健一 福山市加茂町字上加茂２４３番地１

マルナカ加茂店 店内鮮魚作業

魚介類販売業

代表取締役

平尾 健一 福山市加茂町字上加茂２４３番地１

食肉販売業

代表取締役

平尾 健一 福山市加茂町字上加茂２４３番地１

マルナカ加茂店
マルナカ加茂店
一福食堂
つかもと

福山市駅家町大字近田２３０番地１

福山市駅家町大字坊寺２３０番地
福山市駅家町大字中島２６７番地２

福山市大黒町２番１８号
福山市本庄町中三丁目２番２６号
代表取締役

飲食店営業 一般 第160186号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-28 1999-04-23
飲食店営業 一般 第160189号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-28 2010-12-06
飲食店営業 一般 第160190号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-28 2011-01-27

一般 第160191号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-28 1999-03-26
飲食店営業 一般 第160192号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-28 2011-01-27
飲食店営業 一般 第160193号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-28 2005-04-11

加工水産物販売業

飲食店営業 一般 第160194号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-28 2010-11-22
飲食店営業 一般 第160195号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-28 2010-11-22

加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業

岡林 修司 福山市御幸町大字中津原４６４番地１

芦田川観光株式会社 ホテルみゆき

飲食店営業

福山市三吉町四丁目１３番３０号

とうへん木
山岡
有限会社中井
おみやげ街道福山
中国中央病院売店
株式会社キャノンベーカリー
株式会社キャノンベーカリー
株式会社伊呂波

飲食店営業

代表取締役

山岡 修二 福山市東町三丁目７番１５号
垣本 隆司 福山市南本庄二丁目４番８号

株式会社ジェイアールサービスネット岡山

代表取締役

北條 裕介 福山市三之丸町３０番１号

株式会社光洋ショップ－プラス

代表取締役

高木 孝昌

代表取締役

ＪＲ福山駅構内１Ｆ柵外コンコース

福山市御幸町大字上岩成正戸１４８番地１３

株式会社キャノンベーカリー 代表取締役 野見山 良徳 福山市西町一丁目１０番２４号
株式会社キャノンベーカリー 代表取締役 野見山 良徳 福山市西町一丁目１０番２４号
代表取締役 大村 剛
福山市南本庄三丁目８番１２号
株式会社伊呂波
代表取締役 髙橋 良太 福山市御幸町大字上岩成沼４９２番地１
株式会社ダスキン福山
代表取締役 髙橋 良太 福山市御幸町大字上岩成沼４９２番地１
株式会社ダスキン福山
取締役 塩出 治郎 福山市宝町６番８号
有限会社大和屋本店
代表取締役 宮崎 圭師 福山市胡町１番２２号
株式会社宮崎商会
代表取締役 松岡 宏高 福山市桜馬場町５番３５号
松岡製麺有限会社
迫 正宏
福山市元町１２番１７号
元町ビル５Ｆ
代表取締役 戸田 昌宏 福山市御幸町大字中津原１５３２番地
マルト製菓株式会社
小畠 弘光
福山市本町１番１４号
代表取締役 米谷 素明 福山市西町二丁目１１番３６号
株式会社日米クック
福山市三吉町南一丁目４番２２号
藤井 和泉
福山市三吉町南一丁目４番２２号
藤井 和泉
取締役 石井 昭夫 福山市伏見町３番２０号
有限会社千里十里
取締役 小出 ゆかり 福山市元町１２番１２号
有限会社鳥好
代表取締役 桑田 恵次 福山市元町１３番２号
有限会社松葉

初回許可年月日 当初許可年月日

株式会社ハローズ駅家モール店

飲食店営業
食肉販売業
加工水産物販売業
加工水産物販売業

飲食店営業
菓子製造業
飲食店営業

ミスタードーナツ平成大学通りショップ

飲食店営業

ミスタードーナツ平成大学通りショップ

菓子製造業

有限会社大和屋本店
株式会社宮崎商会
松岡製麺有限会社
サクラメント
マルト製菓株式会社
小畠製菓所
福山城西病院

菓子製造業
食品の冷凍又は冷蔵業

麺類製造業
飲食店営業
菓子製造業
菓子製造業
飲食店営業

セブン‐イレブン福山三吉町南店

飲食店営業

セブン‐イレブン福山三吉町南店

加工水産物販売業

有限会社千里十里
鳥好
極とん元町店

飲食店営業
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飲食店営業
飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第160197号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-28 2010-11-22
第160198号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-28 2010-11-22
第160201号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-28 2010-11-22
第160202号 2016-05-01 2022-04-30 2016-04-28 2010-11-22
第160220号 2016-06-01 2022-05-31 2016-05-12 1960-02-12
第160221号 2016-06-01 2022-05-31 2016-05-12 1975-04-03
第160223号 2016-06-01 2022-05-31 2016-05-12 1975-02-27
第160225号 2016-06-01 2022-05-31 2016-05-12 1992-12-24
第160226号 2016-06-01 2022-05-31 2016-05-12 2005-05-25
第160227号 2016-06-01 2022-05-31 2016-05-12 1983-12-14
第160230号 2016-06-01 2022-05-31 2016-05-12 2005-03-01
第160232号 2016-06-01 2022-05-31 2016-05-12 2004-12-22
第160251号 2016-06-01 2022-05-31 2016-05-19 1990-01-25
第160252号 2016-06-01 2022-05-31 2016-05-19 1974-11-01
第160253号 2016-06-01 2022-05-31 2016-05-19 1990-03-22
第160254号 2016-06-01 2022-05-31 2016-05-19 2005-03-22
第160255号 2016-06-01 2022-05-31 2016-05-19 2005-03-22
第160256号 2016-06-01 2022-05-31 2016-05-19 1957-10-18
第160257号 2016-06-01 2022-05-31 2016-05-19 1999-04-07
第160258号 2016-06-01 2022-05-31 2016-05-19 1980-05-01
第160259号 2016-06-01 2022-05-31 2016-05-19 2011-04-22
第160275号 2016-06-01 2022-05-31 2016-05-25 1971-04-01
第160276号 2016-06-01 2022-05-31 2016-05-25 1986-12-24
第160277号 2016-06-01 2022-05-31 2016-05-25 2010-12-06
第160278号 2016-06-01 2022-05-31 2016-05-25 2011-02-16
第160282号 2016-06-01 2022-05-31 2016-05-25 2011-02-16
第160291号 2016-06-01 2022-05-31 2016-05-25 1966-04-20
第160293号 2016-06-01 2022-05-31 2016-05-25 1990-04-13
第160296号 2016-06-01 2022-05-31 2016-05-25 2011-02-16

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
有限会社宮崎商會

営業所所在地１

申請者＿役職名

申請者＿代表者

代表取締役

宮崎 圭師 福山市木之庄町一丁目１６番２５号

アールエヌティーホテルズ株式会社

代表取締役

福村 正道

有限会社つちやストアー
枝廣 裕子
熊谷 直之
森本 新次
株式会社岡山木村屋

代表取締役

土屋 康夫

代表取締役

一冨士フードサービス株式会社

代表取締役

梶谷 周平
山岡 直方

西田 剛
糸善物産有限会社
有限会社新居

代表取締役

木村 貞子

有限会社サンヨー自然食品センター

代表取締役

営業所所在地２ 営業所名称１

サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役

及川 剛

麺匠有磨屋
福山市東桜町１番１号
リッチモンドホテル福山駅前
福山市本庄町中一丁目１５番５号
有限会社つちやストアー
福山市船町８番２２号１Ｆ
ｈａｒｍｏｎｙベル
福山市延広町３番７号
アクセビル２Ｆ ロフト
福山市元町８番７号
酒奏居肴家 季酒
アイネスフクヤマ内１階店舗１０１３ キムラヤのパン アイネスフクヤマ店
福山市東桜町１番８号
一冨士フードサービス㈱１４８９
福山市三吉町一丁目１番１号
福山市南本庄一丁目３番３号
あおいビジネスホテル
福山市御幸町大字森脇５１５番地１
ホテル オンリー
福山市船町３番１０号 魚とくビル
酒処・味処 あらい
有限会社サンヨー自然食品センター
福山市東桜町１０番１号
福山市松永町二丁目１５番４８号
森迫製麺所
福山市今津町２０７７番地
今津パーキングエリア

有限会社マザーベア
宗岡 節子
杉野 悦男
髙橋 昭司

代表取締役

鈴木 千加子

福山市高西町三丁目２番１４号

有限会社マザーベア高西工場

福山市今津町３番地
福山市柳津町二丁目７番５号

有限会社備後食品流通センター

代表取締役

お好み焼きパンダ
杉吉
お好み焼てっちゃん
備後食品流通センター
チューリップ瀬戸西店
ジョイフル東尾道店
みかげ
有限会社土味
けやき工房
けやき工房
スナック ラブ
コーヒーハウス キャラ

取締役 杉川 泰彦

松本 正人

森迫 朝雄

濱岡 郁郎
株式会社ジョイフル中国
有限会社みかげ
有限会社土味
特定非営利活動法人どりぃむわぁくす
特定非営利活動法人どりぃむわぁくす

福田 澄枝
桑田 早苗
有限会社やまさきショップ
村上 勝彦
有限会社河井商店
クニヒロ株式会社
藤井 祥二
藤井 祥二
寺岡 美鈴
株式会社シンコー
橘 美紀
橘 美紀
橘 美紀
箱﨑 美恵
株式会社繁廣
ナショナル・ベンディング株式会社

福山市松永町五丁目１４番２６号

兼光 重彦 福山市神村町４８３７番地
福山市赤坂町大字赤坂８７０７番地１

代表取締役

林 信太郎 福山市高西町三丁目１６番２７号

代表取締役

石井
土井
小川
小川

代表取締役

理事
理事

一弘
清司
一三
一三

福山市今津町三丁目３番２３号

福山市柳津町２２８０番地５
福山市今津町六丁目６番１９号
福山市今津町六丁目６番１９号
福山市松永町五丁目９番２９号
福山市瀬戸町大字地頭分４４２番地１

代表取締役

代表取締役
代表取締役

代表取締役

山崎 雅司 福山市松永町五丁目１２番１９号
福山市松永町二丁目８番１７号

有限会社やまさきショップ神島店

エルブラン松月堂
河井 伸介 福山市今津町１０番地１
有限会社河井商店
新谷 真寿美 福山市高西町南１４４番地
クニヒロ株式会社福山工場
福山市山手町六丁目１４番１５号
ザ・スタンダードベーカリー
福山市山手町六丁目１４番１５号
ザ・スタンダードベーカリー
福山市松永町四丁目１３番６号 信原ビル１階 すなっく まどんな
桑原 靖 福山市今津町三丁目７番２５号
味の蔵

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第160297号 2016-06-01 2022-05-31 2016-05-25 2011-04-01
飲食店営業 一般 第160302号 2016-06-01 2022-05-31 2016-05-25 2011-02-25

一般 第160317号 2016-06-01 2022-05-31 2016-05-27 1986-12-17
飲食店営業 一般 第160323号 2016-06-01 2022-05-31 2016-05-31 2011-02-22
飲食店営業 一般 第160326号 2016-06-01 2022-05-31 2016-05-31 1999-05-17

加工水産物販売業

飲食店営業 一般 第160329号 2016-06-01 2022-05-31 2016-05-31 2011-03-23
飲食店営業 一般 第160330号 2016-06-01 2022-05-31 2016-05-31 2011-03-23
飲食店営業 一般 第160332号 2016-06-01 2022-05-31 2016-05-31 2011-03-25
飲食店営業 一般 第160338号 2016-06-01 2022-05-31 2016-05-31 1987-04-24
飲食店営業 一般 第160339号 2016-06-01 2022-05-31 2016-05-31 1983-12-14
飲食店営業 一般 第160340号 2016-06-01 2022-05-31 2016-05-31 1990-03-06

一般 第160341号 2016-06-01 2022-05-31 2016-05-31 1984-02-24
麺類製造業 一般 第160365号 2016-07-01 2022-06-30 2016-06-10 1969-05-31
喫茶店営業 自動販売機 第160368号 2016-07-01 2022-06-30 2016-06-10 2011-03-24

加工水産物販売業

菓子製造業 一般 第160369号 2016-07-01 2022-06-30 2016-06-10 2011-04-12
飲食店営業 一般 第160372号 2016-07-01 2022-06-30 2016-06-14 1981-03-06
飲食店営業 一般 第160373号 2016-07-01 2022-06-30 2016-06-14 1984-06-27
飲食店営業 一般 第160375号 2016-07-01 2022-06-30 2016-06-14 1999-01-06
食肉販売業 一般 第160378号 2016-07-01 2022-06-30 2016-06-14 1978-03-09

一般 第160381号 2016-07-01 2022-06-30 2016-06-14 2005-02-03
飲食店営業 一般 第160402号 2016-07-01 2022-06-30 2016-06-15 1999-05-11
飲食店営業 一般 第160403号 2016-07-01 2022-06-30 2016-06-15 2005-03-16

加工水産物販売業

菓子製造業 一般 第160404号 2016-07-01 2022-06-30 2016-06-15 1987-03-19
菓子製造業 一般 第160405号 2016-07-01 2022-06-30 2016-06-15 2011-03-15

一般 第160406号 2016-07-01 2022-06-30 2016-06-15 2011-03-15
飲食店営業 一般 第160435号 2016-07-01 2022-06-30 2016-06-23 1987-04-03
飲食店営業 一般 第160436号 2016-07-01 2022-06-30 2016-06-23 1999-02-10

そうざい製造業

飲食店営業 一般 第160437号 2016-07-01 2022-06-30 2016-06-23 1999-05-07
菓子製造業 一般 第160438号 2016-07-01 2022-06-30 2016-06-23 1959-02-01
菓子製造業 一般 第160439号 2016-07-01 2022-06-30 2016-06-23 1987-06-10

一般 第160445号 2016-07-01 2022-06-30 2016-06-23 1990-01-12
飲食店営業 一般 第160446号 2016-07-01 2022-06-30 2016-06-23 2011-05-24
菓子製造業 一般 第160447号 2016-07-01 2022-06-30 2016-06-23 2011-05-24

食品の冷凍又は冷蔵業

飲食店営業 一般 第160452号 2016-07-01 2022-06-30 2016-06-27 2005-05-06
飲食店営業 一般 第160465号 2016-07-01 2022-06-30 2016-06-30 1999-03-02

福山市赤坂町大字赤坂１１９４番地２

インド料理専門店アンナ・プルナ

福山市赤坂町大字赤坂１１９４番地２

インド料理専門店アンナ・プルナ

飲食店営業 一般 第160466号 2016-07-01 2022-06-30 2016-06-30 2011-03-11
菓子製造業 一般 第160467号 2016-07-01 2022-06-30 2016-06-30 2011-03-11

福山市赤坂町大字赤坂１１９４番地２

インド料理専門店アンナ・プルナ

そうざい製造業

福山市山手町六丁目２０番６号

ヨッシーのたこやきお好み焼き

株式会社繁廣 瀬戸店
株式会社野村鍍金 福山工場

代表取締役

川上 茂

福山市瀬戸町大字山北宮前５０６番地４

代表取締役

藤山 雄一郎

福山市柳津町三丁目３番１９号
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一般 第160468号 2016-07-01 2022-06-30 2016-06-30 2011-03-11
飲食店営業 一般 第160469号 2016-07-01 2022-06-30 2016-06-30 2011-06-27
飲食店営業 一般 第160472号 2016-07-01 2022-06-30 2016-06-30 1993-05-18
喫茶店営業

自動販売機

第160473号 2016-07-01 2022-06-30 2016-06-30 2005-05-11

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
田中 裕樹
ツネイシＬＲ株式会社
株式会社宮尾
茶花 嘉代子
備南ハイフーズ株式会社
株式会社門井商店
株式会社門井商店
備南ハイフーズ株式会社
藤井 義人
平方 ちか子
廣江 京子
佐藤 文子
金尾 冨士子
児玉 寿美
山本 美佐子
羽原 保行
溝口 美千子
菊池 則子
緒方 実隆
下山 クニ子
日笠山 正次
北村 千惠子
株式会社アペックスインターナショナル

申請者＿役職名

代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役

唐下 勝
近藤 惠子
株式会社マーチセブングループ

高宮 節子
藤井 杉子
有限会社愛和
有限会社ゴールド
堀 千秋
西江 由充
鍾永フーズ株式会社
本原 裕之
山本 隆幸
株式会社ダイショク
山本 隆幸
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ

代表取締役

代表取締役
代表取締役

代表取締役

代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日 初回許可年月日
営業所所在地２ 営業所名称１
営業所所在地１
飲食店営業 一般 第160474号 2016-07-01 2022-06-30 2016-06-30 2011-02-09
福山市松永町五丁目７番５号
十々
神原 秀明 福山市内一円
飲食店営業 移動販売車 第160475号 2016-07-01 2022-06-30 2016-06-30 2011-04-27
Ｄｅｌｉｖｅｒｙ Ｋｉｔｃｈｅｎ
加工水産物販売業 一般 第160482号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-05 1993-07-07
宮尾 高史 福山市大門町六丁目４番１号
宮尾酒店
加工水産物販売業 一般 第160484号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-05 1990-07-11
福山市伊勢丘七丁目１８番１９号
チャバナ
魚肉練り製品製造業 一般 第160487号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-05 1984-03-30
備南ハイフーズ株式会社第３工場
足立 永 福山市曙町二丁目１７番１２号
添加物製造業 一般 第160488号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-05 1993-07-15
門井 俊 福山市明神町一丁目４番１５号
株式会社門井商店
加工水産物販売業 一般 第160489号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-05 1990-06-13
門井 俊 福山市明神町一丁目４番１５号
株式会社門井商店
加工水産物の製造業 一般 第160490号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-05 1981-04-08
備南ハイフーズ株式会社第二工場
足立 永 福山市曙町二丁目１７番１２号
加工水産物の製造業 一般 第160491号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-05 2011-02-07
福山市南蔵王町六丁目３５番３６号
藤井商店
福山市大門町三丁目２７番４６号
飲食店営業 一般 第160494号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-06 1981-07-06
お好み焼 浜十
福山市大門町四丁目１７番１０－７号
飲食店営業 一般 第160495号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-06 1981-07-01
スナック銀嶺
飲食店営業 一般 第160496号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-06 1984-07-04
福山市箕島町５２２２番地１
瀬戸
福山市坪生町五丁目２０番１７号
飲食店営業 一般 第160497号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-06 1981-03-31
軽食喫茶デラ
福山市新涯町二丁目１２番１０号
飲食店営業 一般 第160498号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-06 1987-04-08
大衆食堂 こだま
福山市王子町二丁目１１番２０号
飲食店営業 一般 第160499号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-06 1987-05-08
新橋食堂
福山市南蔵王町二丁目４番１８号
飲食店営業 一般 第160502号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-06 1993-05-14
喫茶 羽車
福山市大門町三丁目２８番３８号
飲食店営業 一般 第160503号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-06 1999-02-18
カラオケ 美樹
福山市新涯町一丁目３５番３６号
飲食店営業 一般 第160504号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-06 1999-04-14
お好み焼 葉月
飲食店営業 一般 第160507号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-06 2005-04-28
福山市幕山台一丁目５番９号
カラオケ喫茶 園
飲食店営業 一般 第160510号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-06 2011-01-31
福山市坪生町南二丁目２番７号
大寿司
福山市新涯町二丁目４番３１号
飲食店営業 一般 第160511号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-06 2011-02-22
山ちゃん居酒屋
福山市大門町四丁目１６番１８号
飲食店営業 一般 第160512号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-06 2011-06-16
おふくろ
飲食店営業 一般 第160514号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-06 1999-03-11
林原 博之 福山市曙町五丁目１２番７号
廻鮮寿司しまなみ曙店
福山市引野町南一丁目１８番２６－９号
飲食店営業 一般 第160526号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-11 1981-02-04
キッチン峠
飲食店営業 一般 第160527号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-11 1984-07-13
福山市引野町一丁目１番１号 引野市場内 此花食堂
飲食店営業 一般 第160528号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-11 1984-05-18
広中 孝一 福山市引野町四丁目２２番３７号
さぬきうどん天霧 引野店
福山市南手城町四丁目２番１６号
飲食店営業 一般 第160529号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-11 1990-07-12
安芸
飲食店営業 一般 第160530号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-11 1993-07-26
福山市南手城町四丁目８番５号
上海食堂
飲食店営業 一般 第160531号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-11 2005-04-20
藤井 正士 福山市南蔵王町二丁目４番１８号
囲肴屋 たわわ
飲食店営業 一般 第160532号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-11 2005-05-26
金本 成生 福山市引野町北一丁目１３番８号
ホテル クィーン
福山市南手城町四丁目７番１１号
飲食店営業 一般 第160533号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-11 2005-05-18
カラオケ螢
福山市曙町三丁目２番３６－１０１号
飲食店営業 一般 第160534号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-11 2011-04-15
旬感ダイニング ぴかいち
飲食店営業 一般 第160535号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-11 2011-05-19
安田 雅恵 福山市曙町三丁目４番３号
韓国料理 鍾路
魚介類販売業 一般 第160540号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-11 2011-06-28
福山市引野町一丁目１番１号
本原商店
セブン－イレブン福山明神２丁目店
福山市明神町二丁目４番２８号
飲食店営業 一般 第160542号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-11 2011-02-14
加工水産物販売業 一般 第160546号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-11 1993-07-07
岩瀬 典博 福山市南手城町四丁目１０番３－１０２号
株式会社ダイショク
加工水産物販売業 一般 第160548号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-11 2011-02-14
セブン－イレブン福山明神２丁目店
福山市明神町二丁目４番２８号
飲食店営業 一般 第160549号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-11 1999-04-23
佐藤 利行 福山市大門町二丁目２２番４３号
株式会社ハローズ 大門店
魚介類販売業 一般 第160550号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-11 1999-04-23
佐藤 利行 福山市大門町二丁目２２番４３号
株式会社ハローズ 大門店
食肉販売業 一般 第160552号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-11 1999-04-23
佐藤 利行 福山市大門町二丁目２２番４３号
株式会社ハローズ 大門店
加工水産物販売業 一般 第160553号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-11 1999-04-23
佐藤 利行 福山市大門町二丁目２２番４３号
株式会社ハローズ 大門店

申請者＿代表者
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当初許可年月日

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
株式会社前原製菓
株式会社虎屋本舗
有限会社内田寿司
瀬良 忠義
出原 康男

申請者＿役職名

代表取締役
代表取締役
代表取締役

申請者＿代表者

営業所所在地１

前原 玉司 福山市曙町一丁目２番５号
高田 海道 福山市曙町一丁目１１番１８号
内田 良人 福山市西深津町二丁目６番１８号

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

初回許可年月日 当初許可年月日

株式会社前原製菓
虎屋本舗工場
内田寿司
本家かまどや新東福山店
栄すし本舗
マージャンクラブ会議室

菓子製造業 一般 第160556号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-12 1978-06-26
菓子製造業 一般 第160557号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-12 1990-05-30

福山市南蔵王町四丁目５番１８号

一般社団法人福山労働会館 ４Ｆ

福山市南蔵王町四丁目５番１８号

一般社団法人福山労働会館 ５Ｆ

飲食店営業 一般 第160563号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-12 1975-05-09
飲食店営業 一般 第160564号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-12 1975-05-09

福山市南蔵王町四丁目５番１８号

福山市南蔵王町四丁目１３番１２号

スカイレスト ラピュタ
株式会社旬香
株式会社旬香第二工場
株式会社旬香第二工場
内田糖化株式会社
山チャン
大造水産
有限会社森忠
大造水産
有限会社森忠
フレッシュランチ３９福山店
株式会社池田屋
ばらの木

福山市伊勢丘二丁目１番１号

福山栄養給食株式会社ＪＦＥ三番館営業所

飲食店営業

福山市東手城町一丁目３１番１号

飲食店営業

福山市新涯町六丁目１番３５号

クラタ食品 第２調理室
有限会社満天香 新涯店

福山市蔵王町五丁目２３番１号

Ｃａｆｅ ＳＨＩＭＡＭＯＴＯ 島茂登

飲食店営業

福山市南蔵王町二丁目５番２８号

ル・コック

飲食店営業

福山市南蔵王町六丁目２０番４号

新・和歌山らーめん ばり嗎 福山蔵王店

飲食店営業

福山市南蔵王町五丁目２２番４０号

飲食店営業

福山市大谷台三丁目１番２１号

ＳＵＧＡＲ ＢＥＡＴ
ほっとタイム

福山市港町二丁目１２番１号

特別養護老人ホーム夢ハウス

飲食店営業

福山市東手城町二丁目１１番２０号

コスモ食品株式会社第３工場
ジョイ・ジョイ・ワーク かりん
ダイレックス福山店
マクドナルド福山蔵王店
ライフサポートざおう
此花
此花
七輪亭
株式会社朝日ナショナル
王子ベーカリー
株式会社夢石庵

そうざい製造業

福山市東手城町四丁目２番３１号

福山市春日町六丁目１２番３号

有限会社ティムスコーポレーション 取締役 忠岡 志保美 福山市曙町三丁目５番３０号

一般社団法人福山労働会館 代表理事 大野 真人
一般社団法人福山労働会館 代表理事 大野 真人
一般社団法人福山労働会館 代表理事 大野 真人
代表取締役 竹迫 嘉信
株式会社旬香
代表取締役 竹迫 嘉信
株式会社旬香
代表取締役 竹迫 嘉信
株式会社旬香
代表取締役 内田 智久
内田糖化株式会社
山口 隆政
本原 大造
代表取締役 高橋 隆
有限会社森忠
本原 大造
代表取締役 高橋 隆
有限会社森忠
株式会社ホーミイダイニング 代表取締役 岡﨑 真悟
代表取締役 池田 敬
株式会社池田屋
占部 勝
代表取締役 廣中 信次
福山栄養給食株式会社
代表取締役 倉田 安彦
クラタ食品有限会社
取締役 江 濱
有限会社満天香
株式会社高砂会館島茂登 代表取締役 林 幸美
小林 考宏
井上 英明
夏川 昌也
久堀 利恵
代表取締役 松森 茂
株式会社アリスジャパン
代表取締役 髙橋 和之
コスモ食品株式会社
社会福祉法人アンダンテ
理事 池田 正則
代表取締役 多田 高志
ダイレックス株式会社
日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保
代表取締役 米谷 素明
株式会社日米クック
代表取締役 佐藤 輝夫
有限会社此花
代表取締役 佐藤 輝夫
有限会社此花
三阪 健一
代表取締役 久保 一史
アシード株式会社
藤井 尚美
代表取締役 森 真保
株式会社夢石庵

営業所所在地２ 営業所名称１

福山市南手城町四丁目１５番２１号
福山市南手城町四丁目１４番２２号
福山市南手城町四丁目１４番２２号

福山市新浜町一丁目６番２３号
福山市春日町六丁目７番１０号

福山市引野町一丁目１番１号
福山市引野町一丁目１番１号
福山市引野町一丁目１番１号
福山市引野町一丁目１番１号
福山市明神町一丁目２番４０号
福山市大門町三丁目１０番５号

福山市曙町三丁目１４番２５号

福山市新涯町三丁目９番７号
福山市南蔵王町五丁目８番２０号

福山市蔵王町３９６５番地１１
福山市引野町一丁目１番１号
福山市引野町一丁目１番１号
福山市新涯町四丁目７番６号
福山市卸町２番１１号
福山市王子町二丁目１８番７号

福山市曙町六丁目１４番１５号
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飲食店営業 一般 第160558号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-12 1987-06-25
飲食店営業 一般 第160559号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-12 1999-02-09
飲食店営業 一般 第160560号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-12 1999-04-14
飲食店営業 一般 第160561号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-12 1999-07-02

飲食店営業 一般 第160567号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-12 2005-04-26
菓子製造業 一般 第160568号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-13 2011-02-25
菓子製造業 一般 第160569号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-13 2011-03-04
そうざい製造業
かん詰又はびん詰食品製造業

飲食店営業
魚介類販売業
魚介類販売業
加工水産物販売業
加工水産物販売業

飲食店営業
しょうゆ製造業

飲食店営業

飲食店営業

飲食店営業

菓子製造業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
魚介類販売業
加工水産物販売業

飲食店営業
喫茶店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第160570号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-13 2011-02-25
第160571号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-13 2011-07-07
第160574号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-19 1984-03-02
第160575号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-19 2011-06-30
第160576号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-19 2011-06-28
第160577号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-19 2011-06-30
第160578号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-19 2011-07-06
第160587号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-20 1999-07-28
第160588号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-20 1975-07-04
第160601号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-21 1984-05-28
第160602号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-21 1993-03-17
第160613号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-26 2005-03-28
第160614号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-26 2005-06-06
第160619号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-26 2005-03-16
第160627号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-27 2011-04-08
第160628号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-27 2011-03-14
第160630号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-27 2011-04-11
第160632号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-27 2011-07-21
第160635号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-28 2011-03-30
第160637号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-28 1993-07-29
第160638号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-28 2011-03-24
第160644号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-28 2011-07-05
第160652号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-29 1993-07-16
第160655号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-29 2011-07-14
第160656号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-29 2011-06-28
第160657号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-29 2011-06-30
第160659号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-29 1999-06-09

第160660号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-29 1990-07-19
菓子製造業 一般 第160661号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-29 2011-03-25
飲食店営業 一般 第160662号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-29 2011-05-06
自動販売機

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
株式会社夢石庵
株式会社夢石庵
株式会社夢石庵
株式会社夢石庵
高橋 一浩
有限会社Ｓｉｎｃｅｒｉｔｙ
株式会社ライフイート
有限会社三福林
永井 寛二
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
鞆酒造株式会社
八田 健
南口 妙子
小林 光美
株式会社阿藻珍味
株式会社阿藻珍味
株式会社阿藻珍味
株式会社倉甚商店
株式会社阿藻珍味
株式会社阿藻珍味
有限会社花茎
桑田 正代
有限会社プラウドフーズ
長田 千恵子
保利 日佐士
中國總業有限会社
水本 数己
水本 数己
中尾 智鶴
岡崎 洋之
有限会社浦隅商店
瀨島 英明
河田 慎司
株式会社グローバル
佐藤 泰可
佐藤 泰可
有限会社さざなみ

申請者＿役職名

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

申請者＿代表者

営業所所在地１

森
森
森
森

福山市曙町六丁目１４番１５号
福山市曙町六丁目１４番１５号
福山市曙町六丁目１４番１５号
福山市曙町六丁目１４番１５号

真保
真保
真保
真保

福山市南蔵王町五丁目１７番４３号

取締役 寺田 末春 福山市大門町旭２番地
代表取締役

大森 康晴 福山市西深津町七丁目３番１８号

代表取締役

代表取締役

田川 富生 福山市曙町三丁目２番２４号
福山市曙町五丁目１８番２０号
佐藤 利行 福山市水呑町４４３０番地
佐藤 利行 福山市水呑町４４３０番地
佐藤 利行 福山市水呑町４４３０番地
佐藤 利行 福山市水呑町４４３０番地

代表取締役

佐藤 利行 福山市水呑町４４３０番地

代表取締役
代表取締役
代表取締役

取締役 岡本 純夫 福山市鞆町鞆１０１３番地

福山市鞆町鞆５５２番地２
福山市沼隈町大字常石１７８４番地４

福山市走島町浦友２８２番地２
代表取締役

粟村 元則 福山市鞆町後地１５６７番地１

代表取締役

粟村 元則 福山市鞆町後地１５６７番地１

代表取締役

粟村 元則 福山市鞆町後地１５６７番地１

代表取締役

代表取締役

蔵本 龍伍 福山市鞆町鞆１０３番地１
粟村 元則 福山市鞆町後地１５６７番地１
粟村 元則 福山市鞆町後地１５６７番地１
藤井 範夫 福山市田尻町３８８０番地１

代表取締役

福山市水呑町３４９０番地４
溝田 和男 福山市鞆町鞆９７１番地

代表取締役
代表取締役

福山市沼隈町大字下山南１２１番地４

代表取締役

福山市水呑向丘８８番地
宇田 尚生 福山市水呑町２４０５番地７
福山市鞆町後地１０１５番地 地先
福山市鞆町後地１０１５番地 地先

福山市内海町２０番地
福山市沼隈町大字能登原１８５１番地２
代表取締役

浦隅 泰輝 福山市鞆町鞆８６９番地
福山市沼隈町大字草深１９０４番地１
福山市沼隈町大字下山南１４７番地１

代表取締役

代表取締役

林 克士

岡崎 勝

福山市鞆町鞆４１６番地１
福山市水呑町４４３０番地
福山市水呑町４４３０番地
福山市沼隈町大字常石尾越浜２１３７番地１の６

営業所所在地２ 営業所名称１

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

株式会社夢石庵
株式会社夢石庵
株式会社夢石庵
株式会社夢石庵
こて屋
ラポール寮売店
すし丸研究室
有限会社三福林
永耒軒

そうざい製造業
清涼飲料水製造業

飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

株式会社ハローズ水呑店（焼魚）

飲食店営業

株式会社ハローズ水呑店（惣菜・寿司）

飲食店営業

株式会社ハローズ水呑店
株式会社ハローズ水呑店
株式会社ハローズ水呑店
鞆酒造株式会社
八田保命酒舖
みなみ
小林水産
株式会社阿藻珍味
株式会社阿藻珍味
株式会社阿藻珍味
株式会社倉甚商店
株式会社阿藻珍味
株式会社阿藻珍味
喫茶花茎
酔舘 あじろ
有限会社プラウドフーズ
長田 千恵子
やすりストアー
Ｆｕｋｕｙａｍａ ｓｏｆｔ ｃｒｅａｍ
青空市場
青空市場
清十店
桜、岡崎商店
有限会社浦隅商店
尾道中華そば 麺家笑
喫茶 ピエロ
ともてつバスセンター
コンセルボ水呑店
コンセルボ水呑店
旅館さざなみ

魚介類販売業
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初回許可年月日 当初許可年月日

菓子製造業 一般 第160663号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-29 2011-05-06
豆腐製造業 一般 第160664号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-29 2011-05-06

食肉販売業
加工水産物販売業

酒類製造業
酒類製造業
飲食店営業
加工水産物の製造業

菓子製造業
魚肉練り製品製造業

そうざい製造業
魚肉練り製品製造業

加工水産物販売業
加工水産物の製造業

飲食店営業
飲食店営業
食肉販売業
飲食店営業
魚介類販売業

アンツ

喫茶店営業
飲食店営業
加工水産物販売業
加工水産物販売業
加工水産物販売業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
菓子製造業
飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第160665号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-29 2011-05-06
第160666号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-29 2011-05-06
第160669号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-29 2011-06-17
第160673号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-29 2005-02-17
第160674号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-29 1993-05-24
第160675号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-29 2005-05-26
第160676号 2016-08-01 2022-07-31 2016-07-29 1990-05-31
第160697号 2016-09-01 2022-08-31 2016-08-09 2005-06-16
第160698号 2016-09-01 2022-08-31 2016-08-09 2005-06-16
第160699号 2016-09-01 2022-08-31 2016-08-09 2005-06-16
第160702号 2016-09-01 2022-08-31 2016-08-09 2005-06-16
第160703号 2016-09-01 2022-08-31 2016-08-09 2005-06-16
第160708号 2016-09-01 2022-08-31 2016-08-12 1956-08-01
第160709号 2016-09-01 2022-08-31 2016-08-12 1999-05-21
第160710号 2016-09-01 2022-08-31 2016-08-12 2011-04-07
第160711号 2016-09-01 2022-08-31 2016-08-12 1990-08-31
第160717号 2016-09-01 2022-08-31 2016-08-16 1990-06-18
第160718号 2016-09-01 2022-08-31 2016-08-16 1990-06-18
第160719号 2016-09-01 2022-08-31 2016-08-16 1990-05-17
第160720号 2016-09-01 2022-08-31 2016-08-16 1956-04-01
第160721号 2016-09-01 2022-08-31 2016-08-16 1990-06-18
第160722号 2016-09-01 2022-08-31 2016-08-16 1990-05-17
第160729号 2016-09-01 2022-08-31 2016-08-17 1975-06-26
第160730号 2016-09-01 2022-08-31 2016-08-17 1975-04-14
第160731号 2016-09-01 2022-08-31 2016-08-17 1990-07-25
第160732号 2016-09-01 2022-08-31 2016-08-17 1999-04-28
第160733号 2016-09-01 2022-08-31 2016-08-17 1987-04-16
第160736号 2016-09-01 2022-08-31 2016-08-17 1999-08-25
第160738号 2016-09-01 2022-08-31 2016-08-17 1981-07-27
第160740号 2016-09-01 2022-08-31 2016-08-17 1981-07-27
第160741号 2016-09-01 2022-08-31 2016-08-17 1984-07-31
第160744号 2016-09-01 2022-08-31 2016-08-17 1975-04-10
第160745号 2016-09-01 2022-08-31 2016-08-17 1993-03-31
第160748号 2016-09-01 2022-08-31 2016-08-24 2011-04-21
第160766号 2016-09-01 2022-08-31 2016-08-30 1993-08-25
第160767号 2016-09-01 2022-08-31 2016-08-30 2005-04-26
第160768号 2016-09-01 2022-08-31 2016-08-31 2005-06-23
第160769号 2016-09-01 2022-08-31 2016-08-31 2005-06-23
第160776号 2016-09-01 2022-08-31 2016-08-31 1978-07-15

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
有限会社サンサトウ
有限会社サンサトウ
株式会社大久
パークフーズ株式会社

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１

営業所所在地２ 営業所名称１

株式会社ファスコーポレーション

代表取締役 佐久間 康治朗

佐藤商店
佐藤商店
株式会社大久
パークフーズ株式会社
ファスコーポレーション

日本マクドナルド株式会社
藤井 敏博
大黒天物産株式会社
大黒天物産株式会社
大黒天物産株式会社
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
柚木 真理子
衛藤 章子
津島 正美
奥野 泰
岡村 洋子
山田 節子
田川 紘昭
有限会社タケウチ
山下 正孝
門田 和
岡部 通男
岡部 通男
三宅 香代子
近藤 洋子
永育株式会社
藤田 恒治
山丈 泰典
武田 憲二
有限会社シンコーグループ
栗巣野 裕子
山口 健二
藤本 茉莉子
園田 勝子
大木 妙子
土出 多喜子
松尾 徹
藤原 弘美
日本マクドナルド株式会社

代表取締役

日本マクドナルド株式会社ＣＯＣＯＲＯＳＥ

代表取締役

佐藤 孝司 福山市草戸町二丁目１６番１８号
佐藤 孝司 福山市草戸町二丁目１６番１８号
大村 豊 福山市西桜町二丁目１番２２号

代表取締役

井上 大資 福山市東川口町一丁目５番２０号

代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役

福山市南町１３番８号
日色 保 福山市緑町２番４１号
福山市川口町二丁目３番４号

大賀
大賀
大賀
佐藤
佐藤
佐藤

昭司
昭司
昭司
利行
利行
利行

藤井製パン所
ディオ福山南店
福山市川口町四丁目１１番２２号
ディオ福山南店
福山市川口町四丁目１１番２２号
ディオ福山南店
福山市新市町大字戸手９３番地
株式会社ハローズ戸手店
福山市新市町大字戸手９３番地
株式会社ハローズ戸手店
福山市新市町大字戸手９３番地
株式会社ハローズ戸手店
福山市沖野上町三丁目８番２８号
やす兵衛
福山市霞町一丁目６番１２号 コシズビル２Ｆ スナック霞
福山市昭和町４番１０号
加茂川
福山市昭和町３番１号
金風呂
福山市住吉町３番２６号
パラダイスパブ ムシカ
福山市御門町一丁目１０番５号 ロ－ズタウン内 スナックめぐみ
福山市明治町１４番２８号
樋口ビル１Ｆ こまや
福山市川口町四丁目１１番２２号

竹内 和雄 福山市東川口町五丁目１１番１９号
福山市多治米町六丁目５番７号

KITCHEN HOUSE TAKEUCHI

喫茶うぐいす
串やき かど
福山市御門町二丁目５番２７号
ローソン福山御門二丁目店
福山市御門町二丁目５番２７号
ローソン福山御門二丁目店
山陽セントラルハイツ１ スナック愛子
福山市明治町５番７号
福山市紅葉町２番１６号
あらびあん
代表取締役 洪 陽草
福山市道三町５番１７号
ティティ
福山市多治米町六丁目５番２４号
コーヒーハウス フジタ
福山市昭和町３番２１号
縁や
福山市川口町一丁目８番４号
居酒屋 楽巴
取締役 金﨑 和芳 福山市入船町二丁目４番２２号 森山ビル１Ｆ ＫＩＮＧＤＯＭ
福山市住吉町４番１３号
ナナビル１階 四季遊膳 凛
福山市昭和町４番１０号
山福
カーサビル２Ｆ Ｌｏｕｎｇｅ ＳＵＩ
福山市住吉町８番２８号
福山市昭和町４番１８号
鉄板焼一銭
福山市御門町一丁目１０番２１号
三魚商
福山市入船町二丁目１１番８号 第一プレジャータウンＡ ままん家
志田原ビル１Ｆ ＷＡＴＳＯＮ
福山市昭和町２番１０号
モアリッチミナミビル ロミヤ
福山市南町２１番９号
代表取締役 日色 保 福山市入船町三丁目１番２５号
日本マクドナルド福山ポートプラザ店
福山市道三町４番３号
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営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

初回許可年月日 当初許可年月日

菓子製造業 一般 第160785号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-02 1993-09-22

一般 第160786号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-02 1993-09-22
飲食店営業 一般 第160788号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-05 1993-07-16
食肉処理業 一般 第160797号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-12 1999-05-26

あん類製造業

一般 第160809号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-20 1981-04-22
飲食店営業 一般 第160810号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-20 2011-09-22
菓子製造業 一般 第160811号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-20 1990-05-30

そうざい製造業

福山店

飲食店営業 一般 第160814号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-20 2005-07-13
飲食店営業 一般 第160815号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-20 2005-07-13
食肉販売業 一般 第160818号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-20 2005-07-13
飲食店営業 一般 第160819号 2016-11-01 2022-10-31 2016-09-20 1999-07-28
食肉販売業 一般 第160821号 2016-11-01 2022-10-31 2016-09-20 1999-07-28

一般 第160822号 2016-11-01 2022-10-31 2016-09-20 1999-07-28
飲食店営業 一般 第160823号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-21 1984-04-20
飲食店営業 一般 第160825号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-21 1981-09-06

加工水産物販売業

飲食店営業 一般 第160826号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-21 1969-07-05
飲食店営業 一般 第160827号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-21 1981-09-30
飲食店営業 一般 第160828号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-21 1987-05-13
飲食店営業 一般 第160829号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-21 1987-07-29
飲食店営業 一般 第160832号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-21 1990-04-09
飲食店営業 一般 第160833号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-21 1990-07-04
飲食店営業 一般 第160834号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-21 1990-09-07
飲食店営業 一般 第160837号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-21 1990-09-20
飲食店営業 一般 第160841号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-21 2011-06-02

一般 第160845号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-21 2011-06-02
飲食店営業 一般 第160847号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-21 1984-07-04
飲食店営業 一般 第160848号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-21 1981-04-09

加工水産物販売業

飲食店営業 一般 第160849号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-21 1984-06-01
飲食店営業 一般 第160850号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-21 1978-07-13
飲食店営業 一般 第160852号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-21 2005-04-14
飲食店営業 一般 第160853号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-21 2005-06-15
飲食店営業 一般 第160854号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-21 2005-04-26
飲食店営業 一般 第160855号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-21 2005-08-04
飲食店営業 一般 第160856号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-21 2005-09-28
飲食店営業 一般 第160859号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-21 2011-05-16
飲食店営業 一般 第160860号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-21 2011-05-24

一般 第160861号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-21 2011-07-01
飲食店営業 一般 第160862号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-21 2011-07-26
飲食店営業 一般 第160868号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-23 1993-08-25

魚介類販売業

飲食店営業 一般 第160869号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-23 1993-09-22
飲食店営業 一般 第160870号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-23 1999-04-06

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
永尾 暢康
木山 富子
古場 千代治
若林 昭彦
池田 ナミエ
ユウベル株式会社
北川 悦子
株式会社アペックス西日本
廣本 隆己
井上 美子
松本 東治
丸谷 宜弘
赤坂 隆祥
株式会社サザビーリーグ
株式会社サザビーリーグ
中東 由紀
矢井 真美
横山 美栄子
岡田 光子
星野 薫
星野 薫
﨑岡 健
内田 勇
内田 勇
松元 秋子
有限会社樽屋
田辺 品子
松尾 しのぶ
有限会社グッドラック
杉原 矩子
河相 明美
グリーンホスピタリティフードマネジメント株式会社

枝広 泰昭
片岡 寛子
宮本 奈美子
株式会社モーツアルト
徳永 圭子
坂本 みゆき
石井 美佐
荒田 美津栄
株式会社多幸半

申請者＿役職名

代表取締役

代表取締役

営業所所在地２ 営業所名称１
営業所所在地１
福山市花園町一丁目２番５号 永尾ビル１０５号 スターダスト
福山市沖野上町六丁目３番１２号
カラオケ フレンド
福山市多治米町一丁目６番７号
串焼こば
福山市入船町二丁目４番４号
ホースクラブ
福山市沖野上町六丁目７番１６号
みゆき
上田 堅司 福山市沖野上町五丁目２３番６号
平安祭典 福山南会館
住吉スクエア１階 ＦＯＯＤＳ ＢＡＲ「田」
福山市住吉町１番４０号
森 吉平 福山市緑町１番８号
三菱電機㈱福山製作所
福山市地吹町４番３号
カフェ・ド・パル
福山市西桜町一丁目５番１２号
井上たばこ店
福山市新市町大字下安井７３２番地
新市手打ちそば工房ときわ
福山市南町３番１１号
八寸
ローズガーデン１０７ 赤
福山市住吉町３番２２号

申請者＿代表者

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第160871号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-23 1999-04-06
飲食店営業 一般 第160872号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-23 1999-04-21
飲食店営業 一般 第160873号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-23 1999-04-28
飲食店営業 一般 第160874号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-23 1999-04-28
飲食店営業 一般 第160875号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-23 1999-06-29
飲食店営業 一般 第160876号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-23 1999-07-05
板金東側屋外 Ｎｏ．３５

飲食店営業 一般 第160877号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-23 1999-09-10
喫茶店営業 自動販売機 第160881号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-23 2011-09-27
飲食店営業 一般 第160887号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-23 1984-05-18

一般 第160889号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-23 1987-09-21
麺類製造業 一般 第160890号 2016-11-01 2022-10-31 2016-09-23 2011-10-06
飲食店営業 一般 第160899号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-27 1993-07-19

加工水産物販売業

飲食店営業 一般 第160900号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-27 2005-04-28
飲食店営業 一般 第160913号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-28 1999-04-13

代表取締役

角田 良太 福山市入船町三丁目１番２５号

天満屋福山ポートプラザ店１Ｆ

アフタヌーンティー・ティールーム

代表取締役

角田 良太 福山市入船町三丁目１番２５号

天満屋福山ポートプラザ店１Ｆ

アフタヌーンティー・ティールーム

福山市入船町二丁目１１番６号

第２プレジャータウン

福山市神辺町大字川北１０５０番地１６

スナックＣＲＯＳＳ
喫茶ごん
スナック ぴーすふる
岡田
ポンパドール
ポンパドール
Ｐｏｋａ－Ｐｏｋａ Ｂａｋｅｒｙ

福山市新市町大字戸手１６８番地

セブン‐イレブン福山新市戸手店

飲食店営業 一般 第160923号 2016-11-01 2022-10-31 2016-09-28 2011-07-27

福山市新市町大字戸手１６８番地

セブン‐イレブン福山新市戸手店

加工水産物販売業

福山市住吉町７番９号

キャスター
キャスク川口店
あそび
しいたいむ
劇場型ラウンジ 空
居酒屋 味花
美月
０Ｈ３０６７広島
うおしま
オーシャンクラブ
ＣＯ．Ｎａｍｉ
株式会社モーツアルト
スナック グランデ
スナック坂本
スナック みさ
歌謡ランドあすとろ
よりしま多幸半

福山市光南町一丁目２番２１号 豊田ビル
福山市入船町二丁目１１番８号
福山市多治米町一丁目２５番１７号
福山市神辺町大字川北１０４９番地９
福山市神辺町大字川北１０４９番地９

取締役 片鍋 裕子 福山市川口町三丁目２５番３号

福山市南町３番１１号
福山市昭和町４番１０号
取締役 金﨑 和芳 福山市入船町二丁目４番２０号 ソフトタウン１Ｆ

代表取締役

福山市昭和町３番１号

岩橋ビル１－Ａ

福山市入船町二丁目１１番８号

第１プレジャータウンＢ棟

丹井 一人 福山市光南町一丁目１番３０号

福山市沖野上町五丁目８番２４号

福山市明治町５番７号
福山市昭和町４番１８号
代表取締役

田上 友康 福山市入船町三丁目１番２５号

福山市住吉町３番２２号

六番館ビル５Ｆ
天満屋ハピータウンポートプラザ店

ローズガーデン２Ｆ

福山市松浜町一丁目１２番１０号 バーレンビル１Ｆ

福山市古野上町７番１５号
福山市光南町三丁目３番１９号
代表取締役

渡邊 準

福山市昭和町１番１５号
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菓子製造業 一般 第160914号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-28 1999-04-13
飲食店営業 一般 第160915号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-28 2005-07-14
飲食店営業 一般 第160916号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-28 2005-06-28
飲食店営業 一般 第160917号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-28 2005-08-25
喫茶店営業 一般 第160918号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-28 2005-09-01
飲食店営業 一般 第160919号 2016-11-01 2022-10-31 2016-09-28 1999-10-21
菓子製造業 一般 第160920号 2016-11-01 2022-10-31 2016-09-28 1999-10-21
菓子製造業 一般 第160921号 2016-11-01 2022-10-31 2016-09-28 2011-10-27

一般 第160927号 2016-11-01 2022-10-31 2016-09-28 2011-07-27
飲食店営業 一般 第160928号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-28 1987-08-25
喫茶店営業 一般 第160929号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-28 2005-09-15
飲食店営業 一般 第160933号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-29 1984-08-31
飲食店営業 一般 第160934号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-29 2005-04-07
飲食店営業 一般 第160935号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-29 2005-07-07
飲食店営業 一般 第160936号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-29 2005-08-09
飲食店営業 一般 第160937号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-29 2011-05-12
飲食店営業 一般 第160941号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-29 2011-08-18
飲食店営業 一般 第160958号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-30 2005-04-15
飲食店営業 一般 第160959号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-30 2011-04-01
飲食店営業 一般 第160963号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-30 1999-08-30
喫茶店営業 一般 第160965号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-30 1999-04-13
飲食店営業 一般 第160966号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-30 2011-04-01
飲食店営業 一般 第160969号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-30 2011-08-17
飲食店営業 一般 第160970号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-30 2011-08-03
飲食店営業 一般 第160972号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-30 2005-05-23
飲食店営業 一般 第160973号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-30 2005-08-11

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
福田 杏奈
株式会社意食獣エフ
ＬＩＡ ＹＵＬＩＡＮＡ
布施マルタマフーズ株式会社
藤井 誠三
安東 久美枝
株式会社フューレック
内海 弘晃
笠原 厚恵
山脇 優
梶井 修
安原 裕人
株式会社Ｊｅｒｒｙ
株式会社Ｊｅｒｒｙ
株式会社Ｊｅｒｒｙ
株式会社Ｊｅｒｒｙ
箱﨑 舞子
ワイビー株式会社
有限会社徳永
政吉 美智子
森近 正康
髙月 賀代
佐藤 留美
株式会社マーチセブングループ

徳山 光二
マチモト株式会社
株式会社アペックス西日本
河合 末子
藤井 輝美
笹部 千香
木村 健一郎
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
城田 貞夫
有限会社プチットメールダイゴ
株式会社グラットン
株式会社グラットン

申請者＿役職名

代表取締役

代表取締役

代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

営業所所在地２ 営業所名称１
営業所所在地１
福山市南町３番１号
杏’ｓｄｉｎｉｎｇ
藤井 洋介 福山市草戸町二丁目１番１号
イタリアンダイニングＡｊｉ‐ｔｏ
福山市松浜町一丁目２番１８号 ほっと館１Ｆ－Ｂ ＢＡＬＩ ＨＡＩ
辻村 義信 福山市東川口町三丁目５番２１号
株式会社メディカルシード
福山市神辺町大字川北１３１番地１ 川北ビル内
陽気屋
福山市神辺町大字新湯野３２番地２
アンカフェ ２０５
藤本 慎介 福山市神辺町大字新道上字二丁目１０番地２６
エーガル８シネマズ
福山市神辺町大字川南３１９４番地２
ギャラリーカフェ 丁子屋
福山市神辺町大字川南５１１番地１２
喫茶 エース
福山市加茂町字粟根２０５番地３
めん処 生房
福山市神辺町字西中条１０１８番地１
来夢
福山市神辺町字十三軒屋２１番地４
喜作

申請者＿代表者

井本
井本
井本
井本

憲宏
憲宏
憲宏
憲宏

セブンイレブン福山平成大学通り店

一般 第160999号 2016-11-01 2022-10-31 2016-10-06 2011-10-07
飲食店営業 一般 第161000号 2016-11-01 2022-10-31 2016-10-06 2011-10-07

セブンイレブン福山平成大学通り店

加工水産物販売業

福山市神辺町字十三軒屋１８５番地１

福山市住吉町７番１３号
福山市明治町５番７号
福山市駅家町大字今岡５２３番地２

福山市昭和町４番６号
代表取締役

広中 孝一

代表取締役

町本 義孝 福山市芦田町大字下有地３０７番地
森 吉平 福山市松浜町二丁目２番１１号

福山市神辺町字十九軒屋兼近１２番地１

福山市駅家町大字上山守２５８番地１

福山市神辺町字十九軒屋３００番地５

福山市昭和町２番１３号
福山市入船町二丁目１１番６号

福山市昭和町４番１８号

代表取締役
代表取締役

飲食店営業 一般 第160992号 2016-11-01 2022-10-31 2016-10-05 2011-06-16
飲食店営業 一般 第160994号 2016-11-01 2022-10-31 2016-10-06 2011-08-23

福山市神辺町字十三軒屋１８５番地１

福山市加茂町字中野８１５番地３

代表取締役

飲食店営業 一般 第160990号 2016-11-01 2022-10-31 2016-10-05 2005-09-08
飲食店営業 一般 第160991号 2016-11-01 2022-10-31 2016-10-05 2011-07-28

飲食店営業 一般 第160995号 2016-11-01 2022-10-31 2016-10-06 2011-10-07

福山市神辺町大字川北１１０１番地３８

代表取締役

飲食店営業 一般 第160988号 2016-11-01 2022-10-31 2016-10-05 2005-06-30
飲食店営業 一般 第160989号 2016-11-01 2022-10-31 2016-10-05 2005-09-06

加工水産物販売業

徳永 進

利行
利行
利行
利行
利行
利行

飲食店営業 一般 第160986号 2016-11-01 2022-10-31 2016-10-05 1999-09-17
飲食店営業 一般 第160987号 2016-11-01 2022-10-31 2016-10-05 2005-06-14

セブンイレブン福山駅家町倉光店

野田 祐一

佐藤
佐藤
佐藤
佐藤
佐藤
佐藤

飲食店営業 一般 第160976号 2016-10-04 2022-03-31 2016-10-04 2016-10-04
飲食店営業 一般 第160982号 2016-10-04 2022-03-31 2016-10-04 2016-10-04

セブンイレブン福山駅家町倉光店

代表取締役

代表取締役

ハートランド福山

福山市駅家町大字倉光２０番地２

代表取締役

代表取締役

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第160974号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-30 2011-06-21
飲食店営業 一般 第160975号 2016-10-01 2022-09-30 2016-09-30 2011-07-07

福山市駅家町大字倉光２０番地２

福山市住吉町７番１３号

代表取締役

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

Ｍ
ピザ・ロイヤルハット神辺店
日本料理 徳永
パライーソ樹苑ビル３Ｆ ＴＩＦＦＡＮＹ
花本ビル２Ｆ ＭＯＲＲＹ’Ｓ
四つ葉カフェ
ローズプラッツ１Ｃ らうんじ楓音
さぬきうどん天霧 道上店
徳山商店
マチモト株式会社
広島化成株式会社本社
スナック ららら
サンライズビル２－Ｃ Ｓｅｃｏｎｄ Ｏａｓｉｓ Ｂａｒ 誉
第２プレジャータウン 桜姫 Ｆｏｃａｃｉｎａ
６番館５階５Ｅ Ａ．ｋａ．ｒｉ
パライーソ樹苑ビル２Ｆ－Ｂ

福山市神辺町大字川北１４３５番地

株式会社ハローズ 神辺モール店

福山市神辺町大字川北１４３５番地

株式会社ハローズ 神辺モール店 寿司

福山市神辺町大字川北１４３５番地

株式会社ハローズ 神辺モール店

福山市神辺町大字川北１４３５番地

株式会社ハローズ 神辺モール店

福山市神辺町大字川北１４３５番地

株式会社ハローズ 神辺モール店

福山市神辺町大字川北１４３５番地

株式会社ハローズ 神辺モール店

福山市新市町大字戸手１０１２番地６

割烹あじ城
広島県立戸手高等学校食堂
食辛房 駅家店
食辛房 駅家店

代表取締役

大村 茂

代表取締役

徳永 孝進 福山市駅家町大字万能倉６１番地１

代表取締役

徳永 孝進 福山市駅家町大字万能倉６１番地１

福山市新市町大字相方２００番地
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一般 第161004号 2016-11-01 2022-10-31 2016-10-06 2011-10-07
飲食店営業 一般 第161005号 2016-10-06 2022-03-31 2016-10-06 2016-10-06
飲食店営業 一般 第161007号 2016-11-01 2022-10-31 2016-10-11 2005-07-19
飲食店営業 一般 第161008号 2016-11-01 2022-10-31 2016-10-11 2011-08-03
飲食店営業 一般 第161013号 2016-10-12 2022-03-31 2016-10-12 2016-10-12
飲食店営業 一般 第161014号 2016-10-14 2022-03-31 2016-10-14 2016-10-14
飲食店営業 一般 第161020号 2016-11-01 2022-10-31 2016-10-17 2011-05-12
飲食店営業 一般 第161021号 2016-10-18 2022-03-31 2016-10-18 2016-10-18
飲食店営業 一般 第161024号 2016-11-01 2022-10-31 2016-10-20 1999-08-04
菓子製造業 一般 第161029号 2016-11-01 2022-10-31 2016-10-20 2005-09-14

清涼飲料水製造業

一般

喫茶店営業

自動販売機

第161030号 2016-11-01 2022-10-31 2016-10-21 2011-08-11

第161031号 2016-10-21 2022-03-31 2016-10-21 2016-10-21
飲食店営業 一般 第161033号 2016-11-01 2022-10-31 2016-10-25 2005-07-20
飲食店営業 一般 第161036号 2016-10-26 2022-03-31 2016-10-26 2016-10-26

飲食店営業 一般 第161037号 2016-10-26 2022-03-31 2016-10-26 2016-10-26
飲食店営業 一般 第161038号 2016-10-26 2022-03-31 2016-10-26 2016-10-26
飲食店営業 一般 第161041号 2016-11-01 2022-10-31 2016-10-27 2011-10-04
飲食店営業 一般 第161042号 2016-11-01 2022-10-31 2016-10-27 2011-10-04
菓子製造業 一般 第161043号 2016-11-01 2022-10-31 2016-10-27 2011-10-04
食肉販売業 一般 第161045号 2016-11-01 2022-10-31 2016-10-27 2011-10-04

一般
一般
飲食店営業 一般
飲食店営業 一般
飲食店営業 一般
加工水産物販売業 一般
魚介類販売業

第161046号 2016-11-01 2022-10-31 2016-10-27 2011-10-04

加工水産物販売業

第161048号 2016-11-01 2022-10-31 2016-10-27 2011-10-04
第161051号 2016-11-01 2022-10-31 2016-10-31 1999-10-25
第161052号 2016-11-01 2022-10-31 2016-10-31 2005-08-25
第161053号 2016-11-01 2022-10-31 2016-10-31 2005-05-11
第161054号 2016-11-01 2022-10-31 2016-10-31 2005-05-11

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
株式会社ザグザグ
西ヶ谷 美子
幸健ファーマ株式会社
井上 真希
株式会社アミダ企画
佐伯 晴美
益川 和也
有限会社もりせん
堀之内 秀司
有限会社ゆうらい公司
有限会社八州
村上 光輝
池田 務
新広島ヤクルト販売株式会社
株式会社ザグザグ
羽原 愛子
初 洪波
中田 泰樹
株式会社西日本吉野家
有限会社ユノス・ダイニング
鳩野 茂広

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１

代表取締役

森 信

福山市神辺町大字川北１４３５番地

代表取締役

村田 和隆

福山市神辺町大字新徳田二丁目１６０番地

加工水産物販売業

新広島ヤクルト販売株式会社加茂センター
中野 健 福山市加茂町大字下加茂７６番地１
福山市三吉町一丁目５番１号
森 信
ザグザグ福山三吉店
福山市神辺町字道上３番地７
なごみ処 愛
福山市昭和町４番５号
Ｌビル ２－Ｄ 甜蜜蜜
福山市松浜町一丁目９番２７号 アートイン一乗２Ｆ ｃｌｕｂ ＨｉｇｈＤｒｕｎｋｅｒ
勝田 彰宏 福山市内一円
オレンジドリーム号
柚原 誠 福山市延広町６番４号
凰昇楼
福山市三之丸町３番８号
魚料理とおでん さち
岩瀬 賢治 福山市西町一丁目６番２８号
アーククラブ迎賓館福山
丹井 一人 福山市延広町１番２３号
０Ｈ１５０８広島
福山市神辺町字十九軒屋２５３番地２
Ｂｅｌｌｅ．
ＳＡＴＯ８ビル３Ｅ号室 リヤン
福山市昭和町１０番１０号

加工水産物販売業

梶原 聡一 福山市新市町大字新市１２１９番地２

加工水産物販売業

福山市神辺町字十三軒屋２７番地１５
代表取締役

満田 浩一 福山市入船町二丁目１１番４号 ２Ｆ

福山市昭和町４番２０号

Ｓビル２階

福山市神辺町大字川南９５６番地１
代表取締役

森 宣二

福山市木之庄町三丁目２番１３号

福山市元町１３番２号
代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ

代表取締役
代表取締役

代表取締役

高橋 民雄 福山市千田町四丁目１２番３２号
中西 睦之 福山市若松町２番１１号
福山市北本庄一丁目１番１号
福山市光南町一丁目２番１５号

福山市神辺町大字上竹田２番地３
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

山野 浩二 福山市三之丸町４番１号
山野 浩二 福山市三之丸町４番１号
中村 勝彦 福山市千田町二丁目５番１０号

森 吉平 福山市御幸町大字上岩成４６８番地８
森 吉平 福山市三之丸町３０番１号

代表取締役 馬屋原 眞美子

代表取締役
代表取締役

邦生
邦生
邦生
邦生

飲食店営業
飲食店営業
食肉販売業
飲食店営業
飲食店営業
食肉販売業
飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

山陽ＳＣ開発株式会社 福山支店

スペース甦謳る
レストラン「ビアン」
＋Ｏｎｅ
株式会社フレスタ おかず工房アイネス店

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

初回許可年月日 当初許可年月日

第161061号 2016-11-01 2022-10-31 2016-10-31 2011-09-26
第161066号 2016-11-01 2022-10-31 2016-10-31 2011-06-29
第161069号 2016-11-01 2022-10-31 2016-10-31 2011-08-25
第161070号 2016-11-01 2022-10-31 2016-10-31 2011-07-26
第161075号 2016-11-04 2022-03-31 2016-11-04 2016-11-04
第161081号 2016-11-07 2022-03-31 2016-11-07 2016-11-07
第161082号 2016-11-07 2022-04-30 2016-11-07 2016-11-07
第161083号 2016-12-01 2022-11-30 2016-11-07 2005-09-26
第161084号 2016-12-01 2022-11-30 2016-11-07 1999-06-30
第161088号 2016-12-01 2022-11-30 2016-11-07 1999-10-27
第161089号 2016-12-01 2022-11-30 2016-11-07 1999-06-21
第161090号 2016-12-01 2022-11-30 2016-11-07 2011-07-27
第161093号 2016-11-09 2022-03-31 2016-11-09 2016-11-09
第161097号 2016-11-09 2022-04-30 2016-11-09 2016-11-09
第161102号 2016-12-01 2022-11-30 2016-11-11 2011-07-12
第161104号 2016-11-11 2022-04-30 2016-11-11 2016-11-11
第161111号 2016-11-16 2022-03-31 2016-11-16 2016-11-16
第161112号 2016-11-16 2022-03-31 2016-11-16 2016-11-16

第161113号 2016-12-01 2022-11-30 2016-11-16 2011-07-28
飲食店営業 一般 第161115号 2016-12-01 2022-11-30 2016-11-16 2011-08-30
飲食店営業 一般 第161117号 2016-12-01 2022-11-30 2016-11-17 2011-11-24
移動販売車

飲食店営業 一般 第161118号 2016-12-01 2022-11-30 2016-11-17 2005-10-20
飲食店営業 一般 第161119号 2016-12-01 2022-11-30 2016-11-17 2011-09-08
飲食店営業 一般 第161120号 2016-11-18 2022-04-30 2016-11-18 2016-11-18
飲食店営業 一般 第161121号 2016-11-18 2022-03-31 2016-11-18 2016-11-18

一般 第161124号 2016-11-21 2022-04-30 2016-11-21 2016-11-21
飲食店営業 一般 第161126号 2016-11-24 2022-04-30 2016-11-24 2016-11-24
飲食店営業 一般 第161139号 2016-12-01 2022-11-30 2016-11-25 2011-10-07
一般 第161143号 2016-12-01 2022-11-30 2016-11-25 2011-10-07
飲食店営業 一般 第161144号 2016-12-01 2022-11-30 2016-11-25 2011-09-28
喫茶店営業 自動販売機 第161155号 2016-12-01 2022-11-30 2016-11-25 2011-11-22

加工水産物販売業

ハローズ株式会社 御幸店 店頭

福山市東町一丁目４番２１号
福山市笠岡町４番２５号
福山市東桜町１番８号
福山市東桜町１番８号
福山市東桜町１番８号
福山市東桜町１番８号

飲食店営業

社会福祉法人潤耀会 介護老人福祉施設 アルカディアせんだ

黒べぇさん

宗兼
宗兼
宗兼
宗兼

飲食店営業

気まぐれなキッチン ｂａｔｏｎ
ツツミビル１Ｆ ローソン福山駅前店
ツツミビル１Ｆ ローソン福山駅前店

串揚げ 居酒屋 ほうばい 朋輩

代表取締役

飲食店営業

スーパードラッグひまわり 新市店

福山市沖野上町六丁目８番７－１号

高木 孝昌 福山市御幸町大字上岩成１４８番地１３

飲食店営業

丸田マンション１階１０１号室

福山市南本庄一丁目９番２１号

代表取締役

代表取締役

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

ザグザグ神辺店
鉄板焼空ちゃん
壱番鶏神辺店
Ｍａｒｉａｇｕ
いち・に・さん
ポエチカ
うどん・そば大隈
有限会社もりせん
味処 秀
中国四川料理 又来軒２号店
有限会社八州 中西精肉店
むらかみ
季節料理赤木

福山市神辺町字十九軒屋２７５番地３

グリーンホスピタリティフードマネジメント株式会社

松本 諒太
米 阳
株式会社ププレひまわり
河相 明美
株式会社ヤマヒロ
株式会社ヤマヒロ
富士産業株式会社
株式会社アペックス西日本
株式会社アペックス西日本
足立 千里
岡本 博之
有限会社原古美術店
株式会社光洋フードサービス
芳原 由利子
株式会社フレスタ
株式会社フレスタ
株式会社フレスタ
株式会社フレスタ

営業所所在地２ 営業所名称１

東側従業員休憩所前

喫茶店営業

自動販売機 第161156号 2016-12-01 2022-11-30 2016-11-25 2011-11-24
飲食店営業 一般 第161165号 2016-12-01 2022-11-30 2016-11-29 2011-06-03
飲食店営業 一般 第161167号 2016-11-29 2022-03-31 2016-11-29 2016-11-29

喫茶店営業 一般 第161172号 2016-12-01 2022-11-30 2016-11-30 1999-07-07
飲食店営業 一般 第161174号 2016-12-01 2022-11-30 2016-11-30 2005-07-20
喫茶店営業 一般 第161175号 2016-12-01 2022-11-30 2016-11-30 2011-05-31
飲食店営業 一般 第161176号 2016-12-01 2022-11-30 2016-11-30 2011-10-21

株式会社フレスタ おかず工房アイネス店

飲食店営業 一般 第161177号 2016-12-01 2022-11-30 2016-11-30 2011-10-21
飲食店営業 一般 第161178号 2016-12-01 2022-11-30 2016-11-30 2011-10-21

株式会社フレスタ おかず工房アイネス店

魚介類販売業

株式会社フレスタ おかず工房アイネス店
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一般

第161179号 2016-12-01 2022-11-30 2016-11-30 2011-10-21

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
株式会社フレスタ
株式会社フレスタ
渡邊 真理
コンパスグループ・ジャパン株式会社

中山 裕三
庄司 政次
北島 成樹
平井 礼子
野村 健二
千葉 雅量
株式会社トモテツセブン
小山 守
小山 守
有限会社ポルシェ
有限会社宝来軒
香田 政会
因島青果株式会社
有限会社来々軒
ハラダ協同サービス株式会社
有限会社広東果菜農場
今川 順公
因島青果株式会社
高橋 ゆり子
平橋 紀和
江川 和恵
立川 知恵
株式会社ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本

宇田製菓株式会社
大黒天物産株式会社
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
有限会社富久松
有限会社富久松
佐野 康之
株式会社世羅豆菜
ハルモニア有限会社
ハルモニア有限会社
株式会社山上
藤井 勢大

申請者＿役職名

代表取締役
代表取締役

申請者＿代表者

営業所所在地１

営業所所在地２ 営業所名称１

宗兼 邦生 福山市東桜町１番８号
宗兼 邦生 福山市東桜町１番８号

代表取締役

石田 隆嗣 福山市伏見町４番３８号

福山市三之丸町３番４号
福山市今町２番１０号
福山市船町２番８号

代表取締役

代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役

株式会社フレスタ おかず工房アイネス店

加工水産物販売業

三菱ＵＦＪ銀行福山支店 食堂

Ｃａｐｃｉｃｕｍ ｃａｆｅ
アジアングランドいちぢく
船町ビル３Ｆ アンファンテリブル
福山市神辺町字湯野８番地１０
カラオケ喫茶 れいちゃん
福山市城見町一丁目３番４１号
福城苑
中村ビル１Ｆ東 お好み焼 鉄板焼 えんまる
福山市元町１５番５号
林 克士 福山市東村町三蔵９８５番地
福山大学食堂
福山市松永町四丁目２７番３３号
小山鮮魚店
福山市松永町四丁目２７番３３号
小山鮮魚店
樫本 英和 福山市神辺町字十三軒屋９５番地１
かつ将神辺店
髙橋 光伸 福山市松永町一丁目３７番地
有限会社宝来軒
福山市高西町二丁目２番１４号
喫茶 香
新藤 元紀 福山市今津町三丁目７番１０号
福本 洋介 福山市松永町六丁目１０番５７号
原田 宗一郎 福山市柳津町三丁目３番３１号

徳永ビルＢＦ１０１

一般 第161183号 2016-12-01 2022-11-30 2016-11-30 2011-10-21
飲食店営業 一般 第161184号 2016-11-30 2022-04-30 2016-11-30 2016-11-30
飲食店営業 一般 第161185号 2016-12-01 2022-11-30 2016-11-30 2005-06-08
飲食店営業 一般 第161186号 2016-12-01 2022-11-30 2016-11-30 2011-11-07
飲食店営業 一般 第161187号 2016-12-01 2022-11-30 2016-11-30 2005-06-28
飲食店営業 一般 第161195号 2016-12-05 2022-05-31 2016-12-05 2016-12-05
飲食店営業 一般 第161199号 2016-12-06 2022-04-30 2016-12-06 2016-12-06
飲食店営業 一般 第161202号 2016-12-08 2022-05-31 2016-12-08 2016-12-08
飲食店営業 一般 第161203号 2016-12-08 2022-05-31 2016-12-08 2016-12-08
飲食店営業 一般 第161204号 2017-01-01 2022-12-31 2016-12-08 1999-12-17

魚介類販売業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

海鮮寿司居酒屋 すだちや 松永店

飲食店営業

ふくの家

飲食店営業

ハラダ協同サービス株式会社松永営業所

飲食店営業

有限会社広東果菜農場
鳳凰
代表取締役 新藤 元紀 福山市今津町三丁目７番１０号
味八食堂 松永店
福山市松永町四丁目１０番１５号 創和ビル２Ｆ ラウンジ有紀
福山市今津町三丁目２番２８号 さんらいずＳＣ内 リトルウイング
福山市松永町五丁目９番２９号
来夢
福山市東桜町６番５号ＮＮビル１Ｆ
福の山らーめん
代表取締役 村上 正一 福山市御船町一丁目９番３号
ウォンツ 福山御船店
代表取締役 宇田 利幸 福山市箕沖町１０１番地２
宇田製菓株式会社
代表取締役 大賀 昭司 福山市今津町七丁目１５番３８号
ラ・ムー松永店
代表取締役 佐藤 利行 福山市手城町三丁目２０番１号
株式会社ハローズ手城店
代表取締役 佐藤 利行 福山市手城町三丁目２０番１号
株式会社ハローズ手城店
代表取締役 佐藤 利行 福山市手城町三丁目２０番１号
株式会社ハローズ手城店
代表取締役 佐藤 利行 福山市手城町三丁目２０番１号
株式会社ハローズ手城店
代表取締役 松本 泰昌 福山市幕山台三丁目２３番１０号
有限会社富久松
代表取締役 松本 泰昌 福山市幕山台三丁目２３番１０号
有限会社富久松
福山市津之郷町大字津之郷１３０１番地
豆腐工房 豆祥庵
代表取締役 信川 誠 福山市新市町大字戸手２４０２番地１
つどい亭
取締役 白川 益榮 福山市瀬戸町大字地頭分１３６５番地１
セブン‐イレブン福山瀬戸店
取締役 白川 益榮 福山市瀬戸町大字地頭分１３６５番地１
セブン‐イレブン福山瀬戸店
代表取締役 山本 美歩 福山市明治町６番１１号
Ｂａｒ Ｍｏｏｎ
グレイスビルＢ棟５０１号 ＰＯＲＣＯ
福山市三之丸町４番１号
代表取締役

中山 興

土井ビル２Ｆ

ＪＡ福山市柳津ホール内

初回許可年月日 当初許可年月日

食肉販売業 一般 第161180号 2016-12-01 2022-11-30 2016-11-30 2011-10-21

ドルチェ カフェ １７８

福山市神辺町大字川北７８５番地１

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

株式会社フレスタ おかず工房アイネス店

福山市神村町３７３７番地１
福山市藤江町６３９９番地７７
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食肉販売業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業

菓子製造業
菓子製造業
飲食店営業
魚介類販売業

食肉販売業
加工水産物販売業

飲食店営業
魚介類販売業

豆腐製造業
麺類製造業
飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第161207号 2017-01-01 2022-12-31 2016-12-08 2005-08-03
第161208号 2017-01-01 2022-12-31 2016-12-08 2005-08-03
第161214号 2016-12-09 2022-04-30 2016-12-09 2016-12-09
第161225号 2017-01-01 2022-12-31 2016-12-09 1999-10-15
第161226号 2017-01-01 2022-12-31 2016-12-09 1999-12-01
第161227号 2017-01-01 2022-12-31 2016-12-09 2005-07-06
第161228号 2017-01-01 2022-12-31 2016-12-09 2005-10-04
第161229号 2017-01-01 2022-12-31 2016-12-09 2005-10-20
第161230号 2017-01-01 2022-12-31 2016-12-09 2005-11-30
第161231号 2017-01-01 2022-12-31 2016-12-09 2011-12-12
第161232号 2017-01-01 2022-12-31 2016-12-09 2011-11-02
第161233号 2017-01-01 2022-12-31 2016-12-09 2011-12-20
第161234号 2017-01-01 2022-12-31 2016-12-09 2011-12-27
第161237号 2017-01-01 2022-12-31 2016-12-14 2011-10-05
第161241号 2016-12-14 2022-05-31 2016-12-14 2016-12-14
第161242号 2016-12-14 2022-05-31 2016-12-14 2016-12-14
第161243号 2017-02-01 2023-01-31 2016-12-14 2011-10-24
第161245号 2017-01-01 2022-12-31 2016-12-15 2011-12-02
第161246号 2017-02-01 2023-01-31 2016-12-15 1999-10-04
第161247号 2017-02-01 2023-01-31 2016-12-15 1999-10-04
第161249号 2017-02-01 2023-01-31 2016-12-15 1999-10-04
第161250号 2017-02-01 2023-01-31 2016-12-15 1999-10-04
第161251号 2017-02-01 2023-01-31 2016-12-19 2005-09-26
第161252号 2017-02-01 2023-01-31 2016-12-19 2005-09-26
第161256号 2017-01-01 2022-12-31 2016-12-19 2005-08-12
第161258号 2016-12-20 2022-04-30 2016-12-20 2016-12-20
第161260号 2017-01-01 2022-12-31 2016-12-20 2011-07-13
第161264号 2017-01-01 2022-12-31 2016-12-20 2011-07-13
第161265号 2016-12-20 2022-03-31 2016-12-20 2016-12-20
第161266号 2016-12-20 2022-05-31 2016-12-20 2016-12-20

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
株式会社繁廣
株式会社グラットン
株式会社ふたば
横山 崇
戸田 多津子
株式会社アペックス西日本
株式会社アペックス西日本
串田 芳文
赤松 寿美
株式会社本家かまどや
株式会社丸亀製麺
吉浦 節子
株式会社州英

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１

代表取締役

川上 茂

福山市瀬戸町大字長和６７３番地３

代表取締役

徳永 孝進 福山市瀬戸町大字山北３００番地

代表取締役

中本 賢治 福山市千田町大字千田２２１１番地２

営業所所在地２ 営業所名称１

福山市御幸町大字中津原１６２９番地３

福山市松永町四丁目１６番５４－２号 レインボータウン１Ｆ
代表取締役
代表取締役

森 吉平 福山市南今津町４３番地
森 吉平 福山市南今津町４３番地
福山市南町１２番１号
福山市松永町四丁目１５番７５号

繁廣本部工場
食辛房 サファ福山店
ぱんじゃ
ちるばす停
でいらいと
広島県自動車整備振興会福山支所 軒下

喫茶店営業

アートビル１Ｆ ＯＴＯＫＯＭＡＥ
コーポ長和島１Ｆ スナックＦｉｎｅ
本家かまどやアモール福山店
丸亀製麺 松永店
軽食喫茶お利伊無
神原ビル２Ｆ Ａｎｇｅ
オーサムベーカリー三之丸店
浜焼太郎 福山駅前店
白十字 蔵王店

代表取締役

山口 寛 福山市高西町四丁目４番５号

代表取締役

野島 英史 福山市松永町四丁目９番３号

株式会社ラサンテインターナショナル

代表取締役

山野 一義 福山市三之丸町８番９号

株式会社ＧｏｏｄＰｉｎｅ
株式会社白十字
株式会社たていし園
福山栄養給食株式会社
株式会社ＮＢＦ
株式会社ＮＢＦ
小林物産株式会社
本原 裕之
羽原 将人
株式会社浜吉
株式会社浜吉
茭口 直美
茭口 直美
篠原 恵子
浜口 大
長谷川 真郷
岡本 洋子

代表取締役

松本 敬文 福山市元町１番１２号

代表取締役

二木 正久 福山市南蔵王町四丁目１４番８号

代表取締役

立石 稔

福山市南蔵王町五丁目９番１８号

茶葉香房たていし園イズミ蔵王店

代表取締役

廣中
鶴原
鶴原
小林

福山市引野町南二丁目１２番１号

ＪＦＥディマーネ福山弐番館管理棟営業所

福山市春日町七丁目１番１４号

エームサービスジャパン株式会社

代表取締役

福山春日食堂
まいどおおきに福山深津食堂
小林物産株式会社
本原商店
御料理 はばら
浜吉福山２号店
浜吉福山３号店
如稲
如稲
Ｌｏｖｅ ＆ Ｐｅａｃｅ
個室居酒屋 丸だい。
Ｒｅｖｅ
サウンドぬ～
エームＳＪ３６２２

池田糖化工業株式会社
池田糖化工業株式会社
池田糖化工業株式会社
池田糖化工業株式会社
大橋 雅宏
株式会社あきんどスシロー
古海 諭
池田糖化工業株式会社
池原 徹

代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役

信次
和行
和行
攝子

福山市東深津町三丁目１４番１１号

福山市卸町２番１６号
福山市引野町一丁目１番１号
福山市昭和町８番３号
赤枝 俊郎 福山市三之丸町３０番１号
赤枝 俊郎 福山市三之丸町３０番１号

ふじ半ビル１階１０５号

福山市本庄町中二丁目４番３０号
福山市本庄町中二丁目４番３０号

福山市東陽台一丁目２４番２２号

福山市船町７番３３号
福山市入船町二丁目４番１５号

百軒堂ビルＢ棟１－１

福山市春日町七丁目１０番１８号 サクセスライフ１０３

代表取締役
代表取締役
代表取締役

小谷 周 福山市春日町七丁目１番１８号 小林病院内
池田 直之 福山市箕沖町９７番地
池田 直之 福山市箕沖町９７番地
池田 直之 福山市箕沖町９７番地
池田 直之 福山市箕沖町９７番地
福山市加茂町字中野５５５番地

代表取締役

堀江 陽

福山市神辺町字十三軒屋１４２番地１

福山市住吉町１番４０号
代表取締役

池田 直之 福山市南手城町二丁目３２番１４号

福山市明治町５番７号 １Ｆ

菓子製造業 一般 第161269号 2016-12-21 2022-05-31 2016-12-21 2016-12-21
飲食店営業 一般 第161271号 2016-12-22 2022-05-31 2016-12-22 2016-12-22
飲食店営業 一般 第161273号 2017-01-01 2022-12-31 2016-12-22 2011-10-19
喫茶店営業 自動販売機 第161274号 2017-01-01 2022-12-31 2016-12-22 2005-08-10

金原 弘周

福山市松永町四丁目１５番７２号

初回許可年月日 当初許可年月日

食肉処理業 一般 第161267号 2017-01-01 2022-12-31 2016-12-20 2005-07-12
飲食店営業 一般 第161268号 2017-01-01 2022-12-31 2016-12-20 2011-07-04

広島県自動車整備振興会福山支所 通路

代表取締役

福山市今津町字安毛ノ下２１７６番地３

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

自動販売機 第161275号 2017-01-01 2022-12-31 2016-12-22 2005-08-10
飲食店営業 一般 第161283号 2016-12-27 2022-03-31 2016-12-27 2016-12-27
飲食店営業 一般 第161288号 2017-01-01 2022-12-31 2016-12-28 1999-07-02

飲食店営業 一般 第161290号 2017-01-01 2022-12-31 2016-12-28 2005-08-31
飲食店営業 一般 第161291号 2017-01-01 2022-12-31 2016-12-28 2011-07-06
飲食店営業 一般 第161292号 2017-01-01 2022-12-31 2016-12-28 2011-09-22
飲食店営業 一般 第161293号 2017-01-01 2022-12-31 2016-12-28 2011-10-28
菓子製造業 一般 第161294号 2016-12-28 2022-05-31 2016-12-28 2016-12-28
飲食店営業 一般 第161296号 2016-12-28 2022-05-31 2016-12-28 2016-12-28
喫茶店営業 一般 第161297号 2017-02-01 2023-01-31 2017-01-04 2005-10-28
喫茶店営業 一般 第161299号 2017-02-01 2023-01-31 2017-01-04 1999-09-17
飲食店営業 一般 第161300号 2017-02-01 2023-01-31 2017-01-04 2011-09-05
飲食店営業 一般 第161302号 2017-02-01 2023-01-31 2017-01-04 2011-09-21
飲食店営業 一般 第161303号 2017-02-01 2023-01-31 2017-01-04 2011-10-03
加工水産物販売業
加工水産物販売業

飲食店営業
加工水産物販売業
加工水産物販売業

菓子製造業
そうざい製造業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

池田糖化工業株式会社箕島工場Ｋ２棟

菓子製造業

池田糖化工業株式会社箕島工場Ｋ２棟

乳製品製造業

池田糖化工業株式会社箕島工場Ｋ２棟

添加物製造業

池田糖化工業株式会社箕島工場カラメル

添加物製造業

旨匠 仁助
スシロー福山神辺店
住吉スクエア１Ｆ ＯＬＩＳＯＬＩＶＡ

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

池田糖化工業株式会社手城第１工場

添加物製造業

ツキノヒカリ．

飲食店営業
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一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第161305号 2017-02-01 2023-01-31 2017-01-04 2005-10-28
第161306号 2017-02-01 2023-01-31 2017-01-04 2011-08-02
第161312号 2017-01-10 2022-03-31 2017-01-10 2017-01-10
第161313号 2017-01-10 2022-05-31 2017-01-10 2017-01-10
第161314号 2017-01-10 2022-05-31 2017-01-10 2017-01-10
第161318号 2017-01-12 2022-05-31 2017-01-12 2017-01-12
第161319号 2017-01-12 2022-05-31 2017-01-12 2017-01-12
第161320号 2017-02-01 2023-01-31 2017-01-12 2005-11-02
第161322号 2017-01-13 2022-05-31 2017-01-13 2017-01-13
第161323号 2017-01-13 2022-03-31 2017-01-13 2017-01-13
第161324号 2017-02-01 2023-01-31 2017-01-13 2005-08-01
第161325号 2017-02-01 2023-01-31 2017-01-13 2011-11-14
第161326号 2017-02-01 2023-01-31 2017-01-13 1999-12-03
第161327号 2017-02-01 2023-01-31 2017-01-13 1999-12-03
第161328号 2017-02-01 2023-01-31 2017-01-13 1999-12-03
第161329号 2017-02-01 2023-01-31 2017-01-13 1999-12-03
第161330号 2017-01-13 2022-04-30 2017-01-13 2017-01-13
第161331号 2017-01-13 2022-04-30 2017-01-13 2017-01-13
第161333号 2017-01-13 2022-03-31 2017-01-13 2017-01-13
第161335号 2017-02-01 2023-01-31 2017-01-16 2006-01-06
第161342号 2017-01-18 2022-03-31 2017-01-18 2017-01-18

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
髙田 多津代
アシード株式会社
株式会社英研アカデミー福山
株式会社アペックス西日本
株式会社アペックス西日本
占部水産株式会社
占部水産株式会社
北野 利花
中河 晋太郎
長沼 正樹
株式会社日米クック
山手 知己
株式会社プライムフーズ
株式会社ププレひまわり
宇田川 洋
宇田川 洋
森川 美佐子
森川 美佐子
ＡＳＫ株式会社
高橋 徳哲
武井 幸恵
株式会社アペックス西日本
株式会社中村煎餅
株式会社中村煎餅
有限会社原田酒店
有限会社原田酒店
株式会社コスモス薬品
有限会社たんと
渋谷 サラ
佐々木 智亮
細川 知美
株式会社ナリコマエンタープライズ

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１

営業所所在地２ 営業所名称１

代表取締役

久保 一史 福山市曙町一丁目１０番１０号

代表取締役

森田 公明 福山市伊勢丘六丁目２２番１７号

代表取締役

森 吉平
森 吉平
占部 修
占部 修

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

ブラン
日塗株式会社
レストラン伊勢ヶ丘庭

福山市御幸町大字上岩成７４３番地２

福山市一文字町６番１号
福山市春日町三丁目３番９号
福山市一文字町２０番１６号
福山市一文字町２０番１６号

山陽染工株式会社１Ｆ休憩所自販機コーナー

飲食店営業 一般 第161351号 2017-02-01 2023-01-31 2017-01-20 2011-12-12
喫茶店営業 自動販売機 第161354号 2017-02-01 2023-01-31 2017-01-20 2011-09-08

株式会社ハローズ春日店店頭軒下

喫茶店営業
そうざい製造業

代表取締役

占部水産株式会社
占部水産株式会社
福山市東川口町五丁目１７番２６号 コーポ森山Ｇ カラオケ 褐 Ｂｒｏｗｎ
福山市新涯町三丁目３１番１８号 １Ｆ北側
お菓子工房テテ
福山市元町８番２号
囲肴屋 樹
米谷 素明 福山市蔵王町３９６５番地１３
ライフサポートきらり
福山市引野町五丁目３番２０号 サニーハイツ１Ｆ 居酒屋 弁天茶屋
カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 福山引野町店
守屋 集 福山市引野町四丁目３番２７号

代表取締役

梶原 聡一 福山市大門町三丁目２４番２４号

代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役

代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役

藤井 剛

福山市元町１３番２６－２号
福山市住吉町８番２８号
福山市住吉町３番１２号

池田ビル１Ｆ
カーサビル１階 １０１
ピュアシティー住吉ＹＫＳビル２－Ｂ

福山市多治米町二丁目１４番９号

竹内 美夫 福山市手城町三丁目１０番１３号

湛増 隆博

福山市南蔵王町五丁目７番１２号

ナショナル・ベンディング株式会社

代表取締役

藤山 雄一郎

ナショナル・ベンディング株式会社

代表取締役

藤山 雄一郎

株式会社フジタ商事
株式会社ジョイフル中国
城戸 隆司
佐藤 正則
中國總業有限会社
新内 昭吉

代表取締役
代表取締役

福山市引野町三丁目１７番５号

福山市引野町一丁目１番１号
藤田 康仁 福山市蔵王町３０４９番地
林 信太郎 福山市引野町四丁目５番８号
福山市南蔵王町六丁目１１番１０号東

代表取締役

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

代表取締役

代表取締役

菓子製造業

ローソン福山西深津店
福山市西深津町四丁目３番１１号
ローソン福山西深津店
千成栄ビル１Ｆ（奥） おしゃべりＣＡＦＥ笑顔
福山市南町５番１８号
千成栄ビル１Ｆ（手前） スナックわがまま
福山市南町５番１８号
廣田 和之 福山市元町１３番２４号２Ｆ北
ＢＡＲ ＩＮＤＩＧＯ
ラセーヌビル１０２ 鶏壱
福山市昭和町４番２３号
福山市松浜町一丁目４番６号 立花ビル１０３ ユキエ
昭和運輸株式会社 事務所前
森 吉平 福山市大門町四丁目２２番２８号
中村 友泰 福山市吉津町１番７号
中村煎餅 吉津工場
中村 友泰 福山市北吉津町二丁目５番１０号
中村煎餅

代表取締役

代表取締役

飲食店営業

加工水産物販売業

原田 晋吉 福山市春日町六丁目８番３０号
原田 晋吉 福山市春日町六丁目８番３０号
横山 英昭 福山市春日町一丁目６番４５号

代表取締役

加工水産物の製造業

スーパードラッグひまわり大門店

福山市西深津町四丁目３番１１号

福山市木之庄町三丁目５番７号
宇田 尚生 福山市水呑町２４０５番地７

福山市昭和町８番１１号

ＫＯビル１Ｆ

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第161345号 2017-01-18 2022-05-31 2017-01-18 2017-01-18
喫茶店営業 自動販売機 第161350号 2017-02-01 2023-01-31 2017-01-20 2011-12-07

加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
喫茶店営業

自動販売機

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第161357号 2017-02-01 2023-01-31 2017-01-20 2012-01-17
第161362号 2017-02-01 2023-01-31 2017-01-23 1999-10-18
第161363号 2017-02-01 2023-01-31 2017-01-23 1999-10-18
第161364号 2017-01-23 2022-03-31 2017-01-23 2017-01-23
第161365号 2017-02-01 2023-01-31 2017-01-24 2011-10-11
第161366号 2017-01-24 2022-05-31 2017-01-24 2017-01-24
第161368号 2017-02-01 2023-01-31 2017-01-25 2011-09-29
第161369号 2017-02-01 2023-01-31 2017-01-25 2005-10-24
第161371号 2017-02-01 2023-01-31 2017-01-25 2011-10-24
第161373号 2017-02-01 2023-01-31 2017-01-25 2011-12-14
第161375号 2017-02-01 2023-01-31 2017-01-25 2005-12-07
第161379号 2017-02-01 2023-01-31 2017-01-25 2005-12-07
第161380号 2017-01-25 2022-03-31 2017-01-25 2017-01-25
第161381号 2017-01-25 2022-03-31 2017-01-25 2017-01-25
第161383号 2017-01-26 2022-05-31 2017-01-26 2017-01-26
第161384号 2017-01-26 2022-03-31 2017-01-26 2017-01-26
第161385号 2017-01-26 2022-03-31 2017-01-26 2017-01-26

第161390号 2017-02-01 2023-01-31 2017-01-27 2012-01-24
菓子製造業 一般 第161391号 2017-01-27 2022-05-31 2017-01-27 2017-01-27
菓子製造業 一般 第161392号 2017-01-27 2022-05-31 2017-01-27 2017-01-27
自動販売機

セブンイレブン福山春日６丁目店

飲食店営業 一般 第161393号 2017-02-01 2023-01-31 2017-01-27 2005-08-16

セブンイレブン福山春日６丁目店

加工水産物販売業

ドラッグコスモス春日町店
酒膳小路Ｂａｒ月兎
ＳＮＡＣＫハニー
Ｌｏｏｐ
お好み焼き〇知食堂
福助苑
ｂｒａｖｅ ｈｅａｒｔｓ
有限会社正和工作所
福山青果株式会社
ヒットゴルフ
ジョイフル引野店
個室ダイニング 千
ジェラテリア「インポスターレ」
Ｆｕｋｕｙａｍａ ｓｏｆｔ ｃｒｅａｍ
アンツ
Ｅ－ｙａｈ－ｓａ－ｓａ－
Ｏｋｉｎａｗａｎ ＢＡＲ

加工水産物販売業
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飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第161397号 2017-02-01 2023-01-31 2017-01-27 2005-08-16
第161401号 2017-02-01 2023-01-31 2017-01-27 2011-11-14
第161408号 2017-01-30 2022-05-31 2017-01-30 2017-01-30
第161409号 2017-01-30 2022-03-31 2017-01-30 2017-01-30
第161410号 2017-01-30 2022-03-31 2017-01-30 2017-01-30
第161411号 2017-01-31 2022-03-31 2017-01-31 2017-01-31
第161412号 2017-02-01 2023-01-31 2017-01-31 2005-09-30
第161413号 2017-02-01 2023-01-31 2017-01-31 2005-11-16

喫茶店営業

自動販売機

第161415号 2017-02-01 2023-01-31 2017-01-31 1999-10-04

喫茶店営業

自動販売機

第161416号 2017-02-01 2023-01-31 2017-01-31 1999-10-04

喫茶店営業

自動販売機

第161420号 2017-02-01 2023-01-31 2017-01-31 2011-10-26
飲食店営業 一般 第161421号 2017-02-01 2023-01-31 2017-01-31 1999-12-24
飲食店営業 一般 第161422号 2017-02-01 2023-01-31 2017-01-31 2012-01-19

一般
一般
飲食店営業 一般

アイスクリーム類製造業

第161429号 2017-02-02 2022-05-31 2017-02-02 2017-02-02

アイスクリーム類製造業

第161434号 2017-03-01 2023-02-28 2017-02-03 2005-10-12
第161436号 2017-02-06 2022-03-31 2017-02-06 2017-02-06

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
高橋 辰彦
佐藤 直子
ツネイシホールディングス株式会社

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１
福山市松永町二丁目７番１２号

福山市鞆町鞆１０９９番地１
代表取締役

新田 俊一
株式会社アシュティー･アンド・カンパニーズ

代表取締役

株式会社アシュティー･アンド・カンパニーズ

代表取締役

神原 宏達 福山市沼隈町大字常石２６３番地１

福山市鞆町鞆１３６番地３０
大西 純子 福山市鞆町鞆８４９番地
大西 純子 福山市鞆町鞆８４９番地
福山市水呑町４７２７番地１

営業所所在地２ 営業所名称１

じんや
佐藤 直子
碧荘
鯛丸
瀬戸内屋 大船幸太郎
瀬戸内屋 大船幸太郎
水呑Ｃａｆｅ Ｂｏｎｅｕ
アンジュ
やきとり黒田
（洋菓子）エルヴェ
旬彩 うま味
鉄板焼 酔島
マルコ水産有限会社

鈴木 大孝
リバーサイド観光株式会社 代表取締役 木村 洋二 福山市西新涯町二丁目１４番２５号
黒田 寅夫
福山市水呑町４０８９番地１２
福山市木之庄町三丁目５番１３号
佐藤 正則
福山市御門町二丁目２番１２号
村田 文雄
代表取締役 林 暁志 福山市住吉町７番１１号
株式会社海信設備工業
代表取締役 兼田 敏信 福山市内海町イ１４２８番地１１１
マルコ水産有限会社
ハローズ株式会社沼南店店頭
株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 福山市沼隈町大字草深１９８１番地１
株式会社Ｐｅｒｓｏｎ’ｓ ｄｒｅａｍ 代表取締役 與座 良太 福山市元町１２番７号
福山会館６Ｆ 北海道 魚均
代表取締役 神原 秀明 福山市沼隈町大字常石１２８４番地３
ツネイシＬＲ株式会社
常石造船本館食堂
代表取締役 林 克士
株式会社グローバル
福山市鞆町鞆４１６番地１
ともてつバスセンター
代表取締役 森 信
株式会社ザグザグ
福山市水呑町５０番地５
ザグザグ水呑店
取締役 前田 美都子 福山市元町７番６号
有限会社酒のマエダ
有限会社酒のマエダ
ＳＡＴＯ８ビルパート２西側１Ｆ ＭＡＤＡＭ ＢＥＡＮ
米田 美佐子
福山市昭和町１０番２０号
福山市坪生町一丁目３３番１４号
セブン－イレブン福山坪生町店
金尾 茂良
福山市坪生町一丁目３３番１４号
セブン－イレブン福山坪生町店
金尾 茂良
代表取締役 山田 早苗 福山市昭和町７番１０号
株式会社ｓａｋｋｕｒｕ
咲来 ｄｉｎｉｎｇ てしおがわ
代表取締役 岡部 知之 福山市高西町二丁目１番２５号
旬菜創作ビュッフェ 露菴 福山松永店
おいしい約束株式会社
代表取締役 岡部 知之 福山市高西町二丁目１番２５号
旬菜創作ビュッフェ 露菴 福山松永店
おいしい約束株式会社
代表取締役 寺田 昌弘 福山市駅家町大字万能倉８３０番地２
株式会社ＺＵＮＤ
ラー麺ずんどう屋福山駅家店
代表取締役 門田 治己 福山市熊野町乙１１５１番地２
有限会社勉強堂
御菓子所 勉強堂
福山市東手城町二丁目８番１０号
川村 嘉彦
ＦＯＵＲ ＳＥＡＳＯＮ
ベネフィットホテル株式会社 代表取締役 小林 みな子 福山市鞆町後地３３７１番地
人生感が変わる宿 ここから
代表取締役 藤原 章敬 福山市鞆町鞆４１６番地１
有限会社魚壱
有限会社魚壱
福山市沼隈町大字草深１８９９番地６
岡崎 正之
マー店
株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 福山市光南町三丁目７番２７号
ガスト福山光南店
代表取締役 川相 富久 福山市住吉町１番２３号
有限会社ミナミ山光亭
ミナミ山光亭
代表取締役 川相 富久 福山市住吉町１番２３号
有限会社ミナミ山光亭
ミナミ山光亭
代表取締役 上土 稔
福山市光南町三丁目３番３２号
有限会社重高
天下一品 光南店
セブン－イレブン福山道三町店
難波 寛治
福山市道三町２番１号
飛坂 幸一郎
福山市南町１番３号
鉄板焼とび丸
代表取締役 門田 達也 福山市沖野上町二丁目９番２５号
有限会社晩久
ＫａＤｏＮｏ
代表取締役 井関 雅稔 福山市御門町一丁目１０番２号
有限会社井関商事
珍豚美人
広島アグリフードサービス株式会社 代表取締役 中島 和雄 福山市霞町一丁目１番１号
広島銀行福山営業本部食堂
福山市川口町一丁目１８番１０号
永田 敏之
イル・ピッチコット

16 / 155 ページ

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第161439号 2017-02-09 2022-06-30 2017-02-09 2017-02-09
飲食店営業 一般 第161442号 2017-03-01 2023-02-28 2017-02-09 1999-11-16
飲食店営業 一般 第161443号 2017-03-01 2023-02-28 2017-02-09 2011-12-19
飲食店営業 一般 第161444号 2017-03-01 2023-02-28 2017-02-09 2012-01-12
飲食店営業 一般 第161446号 2017-03-01 2023-02-28 2017-02-10 2011-12-08

一般 第161447号 2017-03-01 2023-02-28 2017-02-10 2011-12-08
飲食店営業 一般 第161453号 2017-03-01 2023-02-28 2017-02-14 2011-11-28
飲食店営業 一般 第161456号 2017-02-15 2022-07-31 2017-02-15 2017-02-15

加工水産物販売業

飲食店営業 一般 第161457号 2017-03-01 2023-02-28 2017-02-15 2005-12-08
菓子製造業 一般 第161458号 2017-02-17 2022-05-31 2017-02-17 2017-02-17
飲食店営業 一般 第161459号 2017-02-17 2022-03-31 2017-02-17 2017-02-17
飲食店営業 一般 第161460号 2017-02-20 2022-03-31 2017-02-20 2017-02-20
加工水産物の製造業

一般

喫茶店営業

自動販売機

第161464号 2017-03-01 2023-02-28 2017-02-20 2012-02-29

第161467号 2017-03-01 2023-02-28 2017-02-20 2012-02-24
飲食店営業 一般 第161470号 2017-02-20 2022-05-31 2017-02-20 2017-02-20
飲食店営業 一般 第161472号 2017-02-21 2022-05-31 2017-02-21 2017-02-21
魚介類販売業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
食肉販売業
麺類製造業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
魚介類販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
食肉販売業
飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第161473号 2017-03-01 2023-02-28 2017-02-21 2005-12-21
第161474号 2017-03-01 2023-02-28 2017-02-21 2012-02-01
第161475号 2017-02-21 2022-05-31 2017-02-21 2017-02-21
第161476号 2017-02-21 2022-03-31 2017-02-21 2017-02-21
第161477号 2017-02-22 2022-07-31 2017-02-22 2017-02-22
第161481号 2017-02-22 2022-07-31 2017-02-22 2017-02-22
第161483号 2017-02-23 2022-03-31 2017-02-23 2017-02-23
第161485号 2017-02-27 2022-06-30 2017-02-27 2017-02-27
第161486号 2017-02-27 2022-06-30 2017-02-27 2017-02-27
第161488号 2017-02-27 2022-04-30 2017-02-27 2017-02-27
第161489号 2017-03-01 2023-02-28 2017-02-27 2011-12-21
第161490号 2017-02-27 2022-07-31 2017-02-27 2017-02-27
第161492号 2017-03-01 2023-02-28 2017-02-28 2011-08-31
第161494号 2017-03-01 2023-02-28 2017-02-28 2011-12-20
第161495号 2017-03-01 2023-02-28 2017-02-28 2012-02-13
第161496号 2017-04-01 2023-03-31 2017-02-28 2000-03-02
第161497号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-01 1999-10-21
第161498号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-01 1999-10-21
第161499号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-01 1999-11-29
第161504号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-01 1999-11-25
第161506号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-01 2005-11-14
第161507号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-01 2006-01-20
第161508号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-01 2006-02-22
第161509号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-01 2006-03-31
第161510号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-01 2011-11-04

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
植野 文子
齋藤 美紀
的場 美知子
株式会社ＭＲＫ
池田 カズコ
木村 繁昌
笠岡 幸子
仁科 未貴
株式会社膳夫高木
小平 裕也
谷元 和也
有限会社福ちゃん
株式会社魚国総本社
株式会社一富士興業
平野 詞麻
藤井 靖子
鈴木 英二

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日 初回許可年月日
営業所所在地２ 営業所名称１
営業所所在地１
飲食店営業 一般 第161511号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-01 2011-10-04
福山市野上町二丁目５番４号
お好み焼福ちゃん
飲食店営業 一般 第161513号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-01 2011-12-27
福山市住吉町３番１１号
居酒屋なの花
ＭＴシティーコーポ地下１階 和風鉄板焼 暖家
飲食店営業 一般 第161515号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-01 2012-03-22
福山市明治町１番１号
代表取締役 知光 優里 福山市松浜町一丁目７番６号 マリンタワーⅢ１０１号室 Ｃｌｕｂ Ｌ’ｐｕｒ
飲食店営業 一般 第161520号 2017-03-03 2022-03-31 2017-03-03 2017-03-03
飲食店営業 一般 第161521号 2017-03-06 2022-03-31 2017-03-06 2017-03-06
福山市住吉町３番３０号
つちや旅館
福山市光南町二丁目２番１８号
喫茶店営業 一般 第161523号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-07 2005-11-25
カフェ・きむら
福山市花園町一丁目２番１３号
飲食店営業 一般 第161524号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-07 2005-10-27
スナックジルバ
飲食店営業 一般 第161525号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-07 2011-12-20
福山市昭和町３番２７号
サンビル２Ｆ らうんじ なごみ
代表取締役 髙木 孝広 福山市住吉町２番１号
飲食店営業 一般 第161527号 2017-03-07 2022-03-31 2017-03-07 2017-03-07
焼肉 鼎
飲食店営業 一般 第161528号 2017-03-07 2022-05-31 2017-03-07 2017-03-07
福山市伏見町１番９号
味心 海福
福山市新涯町一丁目３９番２号
菓子製造業 一般 第161529号 2017-03-07 2022-07-31 2017-03-07 2017-03-07
ａｊｉｎｏｐａｒｉｓ
代表取締役 香山 正和 福山市沖野上町四丁目１６番１６号
飲食店営業 一般 第161530号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-08 1999-10-06
焼肉 福ちゃん
代表取締役 田所 伸浩 福山市木之庄町五丁目２番１１号
飲食店営業 一般 第161533号 2017-03-10 2022-05-31 2017-03-10 2017-03-10
魚国総本社 福山２８７９５
代表取締役 長鋪 毅一郎 福山市松浜町四丁目４番４６号
飲食店営業 一般 第161534号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-10 2006-01-16
味美
ルパティオビル２Ｆ２０６ ＨａｎａＳｏｒａ
飲食店営業 一般 第161535号 2017-03-10 2022-03-31 2017-03-10 2017-03-10
福山市昭和町２番１０号
福山市花園町二丁目３番１０号
飲食店営業 一般 第161536号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-13 2005-11-04
カラオケ喫茶さざなみ
飲食店営業 移動販売車 第161537号 2017-03-13 2022-05-31 2017-03-13 2017-03-13
やきとり竜鳳（倉敷８８０あ５２８）
福山市内一円
ＴＯＲＩＭＡＳＡ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．株式会社 代表取締役 溝田 将之 福山市箕島町５２１５番地３
食肉処理業 一般 第161538号 2017-03-14 2022-07-31 2017-03-14 2017-03-14
から揚げ専門店 とり将
福山市城見町一丁目２番３６号
飲食店営業 一般 第161542号 2017-03-14 2022-05-31 2017-03-14 2017-03-14
濱田 康弘
ＦＲＵＩＴＳ ＧＵＭ
代表取締役 山西 健三 福山市南本庄一丁目１０番２３号
飲食店営業 一般 第161543号 2017-03-14 2022-05-31 2017-03-14 2017-03-14
映クラ株式会社
大阪王将 福山南本庄店
飲食店営業 一般 第161545号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-14 2005-11-04
取締役 信岡 恵子 福山市沖野上町五丁目３０番２６号
有限会社ＡＲＵＳＨＥ
アルセ（和食）
飲食店営業 一般 第161546号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-14 2005-11-10
取締役 信岡 恵子 福山市沖野上町五丁目３０番２６号
有限会社ＡＲＵＳＨＥ
アルセ（洋食）
飲食店営業 一般 第161547号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-14 2005-11-10
取締役 信岡 恵子 福山市沖野上町五丁目３０番２６号
有限会社ＡＲＵＳＨＥ
アルセ（カフェ）
福山市新市町大字新市１２６１番地１
飲食店営業 一般 第161548号 2017-05-01 2023-04-30 2017-03-15 2012-01-10
武田 浩幸
お好み焼きやまね
加工水産物販売業 移動販売車 第161550号 2017-03-15 2022-05-31 2017-03-15 2017-03-15
栗原 行善
福山市内一円
豆吉郎
代表取締役 本川 宏之 福山市神辺町字十三軒屋１１番地１
飲食店営業 一般 第161551号 2017-03-16 2022-04-30 2017-03-16 2017-03-16
株式会社創力舎
天匠
飲食店営業 一般 第161554号 2017-03-16 2022-05-31 2017-03-16 2017-03-16
三島 章寛
福山市元町１３番１２号
エスビル２Ｆ 酒膳屋 三茶
ＫＡＺＵＳＡ （刺身＆溶岩焼ダイニング）
飲食店営業 一般 第161555号 2017-03-16 2022-03-31 2017-03-16 2017-03-16
株式会社パシフィックグループ 代表取締役 笠原 陽一 福山市入船町二丁目１１番３６号
代表取締役 瓦葺 一利 福山市花園町二丁目５番３４号
飲食店営業 一般 第161556号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-16 2012-01-20
株式会社松屋フーズ
松屋福山花園店
代表取締役 米谷 素明 福山市西深津町六丁目６番１０号
飲食店営業 一般 第161558号 2017-03-16 2022-07-31 2017-03-16 2017-03-16
株式会社日米クック
介護複合施設さくら並木
福山市木之庄町三丁目５番１３号
飲食店営業 一般 第161560号 2017-03-17 2022-05-31 2017-03-17 2017-03-17
佐藤 正則
（洋菓子）エルヴェ
代表取締役 東 英和 福山市松浜町四丁目５番３５号
飲食店営業 一般 第161568号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-21 2011-10-03
株式会社快活フロンティア
快活ＣＬＵＢ 福山緑町店
福山市御門町一丁目１１番３号 松岡ビル１Ｆ 博多たいほう堂
飲食店営業 一般 第161570号 2017-03-21 2022-03-31 2017-03-21 2017-03-21
大塚 康裕
セブン‐イレブン福山多治米４丁目店
福山市多治米町四丁目９番２２号
飲食店営業 一般 第161571号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-21 2011-11-04
津村 大輔
加工水産物販売業 一般 第161575号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-21 2011-11-04
セブン‐イレブン福山多治米４丁目店
福山市多治米町四丁目９番２２号
津村 大輔
福山市入船町二丁目１１番６号
飲食店営業 一般 第161576号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-21 2012-02-23
出合 健司
冗談酒場＆遊歩人
代表取締役 米谷 素明 福山市千田町大字千田２５９１番地１
飲食店営業 一般 第161577号 2017-03-21 2022-05-31 2017-03-21 2017-03-21
株式会社日米クック
ゆめの杜
代表取締役 神原 秀明 福山市沼隈町大字草深２１１０番地
飲食店営業 一般 第161578号 2017-03-21 2022-08-31 2017-03-21 2017-03-21
ツネイシＬＲ株式会社
あおなぎ寮
福山市入船町二丁目１１番８号 第１プレジャータウンＡ Ｃｅｂｕ Ｉｓｌａｎｄ
飲食店営業 一般 第161579号 2017-03-22 2022-03-31 2017-03-22 2017-03-22
Ｋｕｓａｋａ Ｇｅｍｍａ Ｇｏｄｉｎｅｚ
代表取締役 村上 義洋 福山市光南町三丁目７番３５号
セブン‐イレブン福山光南３丁目店
飲食店営業 一般 第161580号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-22 2012-02-27
有限会社村上酒類販売
代表取締役 矢野 靖二 福山市緑町１番３０号
加工水産物販売業 一般 第161584号 2017-03-22 2022-03-31 2017-03-22 2017-03-22
ザ・ダイソー ハローズみどり町店
株式会社大創産業
申請者＿役職名

申請者＿代表者
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当初許可年月日

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
株式会社大創産業
有限会社村上酒類販売
森脇 美香
黒住 裕美
ｒｏｕｔｅ株式会社
神原 祥平
田中 アナリン
髙松 三代
田辺 賢治
福田 初音
有限会社島田
中村 日佐子
株式会社すき家
大黒天物産株式会社
ＮＥＫＨＯＲＯＳＨＥＶＡ ＩＲＩＮＡ

申請者＿代表者

代表取締役

矢野 靖二 福山市川口町二丁目１０番５０号

代表取締役

村上 義洋 福山市光南町三丁目７番３５号

金原 弘周 福山市多治米町二丁目１０番１号

代表取締役
代表取締役

代表取締役

株式会社タイム オブ ユアーライフ

代表取締役

シダックスフードサービス株式会社

藤井 亮
日清医療食品株式会社
日清医療食品株式会社
株式会社ブレンズ
株式会社ファシオール
佐藤 世津子
鈴木 泰子

福山市昭和町４番１８号
代表取締役

５番館２Ｆ

６番館２Ｃ

菅井 正一 福山市新市町大字新市３７番地

福山市霞町一丁目５番１号
福山市霞町三丁目５番１４号

ローズコート霞１０５

福山市入船町二丁目５番１９号
代表取締役

代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役

福山市三吉町一丁目１番１号
福山市船町１番２８号
黒岩 育 福山市金江町藁江６１９番地２
福山市伏見町３番１９号
黒岩 育 福山市北本庄四丁目８番４８号
黒岩 育 福山市北本庄四丁目５番４号
佐藤 好男 福山市金江町藁江５９０番地１
福山市住吉町６番５号

野々村 充教

代表取締役

菅井 正一 福山市加茂町字上加茂３３番地

代表取締役

菅井 正一 福山市加茂町大字下加茂４４８番地

代表取締役

光武 輝彦 福山市野上町一丁目１番１号

代表取締役

宇田 由美 福山市松浜町三丁目７番４２号

福山市入船町二丁目５番１５号

福山市霞町一丁目４番３２号

一般
加工水産物販売業 一般
飲食店営業 一般
飲食店営業 一般
飲食店営業 一般
加工水産物販売業

セブン‐イレブン福山光南３丁目店

代表取締役

代表取締役

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

ザ・ダイソー ふくやま川口店

代表取締役

代表取締役

福山市昭和町９番１８号
福山市昭和町１０番１０号
渡部 道子 福山市昭和町１０番１０号
福山市内一円

営業所所在地２ 営業所名称１

アンヴェール
サトウビル８ ７Ｆ ラウンジうらん
１階Ａ号室
Ｊ＆Ｒ
豆吉郎
福山市入船町二丁目４番１５号 百軒堂ビル２Ｆ Ｂ－２ Ｃｌｕｂ Ｚ Ｅｕｐｈｏｒｉａ
福山市内一円
豆吉郎
福山市内一円
豆吉郎
福山市昭和町１０番１６号
まる福
島田 晃久 福山市霞町二丁目１番４号
有限会社島田
福山市川口町二丁目２２番１９号 Ｃｉｔｙ ｉｎ ミムラ ２号 韓国料理 豚がらし
浅沼 幹典 福山市多治米町五丁目２８番１３号
すき家 福山多治米店
大賀 昭司 福山市川口町四丁目１１番２２号
ディオ福山南店
福山市昭和町９番２４号
ＬＡＧＵＮＡ
佐久間 康治朗 福山市南町１３番８号
株式会社タイムオブユアーライフ
佐久間 康治朗 福山市松浜町一丁目５番７号
株式会社タイムオブユアーライフ
有楽リオンビル２Ｆ 上弦
福山市元町１３番５号
福山市入船町二丁目１番２４号 福神ビル２－Ａ 花論
福山市住吉町４番１３号
ナナビル１Ｆ きのこ亭
髙木 孝広 福山市船町６番１０号
膳夫髙木 船町店

株式会社タイム オブ ユアーライフ

井上 敏春
林 準子
野村 剛志
株式会社膳夫高木
株式会社本家かまどや
西 直美
日清医療食品株式会社
三重野 宏文
小川 達弘
渡邊 正和
ウオクニ株式会社
前原 純治
株式会社シーアンドシー
渡邉 浩幸
株式会社シーアンドシー
株式会社シーアンドシー

営業所所在地１

申請者＿役職名

移動販売車

加工水産物販売業

移動販売車

第161589号 2017-03-23 2022-03-31 2017-03-23 2017-03-23

第161593号 2017-03-24 2022-05-31 2017-03-24 2017-03-24

移動販売車

一般 第161597号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-27 2000-03-15
飲食店営業 一般 第161598号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-27 2012-03-19
飲食店営業 一般 第161600号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-27 2005-11-04
菓子製造業 一般 第161601号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-27 2011-12-07
飲食店営業 一般 第161602号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-27 2012-03-08

そうざい製造業
加工水産物の製造業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

アクア

飲食店営業

日清医療食品 寺岡記念病院事業所

飲食店営業

ｈａｎｄ’ｚ
スペイン食堂
小鼓
福山庁舎食堂
遊酒蔵 純

飲食店営業

広島県立福山少年自然の家 食堂棟

飲食店営業

銀わさ

飲食店営業
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第161588号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-23 2006-03-30

そうざい製造業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

学生ホール食堂

飲食店営業

福山職業能力開発短期大学校 学生寮食堂 飲食店営業
ブロンズイン住吉１Ｆ

第161587号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-22 2011-11-14

第161594号 2017-03-24 2022-07-31 2017-03-24 2017-03-24
飲食店営業 一般 第161596号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-27 2000-02-23

加工水産物販売業

飲食店営業

下永病院シダックス事業所
ＧＧ
社会福祉法人松風会
社会福祉法人松風会
ほっともっと野上店
オーガニックカフェ アージョ
焼酎婆
Ｔｈｅ ＰＥＲＯＬＩＮＥＳＳ

第161586号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-22 2012-02-27

第161590号 2017-03-23 2022-07-31 2017-03-23 2017-03-23
飲食店営業 一般 第161591号 2017-03-24 2022-03-31 2017-03-24 2017-03-24

加工水産物販売業

（株）本家かまどや アモール福山東店

福山職業能力開発短期大学校

初回許可年月日 当初許可年月日

第161585号 2017-03-22 2022-03-31 2017-03-22 2017-03-22

飲食店営業
飲食店営業
特別養護老人ホーム松風園

飲食店営業

特別養護老人ホームサテライト松風園

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

Ｃｈｉｃｋｅｎ ＦＵＫＵＹＡＭＡ

飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第161603号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-27 1999-10-28
第161604号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-27 1999-10-28
第161605号 2017-03-28 2022-05-31 2017-03-28 2017-03-28
第161606号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-28 2005-12-07
第161607号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-28 1999-12-22
第161608号 2017-03-28 2022-05-31 2017-03-28 2017-03-28
第161610号 2017-03-28 2022-03-31 2017-03-28 2017-03-28
第161611号 2017-03-28 2022-03-31 2017-03-28 2017-03-28
第161612号 2017-03-29 2022-04-30 2017-03-29 2017-03-29
第161613号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-29 2011-11-25
第161614号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-29 2011-11-04
第161615号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-29 2012-03-02
第161618号 2017-03-29 2022-05-31 2017-03-29 2017-03-29
第161619号 2017-03-29 2022-05-31 2017-03-29 2017-03-29
第161620号 2017-03-29 2022-06-30 2017-03-29 2017-03-29
第161622号 2017-03-30 2022-05-31 2017-03-30 2017-03-30
第161623号 2017-03-30 2022-05-31 2017-03-30 2017-03-30
第161624号 2017-03-30 2022-05-31 2017-03-30 2017-03-30
第161625号 2017-03-30 2022-06-30 2017-03-30 2017-03-30
第161626号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-31 2006-01-11
第161631号 2017-03-31 2022-04-30 2017-03-31 2017-03-31
第161632号 2017-03-31 2022-04-30 2017-03-31 2017-03-31
第161643号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-31 2011-10-18
第161646号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-31 2012-03-22
第161647号 2017-03-31 2022-03-31 2017-03-31 2017-03-31
第161649号 2017-03-31 2022-03-31 2017-03-31 2017-03-31

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
鈴木 泰子
福田 哲久
松浦 あずさ
田中 千里
住吉 京子
株式会社フジファミリーフーズ
杉野 永也
安髙 京子
アイサービス株式会社
小野 翼
株式会社アリスジャパン
株式会社ザグザグ
株式会社ザグザグ
趙 淑賢
丹地 光治

申請者＿役職名

申請者＿代表者

代表取締役

髙月 政司

代表取締役

石井 厳権

代表取締役

代表取締役

松森 茂
森 信
森 信

有限会社トータルリカーショップ山根

代表取締役

山根 弘嗣

髙橋青果食品有限会社
吉岡 由美子
山下 公之
株式会社ハローズ
村上 至
社会福祉法人一れつ会
實谷 升吾
森光 邦孝
江種製パン株式会社

取締役 髙橋 利彰

代表取締役

代表取締役

佐藤 利行

理事長 小林 智久

株式会社ナリコマエンタープライズ

代表取締役

株式会社夢笛
株式会社フジファミリーフーズ
有迫 勝三
株式会社日本セレモニー
株式会社コスモス薬品
森本 清永
福島 進
後 正人
大杉 英生
ニッケアウデオＳＡＤ株式会社
株式会社ＱＯＬサービス
胃甲 博子
永岡 隆之
有限会社タカタ
有限会社中国料理長城

代表取締役

江種 正登
竹内 美夫
髙橋 英樹

代表取締役

髙月 政司

代表取締役

代表取締役

神田 忠

代表取締役

横山 英昭

代表取締役

中谷 恒史

代表取締役

妹尾 弘幸

代表取締役

髙田 宏幸
細谷 俊生

代表取締役

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日 初回許可年月日
営業所所在地２ 営業所名称１
営業所所在地１
ＴｈｅＰＥＲＯＬＩＮＥＳＳＣｈｉｃｋｅｎ ＦＵＫＵＹＡＭＡ Ｔｏ Ｇｏ 飲食店営業 一般 第161650号 2017-03-31 2022-03-31 2017-03-31 2017-03-31
福山市霞町一丁目４番３２号
プレステージ住吉２Ｆ ＤＥＳＴＩＮＹ
飲食店営業 一般 第161651号 2017-03-31 2022-03-31 2017-03-31 2017-03-31
福山市住吉町８番３号
メゾンドレーブ２ＦＧ号 ナイトラウンジ バカラ
飲食店営業 一般 第161652号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-31 1999-12-03
福山市昭和町９番１７号
福山市御門町一丁目１番３５号
飲食店営業 一般 第161653号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-31 2011-10-12
ｊｅｔ
ＳＡＴＯビル８ ３ＦＣ プチメゾン・サブリナ
飲食店営業 一般 第161654号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-31 2011-11-10
福山市昭和町１０番１０号
福山市神辺町大字新道上１０番地２６
飲食店営業 一般 第161655号 2017-03-31 2022-04-30 2017-03-31 2017-03-31
天丼 てんや フジグラン神辺店
飲食店営業 一般 第161656号 2017-03-31 2022-03-31 2017-03-31 2017-03-31
福山市松浜町一丁目６番３号 サンスリービル２Ｆ ｃｌｕｂ Ｂａｃｃｈｕｓ
福山市御門町一丁目１０番１０号 渡辺ビル１Ｆ スナック ドール
飲食店営業 一般 第161659号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-31 2011-11-02
アイサービス株式会社 くさど事業所
福山市草戸町五丁目８番２５号
飲食店営業 一般 第161660号 2017-04-01 2023-03-31 2017-03-31 2012-03-05
福山市南本庄二丁目４番２７号
飲食店営業 一般 第170002号 2017-04-05 2022-05-31 2017-04-05 2017-04-05
ｏｎｅ’ｓ ｃａｆｅ
福山市大門町三丁目７番１０号
飲食店営業 一般 第170004号 2017-04-05 2022-07-31 2017-04-05 2017-04-05
陽のあたる家
加工水産物販売業 一般 第170005号 2017-04-06 2022-04-30 2017-04-06 2017-04-06
福山市駅家町大字近田２６５番地
ザグザグ駅家店
加工水産物販売業 一般 第170006号 2017-04-06 2022-08-31 2017-04-06 2017-04-06
福山市沼隈町大字草深１９７３番地１
ザグザグ沼南店
飲食店営業 一般 第170007号 2017-04-06 2022-05-31 2017-04-06 2017-04-06
福山市久松台三丁目５番２1号
天津肉まん
飲食店営業 移動販売車 第170008号 2017-05-01 2023-04-30 2017-04-10 2012-03-02
福山市内一円
神石牛バーガー２号
加工水産物販売業
福山市加茂町大字下加茂２２２番地１
ローソン福山下加茂店
一般 第170013号 2017-04-07 2022-04-30 2017-04-07 2017-04-07
加工水産物販売業 一般 第170015号 2017-04-10 2022-07-31 2017-04-10 2017-04-10
福山市引野町一丁目１番１号
髙橋青果食品有限会社
福山市駅家町大字坊寺２３０番地
喫茶店営業 一般 第170016号 2017-04-11 2022-04-30 2017-04-11 2017-04-11
ディアレス
福山市松永町四丁目１３番１号
飲食店営業 一般 第170017号 2017-04-11 2022-06-30 2017-04-11 2017-04-11
スナック らら
魚介類販売業 一般 第170018号 2017-05-01 2023-04-30 2017-04-11 2012-03-22
福山市新市町大字戸手９３番地
ハローズ戸手店
福山市新市町大字戸手９６番地３
飲食店営業 一般 第170019号 2017-04-12 2022-04-30 2017-04-12 2017-04-12
極とんラーメン 戸手店
福山市神辺町大字新道上１０番地２６ フジグラン神辺２階 手づくりの店 ほっと
喫茶店営業 一般 第170020号 2017-04-12 2022-04-30 2017-04-12 2017-04-12
飲食店営業 移動販売車 第170021号 2017-04-12 2022-05-31 2017-04-12 2017-04-12
福山市内一円
ｋｏｉｃａｆｅ
福山市松浜町一丁目１３番４号 グリーン松浜ビル２Ｆ Ｋｕｎ
飲食店営業 一般 第170022号 2017-04-12 2022-09-30 2017-04-12 2017-04-12
福山市新市町大字宮内１９８番地１
飲食店営業 一般 第170023号 2017-05-01 2023-04-30 2017-04-12 2006-04-06
江種製パン株式会社
福山市駅家町大字倉光１４８番地
飲食店営業 一般 第170026号 2017-05-01 2023-04-30 2017-04-12 2006-03-30
ディアレスト福山
フジヤマドラゴンカレー移動販売車
飲食店営業 移動販売車 第170027号 2017-04-13 2022-09-30 2017-04-13 2017-04-13
福山市内一円
福山市神辺町大字新道上１０番地２６
ケンタッキーフライドチキン フジグラン 神辺店
飲食店営業 一般 第170028号 2017-05-01 2023-04-30 2017-04-13 2011-11-16
福山市加茂町大字下加茂７１番地１０
菓子製造業 一般 第170029号 2017-05-01 2023-04-30 2017-04-13 2012-01-16
和菓子 有福堂
福山市新涯町三丁目３１番１１号
飲食店営業 一般 第170030号 2017-04-14 2022-07-31 2017-04-14 2017-04-14
新涯典礼会館
加工水産物販売業 一般 第170034号 2017-04-14 2022-07-31 2017-04-14 2017-04-14
福山市大門町一丁目３５番２１号
ドラッグコスモス福山大門店
福山市神辺町大字新徳田２３７番地１
飲食店営業 一般 第170035号 2017-05-01 2023-04-30 2017-04-14 1999-11-30
本屋のよこ
福山市神辺町大字川南３２１６番地
飲食店営業 一般 第170036号 2017-05-01 2023-04-30 2017-04-14 2000-01-31
たいやきの福島
福山市神辺町字下御領８０９番地１
飲食店営業 一般 第170037号 2017-05-01 2023-04-30 2017-04-14 2000-02-29
一汁二菜 うしろ
福山市神辺町字道上６１１番地３
飲食店営業 一般 第170039号 2017-05-01 2023-04-30 2017-04-14 2011-12-12
串処ひで
福山市南蔵王町六丁目２０番４号
菓子製造業 一般 第170040号 2017-04-18 2022-07-31 2017-04-18 2017-04-18
シャトレーゼ福山南蔵王店
飲食店営業 一般 第170042号 2017-04-18 2022-07-31 2017-04-18 2017-04-18
福山市春日町浦上１２０１番地１
リハビリハウスありがとう
福山市駅家町大字万能倉１３２４番地７
飲食店営業 一般 第170044号 2017-04-18 2022-04-30 2017-04-18 2017-04-18
母の味 つき
福山市北本庄一丁目２番１２号
飲食店営業 一般 第170045号 2017-04-18 2022-05-31 2017-04-18 2017-04-18
パスタいーくら．
福山市神辺町大字川南５５０番地１
飲食店営業 一般 第170046号 2017-05-01 2023-04-30 2017-04-18 2000-02-25
ローソン 神辺川南店
福山市神辺町大字新徳田２５７番地
飲食店営業 一般 第170050号 2017-05-01 2023-04-30 2017-04-18 2006-03-22
中国料理長城 神辺店
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当初許可年月日

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
佐藤 直美
有限会社タカタ
株式会社夢笛
ロモルホ リゼル ルナシン
高橋 純一
株式会社アーバンテクノ
有限会社あおぞら
株式会社フジファミリーフーズ
株式会社ｓａｋｋｕｒｕ
株式会社なかやま牧場
有限会社ふちがみ
有限会社ふちがみ
株式会社オンリーワン
株式会社オンリーワン
株式会社オンリーワン
有限会社日東ベンディング中国

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１

代表取締役

髙田 宏幸 福山市神辺町大字川南５５０番地１

代表取締役

髙橋 英樹 福山市元町１番１号

福山市住吉町３番２２号
福山市松浜町一丁目７番８号
代表取締役

土居 正一 福山市南手城町四丁目１２番６号

ローズガーデン１階 １０５号

マリンタワービル４Ｆ

野田 実

代表取締役

髙月 政司 福山市神辺町字道上７５番地

代表取締役

山田 早苗 福山市伏見町１番１号

串揚げ さっくる

代表取締役

増成 吉彦 福山市加茂町字中野２６２番地１

株式会社なかやま牧場 加茂工場

代表取締役

渕上 順造 福山市駅家町大字江良９６番地４
渕上 順造 福山市駅家町大字江良９６番地４

福山市駅家町大字倉光７６番地９

有限会社ふちがみ
有限会社ふちがみ
オンリーワン駅家店
オンリーワン駅家店
オンリーワン駅家店

福山市駅家町大字上山守４５０番地２１３

財団法人中国電気保安協会福山支部

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

下井 豊
下井 豊
下井 豊
藤井 隆

福山市神辺町旭丘５番地

天満屋８Ｆ

スナック ほのか
ローソン 神辺川南店
コンフォート天満屋店
五百円
ＰＩＮＫドール
め茶く茶家
石井表記 社内食堂

代表取締役

福山市駅家町大字倉光７６番地９
福山市駅家町大字倉光７６番地９

代表取締役
株式会社カネタカ
代表取締役
有限会社ふちがみ
代表取締役
株式会社オンリーワン
代表取締役
株式会社ｇｌｏｂ
都地 直子
代表取締役
株式会社アリスジャパン
代表取締役
株式会社ＧｏｏｄＰｉｎｅ
代表取締役
株式会社ニチエー
代表取締役
株式会社ニチエー
大石 文子
社会福祉法人にこにこ福祉会 理事長

金高 一子 福山市駅家町大字万能倉１２８５番地３
渕上 順造 福山市駅家町大字江良９６番地４

社会福祉法人「ゼノ」少年牧場 理事長

寳子丸 周吾 福山市神辺町字東中条７３０１番地６

株式会社アペックス西日本
株式会社アペックス西日本
前原 郁子
ＳＯＭＰＯケアフーズ株式会社
ゴディバジャパン株式会社

代表取締役

森 吉平
森 吉平

ユーシーシー上島珈琲株式会社

代表取締役

佐藤 貴宏
中村 保之
中村 保之
中村 保之
中村 保之
福山市農業協同組合
株式会社ＦＵＫＵＫＩＴＡ

営業所所在地２ 営業所名称１

福山市神辺町字道上２７番地３

代表取締役

下井 豊

福山市駅家町大字倉光７６番地９

古市 誉富 福山市王子町一丁目７番６号

福山市田尻町２６９１番地３
松森 茂 福山市新涯町三丁目１９番２７号
松本 敬文 福山市元町８番４号
上野 郁夫 福山市新市町大字宮内４０番地１
上野 郁夫 福山市新市町大字宮内４０番地１

福山市新市町大字金丸６４８番地

瀬良 京子 福山市神辺町字西中条２３１３番地１

神辺天然温泉 ぐらんの湯 食事処

魚嵐
有限会社ふちがみ
オンリーワン駅家店
焼肉きんぐ 福山王子店
Ｃａｆｅ Ｔ ｐｌｕｓ １

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

一般 第170053号 2017-05-01 2023-04-30 2017-04-18 2000-02-25
飲食店営業 一般 第170054号 2017-04-18 2022-05-31 2017-04-18 2017-04-18
飲食店営業 一般 第170055号 2017-04-19 2022-09-30 2017-04-19 2017-04-19

加工水産物販売業

飲食店営業 一般 第170058号 2017-04-20 2022-09-30 2017-04-20 2017-04-20
飲食店営業 一般 第170059号 2017-04-20 2022-07-31 2017-04-20 2017-04-20
飲食店営業 一般 第170060号 2017-05-01 2023-04-30 2017-04-21 2000-01-24
飲食店営業 一般 第170061号 2017-05-01 2023-04-30 2017-04-21 2005-12-07
飲食店営業 一般 第170068号 2017-04-21 2022-05-31 2017-04-21 2017-04-21
飲食店営業 一般 第170069号 2017-05-01 2023-04-30 2017-04-21 2005-11-24
飲食店営業 一般 第170070号 2017-05-01 2023-04-30 2017-04-21 2006-03-15

一般 第170071号 2017-05-01 2023-04-30 2017-04-21 2006-03-15
飲食店営業 一般 第170072号 2017-05-01 2023-04-30 2017-04-21 2006-04-13

そうざい製造業

一般 第170073号 2017-05-01 2023-04-30 2017-04-21 2006-04-13
食肉販売業 一般 第170075号 2017-05-01 2023-04-30 2017-04-21 2006-04-13
喫茶店営業 自動販売機 第170076号 2017-05-01 2023-04-30 2017-04-21 2011-12-26

魚介類販売業

飲食店営業 一般 第170077号 2017-05-01 2023-04-30 2017-04-21 2012-03-01
加工水産物販売業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業

特別養護老人ホーム しんがい

飲食店営業

瀬戸内バル Ｒｉｅｔｔｏ
株式会社ニチエー新市店
株式会社ニチエー新市店
さるかに毎土市加工場
にこてらす
ゆめサポート・バク

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
そうざい製造業
そうざい製造業

飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

福山市神辺町大字川北１０８６番地２

株式会社ハローズ神辺店店頭

喫茶店営業

自動販売機

福山市駅家町大字万能倉１１１５番地４

株式会社ハローズ南駅家店 店頭

喫茶店営業

自動販売機

福山市南町５番１８号
代表取締役

中村 安志 福山市南蔵王町三丁目３番３１号

代表取締役

ジェローム・シュシャン

代表理事

福山市元町１番１号 Ｂ１Ｆ
朝田 文彦 福山市元町１番１号
福山市今津町１０番地３３
福山市内海町ロ１６６１番地３
福山市内海町ロ１６６１番地３
福山市内海町ロ１６６１番地３
福山市内海町ロ１６６１番地３
佐藤 宏 福山市駅家町大字倉光５８番地

代表取締役

久富 敬子 福山市神辺町大字新徳田３８３番地

千成栄ビル２Ｆ 心 惹かれて．

そんぽの家福山城東 厨房
ゴディバ 天満屋福山店
天満屋福山店Ｂ１Ｆ ＵＣＣカフェメルカード 福山天満屋店

タカポ
第十五
第十五
第十五
第十五

七福船団
七福船団
七福船団
七福船団

ＪＡ福山市葬祭センター 駅家ホール

ＳＬＯＷＨＡＮＤ ＣＡＦＥ
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初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第170052号 2017-05-01 2023-04-30 2017-04-18 2012-03-28

第170078号 2017-05-01 2023-04-30 2017-04-21 2006-03-15
第170079号 2017-05-01 2023-04-30 2017-04-21 2006-04-13
第170080号 2017-04-21 2022-07-31 2017-04-21 2017-04-21
第170081号 2017-04-21 2022-08-31 2017-04-21 2017-04-21
第170082号 2017-04-24 2022-07-31 2017-04-24 2017-04-24
第170083号 2017-04-24 2022-05-31 2017-04-24 2017-04-24
第170085号 2017-05-01 2023-04-30 2017-04-25 2005-12-02
第170086号 2017-05-01 2023-04-30 2017-04-25 2005-12-02
第170088号 2017-05-01 2023-04-30 2017-04-25 2006-04-13
第170089号 2017-05-01 2023-04-30 2017-04-25 2005-11-25
第170093号 2017-05-01 2023-04-30 2017-04-25 2006-03-24
第170095号 2017-05-01 2023-04-30 2017-04-25 2012-04-17

第170098号 2017-05-01 2023-04-30 2017-04-25 2012-04-17
飲食店営業 一般 第170099号 2017-04-25 2022-09-30 2017-04-25 2017-04-25
飲食店営業 一般 第170100号 2017-04-25 2022-07-31 2017-04-25 2017-04-25

飲食店営業 一般 第170101号 2017-04-25 2022-05-31 2017-04-25 2017-04-25
飲食店営業 一般 第170102号 2017-04-26 2022-05-31 2017-04-26 2017-04-26
飲食店営業 一般 第170103号 2017-04-26 2022-06-30 2017-04-26 2017-04-26
飲食店営業 一般 第170106号 2017-04-27 2022-08-31 2017-04-27 2017-04-27

一般
一般
加工水産物の製造業 一般
飲食店営業 一般
飲食店営業 一般
魚介類販売業

第170107号 2017-04-27 2022-08-31 2017-04-27 2017-04-27

そうざい製造業

第170108号 2017-04-27 2022-08-31 2017-04-27 2017-04-27
第170109号 2017-04-27 2022-08-31 2017-04-27 2017-04-27
第170110号 2017-05-01 2023-04-30 2017-04-28 2011-10-31
第170112号 2017-04-28 2022-04-30 2017-04-28 2017-04-28

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
株式会社伸友
慶松 昇
高松 政敏
株式会社フードクリエイト
魚博株式会社
魚博株式会社
魚博株式会社
魚博株式会社
平田 純子
大宮 アニームニエズ
株丹 茂樹
桑田 時枝
薮井 高則
古玉 展久
山脇 節史
大和ライフネクスト株式会社
大月 義明
大月 義明
齋藤飲料工業株式会社
齋藤飲料工業株式会社
有限会社ケー・エフ
株式会社アイ・エルグループ
ユウベル株式会社
株式会社ファイブワン
馬屋原 香
世良 隆太
合同会社恵寿コーポレーション
合同会社恵寿コーポレーション

土屋 淳子
株式会社アペックス西日本
株式会社Ａ．Ｅ．Ｕ．Ｇ．
石井 智
有限会社フードスタイリング
有限会社シーズン
株式会社ｓａｋｋｕｒｕ
梶山 三紀子
株式会社ＢＯＯＮ Ｆａｃｔｏｒｙ
株式会社ヨシックスフーズ
株式会社ブランパートナーズ
株式会社トレーダー愛
株式会社サン・クレア

営業所所在地１

申請者＿役職名

申請者＿代表者

代表取締役

横藤田 晋 福山市一文字町１４番３１号

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表社員
代表社員

代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

営業所所在地２ 営業所名称１

株式会社伸友
福山市神辺町大字新湯野２５番地１４
ラーメン大金星
福山市神辺町字平野７１９番地１
ＴＷＯ ＰＥＡＣＥ
田中 実 福山市神辺町大字新道上１０番地２６ フジグラン神辺店内１Ｆ 小福饅頭 フジグラン神辺店
山口 正臣 福山市神辺町字道上２８５５番地１０
魚博株式会社
山口 正臣 福山市神辺町字道上２８５５番地１０
魚博株式会社
山口 正臣 福山市神辺町字道上２８５５番地１０
魚博株式会社
山口 正臣 福山市神辺町字道上２８５５番地１０
魚博株式会社
福山市神辺町字道上１０番地７
フォー ユー
福山市入船町二丁目４番１５号 百軒堂ビルＢ棟２－１号室 ユーアン
福山市宝町３番２１号
ビジネスインかぶたん
福山市若松町１０番５号法友会館１Ｆ
カフェ パランスール
福山市御幸町大字中津原１７７１番地１
かくれんぼ
ノブトキビル１Ｆ イタリアン酒場 ルーチェ
福山市船町４番１１号
福山市熊野町乙７４０４番地２
ＰＡＳＩＯＮ
石﨑 順子 福山市今町１番２４号
ロイヤルスミス
福山市丸之内一丁目２番２６号
ファミリーマート福山駅北口店
福山市丸之内一丁目２番２６号
ファミリーマート福山駅北口店
齋藤 高範 福山市北本庄五丁目７番６号
齋藤飲料工業株式会社
齋藤 高範 福山市北本庄五丁目７番６号
齋藤飲料工業株式会社
藤井 文雄 福山市御幸町大字上岩成４５５番地３
ラルドワーズ
石井 淳雄 福山市元町１２番４号元町ビル４Ｆ
ジガバー 明治館
上田 堅司 福山市北美台６番２３号
Ｗグランラセーレ
岡﨑 宏一 福山市御幸町大字下岩成８３番地１
喫茶ファイブワン
福山市沼隈町大字草深１８６０番地３
からおけ 歌人
福山市松浜町一丁目１３番１号 セトウチビル２Ｆ ２０２号 Ｌｉｎｋ
菅原 義文 福山市高西町四丁目３番２２号
セブンイレブン福山高西町店
菅原 義文 福山市高西町四丁目３番２２号
セブンイレブン福山高西町店
佐藤ビル２Ｆ－Ｃ Ｂａｒ Ｌｉｔｔｌｅ
福山市昭和町４番２０号
森 吉平 福山市御幸町大字中津原１６８５番地１
福山市食肉センター軒下
松原 宏林 福山市引野町五丁目２０番２０号
丸源ラーメン福山引野店
福山市南本庄三丁目８番２８号 コーポ金田１０２号 ラーメン三丁目
掛橋 浩之 福山市南蔵王町二丁目９番３２号
ボトムステーキ
中岡 実雄 福山市木之庄町一丁目１６番２５号
実ちゃん家
山田 早苗 福山市伏見町１番４号
伏見 ＢＡＬ ＳＡＫＫＵＲＵ．
福山市西町二丁目５番１７号
カフェ 水蓮
神鍋ニコニコピンピンらぁめん
澤口 学 福山市神辺町字十三軒屋１７番地９
瀬川 雅人 福山市伏見町４番２６号
ニパチ福山店
有吉 彰英 福山市延広町７番１６号
小川ビル１Ｆ 鮨吉
セントヴァレンタイン メイン厨房
神田 輝 福山市西町二丁目７番１号
細羽 雅之 福山市城見町一丁目１番６号 福山オリエンタルホテル１階 カフェレスト モンローズ
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営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日
添加物製造業

飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業
飲食店営業
魚介類販売業
そうざい製造業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業
飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業
かん詰又はびん詰食品製造業

清涼飲料水製造業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
喫茶店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

初回許可年月日 当初許可年月日

第170113号 2017-04-28 2022-07-31 2017-04-28 2017-04-28
第170116号 2017-05-01 2023-04-30 2017-04-28 2012-04-17
第170117号 2017-05-01 2023-04-30 2017-04-28 2012-04-10
第170119号 2017-04-28 2022-04-30 2017-04-28 2017-04-28
第170121号 2017-05-01 2023-04-30 2017-04-28 2012-01-27
第170122号 2017-05-01 2023-04-30 2017-04-28 2012-01-12
第170123号 2017-05-01 2023-04-30 2017-04-28 2012-01-27
第170124号 2017-05-01 2023-04-30 2017-04-28 2012-01-12
第170132号 2017-05-09 2022-10-31 2017-05-09 2017-05-09
第170133号 2017-05-10 2022-09-30 2017-05-10 2017-05-10
第170135号 2017-06-01 2023-05-31 2017-05-11 1999-12-16
第170136号 2017-06-01 2023-05-31 2017-05-11 1999-12-15
第170137号 2017-06-01 2023-05-31 2017-05-11 2000-01-04
第170139号 2017-06-01 2023-05-31 2017-05-11 2012-04-25
第170140号 2017-05-11 2022-08-31 2017-05-11 2017-05-11
第170141号 2017-06-01 2023-05-31 2017-05-15 2000-01-26
第170142号 2017-06-01 2023-05-31 2017-05-15 2000-03-10
第170146号 2017-06-01 2023-05-31 2017-05-15 2000-03-10
第170148号 2017-06-01 2023-05-31 2017-05-17 2000-05-22
第170149号 2017-06-01 2023-05-31 2017-05-17 2000-05-22
第170150号 2017-06-01 2023-05-31 2017-05-17 2011-12-27
第170151号 2017-06-01 2023-05-31 2017-05-17 2000-05-02
第170153号 2017-06-01 2023-05-31 2017-05-17 2006-04-12
第170155号 2017-06-01 2023-05-31 2017-05-17 2012-05-17
第170157号 2017-05-18 2022-08-31 2017-05-18 2017-05-18
第170159号 2017-05-18 2022-09-30 2017-05-18 2017-05-18
第170160号 2017-05-18 2022-06-30 2017-05-18 2017-05-18
第170164号 2017-05-18 2022-06-30 2017-05-18 2017-05-18
第170167号 2017-05-19 2022-09-30 2017-05-19 2017-05-19

第170168号 2017-06-01 2023-05-31 2017-05-18 2012-05-17
飲食店営業 一般 第170169号 2017-05-19 2022-07-31 2017-05-19 2017-05-19
飲食店営業 一般 第170178号 2017-06-01 2023-05-31 2017-05-22 2012-05-28
自動販売機

飲食店営業 一般 第170179号 2017-05-23 2022-07-31 2017-05-23 2017-05-23
飲食店営業 一般 第170180号 2017-05-23 2022-05-31 2017-05-23 2017-05-23
飲食店営業 一般 第170181号 2017-05-24 2022-05-31 2017-05-24 2017-05-24
飲食店営業 一般 第170185号 2017-06-01 2023-05-31 2017-05-25 2006-03-17
飲食店営業 一般 第170186号 2017-05-25 2022-10-31 2017-05-25 2017-05-25
飲食店営業 一般 第170187号 2017-05-26 2022-05-31 2017-05-26 2017-05-26
飲食店営業 一般 第170188号 2017-05-26 2022-05-31 2017-05-26 2017-05-26
飲食店営業 一般 第170189号 2017-06-01 2023-05-31 2017-05-26 2011-12-15
飲食店営業 一般 第170190号 2017-06-01 2023-05-31 2017-05-26 2006-02-27

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
株式会社なか卯
縄稚 久典
難波 寛治
杉原 英里子
株式会社サザビーリーグ
有限会社壺中
株式会社でりかエッセン
株式会社でりかエッセン
株式会社夏海
野宗 健市
株式会社ＧＡＮＢＯフードサービス

営業所所在地１

申請者＿役職名

申請者＿代表者

代表取締役

藤本 明憲 福山市三之丸町３０番１号

営業所所在地２ 営業所名称１
サンステーションテラス福山内

福山市千田町二丁目１３番８号

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役

小柳 尚美
柏原 良紀
柏原 孝夫
神原 良和
ＵＥＤＡ ＥＤＷＩＮ
福森 崇
山本 晃由
株式会社ベッセルホテル開発 代表取締役
岡本 直彦
社会福祉法人祥和会
理事
三宅 薫
村上 芙美恵
上島 郁亮
小林 アケミ
小林 多美
密井 靖之
代表取締役
株式会社とん匠
中居 京子
林 美智子
光田 明美
針間 弘昭
針間 弘昭
代表理事
鞆の浦漁業協同組合
代表取締役
株式会社ハローズ
代表取締役
株式会社ハローズ
代表取締役
株式会社ハローズ
代表取締役
株式会社ハローズ
藤井 善伸
代表取締役
株式会社日本アクセス
川崎 博義

福山市道三町２番１号
福山市船町２番２０号１Ｆ
角田 良太 福山市元町１番１号
藤本 東 福山市船町４番６号
赤木 信浩 福山市緑町９番７号

セブン－イレブン福山道三町店

飲食店営業 一般 第170193号 2017-05-29 2022-09-30 2017-05-29 2017-05-29
飲食店営業 一般 第170194号 2017-06-01 2023-05-31 2017-05-29 2006-04-18

アフタヌーンティー・ティールーム

壺中
やよい軒 緑町店
赤木 信浩 福山市神辺町大字川北１５３３番地
やよい軒 神辺店
栗原 結香 福山市東川口町五丁目１７番２６号
お食事処 ゆうがお
福山市三吉町二丁目１２番９号 コーポよしづ１Ｆ クチネッタ ロッソ
荒木 仁 福山市三吉町五丁目５番１２号
鳥三郎福山三吉店
福山市延広町５番１５号
１Ｆ
せんと
福山市延広町６番９号
ＪＥＬＬＹ ＣＡＦＥ
福山市船町４番１１号１Ｆ
ＢＡＲ アレア
福山市元町１５番２０号
にわとりのすけ福山店
福山市御船町二丁目７番１７号 レインボービル４Ｆ４０２ ＫＡＭＥＹＡＭＡ２
イリヤビル５－６Ｆ ＳＯ－Ｓ ＤＩＮＥＲ
福山市元町１３番１０号
福山市元町１５番５号大一不動産ビル１Ｆ
ＢＯＯＧＩＥ ＢＵＮＳ
澁谷 誠 福山市丸之内一丁目２番１号
ベッセルイン福山駅北口
福山市三吉町五丁目５番７号２Ｆ
カフェ＆バー カレラ
大田 泰正 福山市多治米町六丁目１４番２６号

地域密着型特別養護老人ホーム五本松の家

福山市春日町六丁目２９番１９号 コーポ石原１０３ 隠れ癒酒屋 あなば

福山市昭和町９番５号
福山市昭和町９番２４号
福山市今津町１番地２
福山市神村町７１６番地１５

ラウンジＡｍｉ
ＳＬＥＤＧＥ ＨＡＭＭＥＲ
居酒屋いこい
クランパル
福山市松永町三丁目５番２６号
たかや
石川 豊 福山市松永町六丁目１９番１１号
とん匠 松永店
福山市御門町一丁目１０番２４号 ローズタウンビル スナック あけ美
福山市内一円
虎ノ門商事
福山市能島一丁目１０番２７号
Ｐａｄｍａ
福山市延広町５番２５－１号
はりま茶屋
福山市昭和町９番１２号
晴れたり曇ったり
羽田 幸三 福山市鞆町鞆１００３番地３
鞆の浦漁業協同組合
佐藤 利行 福山市松永町六丁目１０番４７号
株式会社ハローズ南松永店
佐藤 利行 福山市松永町六丁目１０番４７号
株式会社ハローズ南松永店
佐藤 利行 福山市松永町六丁目１０番４７号
株式会社ハローズ南松永店
佐藤 利行 福山市松永町六丁目１０番４７号
株式会社ハローズ南松永店
福山市光南町一丁目６番１３号
日本料理 きっちょう
佐々木 淳一

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第170191号 2017-06-01 2023-05-31 2017-05-26 2006-04-20
飲食店営業 一般 第170192号 2017-06-01 2023-05-31 2017-05-26 2011-12-14

天
株式会社天満屋福山店２階

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

なか卯 ＪＲ福山駅店
レストラン 一

１Ｆ

福山市南松永町二丁目４番２１号

株式会社日本アクセス福山物流センター

福山市南町１１番１５号

きせつや
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飲食店営業 一般 第170195号 2017-06-01 2023-05-31 2017-05-29 2012-05-16
飲食店営業 一般 第170196号 2017-06-01 2023-05-31 2017-05-30 2012-05-16
飲食店営業 一般 第170197号 2017-05-30 2022-09-30 2017-05-30 2017-05-30
飲食店営業 一般 第170198号 2017-05-30 2022-10-31 2017-05-30 2017-05-30
飲食店営業 一般 第170199号 2017-05-31 2022-09-30 2017-05-31 2017-05-31
飲食店営業 一般 第170203号 2017-06-01 2023-05-31 2017-05-31 2011-12-07
飲食店営業 一般 第170204号 2017-06-01 2023-05-31 2017-05-31 2012-04-13
飲食店営業 一般 第170206号 2017-06-01 2023-05-31 2017-05-31 2012-05-24
飲食店営業 一般 第170207号 2017-06-01 2023-05-31 2017-05-31 2012-04-18
飲食店営業 一般 第170208号 2017-06-01 2023-05-31 2017-05-31 2006-04-19
飲食店営業 一般 第170209号 2017-06-01 2023-05-31 2017-05-31 2012-01-24
飲食店営業 一般 第170210号 2017-06-01 2023-05-31 2017-05-31 2012-04-16
飲食店営業 一般 第170212号 2017-06-01 2023-05-31 2017-05-31 2011-12-27
飲食店営業 一般 第170213号 2017-06-01 2023-05-31 2017-05-31 2006-05-10
飲食店営業 一般 第170214号 2017-06-01 2023-05-31 2017-05-31 2006-03-24
飲食店営業 一般 第170217号 2017-06-01 2023-05-31 2017-05-31 2012-05-29
飲食店営業 一般 第170218号 2017-06-01 2022-09-30 2017-06-01 2017-06-01
飲食店営業 一般 第170219号 2017-06-01 2022-07-31 2017-06-01 2017-06-01
飲食店営業 一般 第170221号 2017-06-02 2022-09-30 2017-06-02 2017-06-02
飲食店営業 一般 第170222号 2017-06-05 2022-09-30 2017-06-05 2017-06-05
飲食店営業 一般 第170223号 2017-07-01 2023-06-30 2017-06-06 2006-04-06
飲食店営業 一般 第170224号 2017-07-01 2023-06-30 2017-06-06 2006-04-10
飲食店営業 一般 第170225号 2017-07-01 2023-06-30 2017-06-06 2006-05-19
飲食店営業 一般 第170226号 2017-07-01 2023-06-30 2017-06-06 2012-06-15
飲食店営業 一般 第170227号 2017-06-06 2022-09-30 2017-06-06 2017-06-06
飲食店営業 移動販売車 第170228号 2017-06-05 2022-11-30 2017-06-05 2017-06-05
飲食店営業 一般 第170229号 2017-06-08 2022-07-31 2017-06-08 2017-06-08
飲食店営業 一般 第170230号 2017-06-08 2022-11-30 2017-06-08 2017-06-08
飲食店営業 一般 第170231号 2017-06-08 2022-09-30 2017-06-08 2017-06-08

一般 第170234号 2017-06-12 2022-08-31 2017-06-12 2017-06-12
飲食店営業 一般 第170236号 2017-07-01 2023-06-30 2017-06-13 2000-04-21

魚介類販売業

一般 第170237号 2017-07-01 2023-06-30 2017-06-13 2000-04-21
食肉販売業 一般 第170239号 2017-07-01 2023-06-30 2017-06-13 2000-04-21

魚介類販売業

一般 第170240号 2017-07-01 2023-06-30 2017-06-13 2000-04-21
飲食店営業 一般 第170241号 2017-06-13 2022-09-30 2017-06-13 2017-06-13

加工水産物販売業

一般 第170246号 2017-07-01 2023-06-30 2017-06-13 2012-06-27
飲食店営業 一般 第170247号 2017-06-14 2022-09-30 2017-06-14 2017-06-14

加工水産物販売業

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

営業所所在地１

営業所所在地２ 営業所名称１

コルプス エデリンダ アガルオス

申請者＿申請者名

福山市入船町二丁目１１番８号

第１プレジャータウン

深川 知子
中山 美穂
森川 智香子
株式会社日米クック
有限会社大本塗装
新広島ヤクルト販売株式会社
株式会社ニチエー
株式会社ニチエー
株式会社ニチエー
株式会社ニチエー
有限会社大本塗装
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
古谷 栄治
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社広島農産食品
小川 恭史
株式会社シンコー
有限会社味工房 八千代
株式会社魚国総本社
結絆福祉会合同会社
加賀 恵美子
マナック株式会社
村上 義幸
有限会社フレスコ

福山市今町４番２３号
福山市青葉台一丁目２番５号

申請者＿役職名

申請者＿代表者

代表取締役

米谷 素明 福山市松永町五丁目２３番３０号

代表取締役

大本 逸雄 福山市内海町巳ノ浜１８７６番地１

ＳＮＡＣＫ ＫＡＭＰＡＩ
浜どん
カラオケ喫茶ぷち
すぴか
生活リハビリ施設ゆーとぴあ
ビーチケロッちゃん

代表取締役

中野 健 福山市山手町一丁目９番１４号

新広島ヤクルト販売株式会社西部センター

代表取締役

上野 郁夫 福山市柳津町二丁目２番２７号

代表取締役

上野 郁夫 福山市柳津町二丁目２番２７号

代表取締役

上野 郁夫 福山市柳津町二丁目２番２７号

代表取締役

上野 郁夫 福山市柳津町二丁目２番２７号

代表取締役

大本 逸雄 福山市内海町巳ノ浜１８７６番地１

代表取締役

佐藤 利行 福山市山手町四丁目１番６号
佐藤 利行 福山市山手町四丁目１番６号
佐藤 利行 福山市山手町四丁目１番６号

株式会社ニチエー柳津店
株式会社ニチエー柳津店
株式会社ニチエー柳津店
株式会社ニチエー柳津店
ビーチケロッちゃん
株式会社ハローズ山手店
株式会社ハローズ山手店
株式会社ハローズ山手店
ＡＩＲ
エブリイ松永店
エブリイ松永店
エブリイ松永店
エブリイ松永店
エブリイ松永店
エブリイ松永店
エブリイ松永店
株式会社広島農産食品
黒髭
ハローランチシンコーフーヅ
味工房 八千代
魚国総本社・福山市２８７２１

福山市東手城町四丁目１１番２２号

代表取締役
代表取締役

福山市住吉町３番２２号
代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市南松永町一丁目１５番７号

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市南松永町一丁目１５番７号

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市南松永町一丁目１５番７号

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市南松永町一丁目１５番７号

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市南松永町一丁目１５番７号

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市南松永町一丁目１５番７号

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市南松永町一丁目１５番７号

代表取締役

三宅 宣生 福山市箕沖町４７番地

代表取締役

桑原 靖

代表取締役
代表取締役

三宅 健文
田所 伸浩

代表社員

上田 晋資

福山市明治町５番１１号
福山市本郷町２９１６番地２
福山市山手町９４４番地１
福山市東村町９８５番地１
福山市東桜町６番３８号

代表取締役

代表取締役

村田 耕也

多木 俊秀

代表取締役

代表取締役

田所 伸浩
山田 早苗

代表取締役

松村 賢吾

代表取締役

松村 賢吾

加工水産物販売業

飲食店営業 一般 第170251号 2017-06-14 2022-07-31 2017-06-14 2017-06-14
飲食店営業 一般 第170252号 2017-06-14 2022-07-31 2017-06-14 2017-06-14
飲食店営業 一般 第170253号 2017-07-01 2023-06-30 2017-06-15 2006-03-22
飲食店営業 一般 第170254号 2017-06-16 2022-08-31 2017-06-16 2017-06-16

一般 第170255号 2017-06-19 2022-06-30 2017-06-19 2017-06-19
飲食店営業 一般 第170256号 2017-07-01 2023-06-30 2017-06-19 2000-04-05
飲食店営業 一般 第170257号 2017-07-01 2023-06-30 2017-06-19 2000-04-05

魚介類販売業
加工水産物販売業
加工水産物販売業

魚介類販売業

菓子製造業
喫茶店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
魚介類販売業

食肉販売業
菓子製造業
加工水産物販売業

そうざい製造業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業

拠りどころ リトルミイ
マナック株式会社郷分事業所
福山市郷分町９５０番地１
福山市芦田町大字福田１２９９番地２
グリル むらかみ
福山市高西町二丁目３番３号 ラ・フェスタ５内 カフェドロッソ
福山市柳津町一丁目４番４号 ムラカミコーポ１０４ インドダイニングカフェ マター 松永店
福山市瀬戸町大字山北２９１番地１
魚国総本社・福山市２８７１４
福山市松永町四丁目１６番５４－１号
スナック向日葵
福山市東深津町一丁目２２番１８号
Ｃａｆｅ ｄｅ ｕｎｒｕ
五番館５Ｆ ５Ａ 蘭 Ａｒａｒａｇｉ
福山市昭和町９番１８号
福山市船町５番８号 １Ｆ
手打ち十割蕎麦 とわり
福山市沖野上町四丁目１４番１７号
ローソン福山医療センター店
福山市沖野上町四丁目１４番１７号
ローソン福山医療センター店

飲食店営業
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初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第170248号 2017-06-14 2022-09-30 2017-06-14 2017-06-14
飲食店営業 一般 第170249号 2017-06-14 2022-11-30 2017-06-14 2017-06-14

ポップコーン福祉応援隊 福山

福山市引野町北四丁目１６番１５号 ユニオン９ビル１０４

ＡＣＨＡＲＹＡ ＰＲＥＭ ＰＲＡＳＡＤ

株式会社魚国総本社
杉原 美香
株式会社ｓａｋｋｕｒｕ
平田 加寿子
佐藤 利枝
株式会社ＭＫＪ
株式会社ＭＫＪ

ローズガーデン２Ｆ２０６

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

添加物製造業

飲食店営業
喫茶店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第170258号 2017-07-01 2023-06-30 2017-06-19 2000-04-05
第170261号 2017-07-01 2023-06-30 2017-06-19 2000-04-05
第170262号 2017-06-19 2022-08-31 2017-06-19 2017-06-19
第170265号 2017-06-20 2022-06-30 2017-06-20 2017-06-20
第170266号 2017-06-20 2022-06-30 2017-06-20 2017-06-20
第170267号 2017-06-20 2022-06-30 2017-06-20 2017-06-20
第170268号 2017-06-20 2022-09-30 2017-06-20 2017-06-20
第170270号 2017-07-01 2023-06-30 2017-06-21 2012-02-01
第170271号 2017-07-01 2023-06-30 2017-06-21 2012-02-01
第170272号 2017-07-01 2023-06-30 2017-06-21 2012-02-01
第170273号 2017-07-01 2023-06-30 2017-06-21 2012-02-01
第170274号 2017-07-01 2023-06-30 2017-06-21 2012-02-01
第170275号 2017-07-01 2023-06-30 2017-06-21 2012-02-01
第170278号 2017-07-01 2023-06-30 2017-06-21 2012-02-01
第170279号 2017-08-01 2023-07-31 2017-06-21 2012-05-24
第170280号 2017-06-22 2022-09-30 2017-06-22 2017-06-22
第170281号 2017-07-01 2023-06-30 2017-06-22 2000-02-29
第170282号 2017-07-01 2023-06-30 2017-06-22 2006-01-10
第170288号 2017-07-01 2023-06-30 2017-06-22 2012-03-26
第170290号 2017-06-23 2022-11-30 2017-06-23 2017-06-23
第170294号 2017-06-26 2022-07-31 2017-06-26 2017-06-26
第170298号 2017-07-01 2023-06-30 2017-06-26 2000-04-20
第170299号 2017-06-27 2022-10-31 2017-06-27 2017-06-27
第170300号 2017-07-01 2023-06-30 2017-06-28 2012-06-15
第170301号 2017-06-28 2022-06-30 2017-06-28 2017-06-28
第170303号 2017-07-01 2023-06-30 2017-06-28 2012-03-29
第170304号 2017-07-01 2023-06-30 2017-06-28 2012-04-06
第170306号 2017-06-29 2022-07-31 2017-06-29 2017-06-29
第170307号 2017-06-29 2022-09-30 2017-06-29 2017-06-29
第170309号 2017-06-29 2022-11-30 2017-06-29 2017-06-29
第170310号 2017-06-30 2022-09-30 2017-06-30 2017-06-30
第170314号 2017-06-30 2022-09-30 2017-06-30 2017-06-30

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
津尾 紀久雄
ＬＳＧ株式会社
西原 明美
髙橋 康行
宗教法人神勝寺
岡田 智子
西田 英二
信岡 誠
上部 貴史
有限会社味龍
磯野 智晴
有限会社ミートショップはなおか

我妻 富男
田辺 博子
日本畜産株式会社
増山 智之

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１

営業所所在地２ 営業所名称１

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

Ｄｉｅｔ Ｓａｌｏｎ ｆ
橋本 康一 福山市松浜町一丁目７番６号 マリンタワー３ ４０１ ダイニングバー Ｐｉｔ Ｂｕｌｌ
モアリッチミナミビル２Ｆ Ｂ号 ｖｉｌｌｅ
福山市南町２１番９号
福山市新市町大字宮内２０８２番地
大判焼 やっさん
小堀 泰巖 福山市沼隈町大字上山南１４番地４
神勝寺 茶屋
福山市佐波町１６４番地１
片岡ビル１０２ カラオケ喫茶 智
福山市南蔵王町一丁目６番７号
Ｊｅｔ Ｌａｇ
福山市南手城町三丁目１２番８号
喫茶ウイッチ
福山市能島三丁目７番９号
炭火焼かんべ
竹國 文裕 福山市箕島町５８１６番地２２２
味龍
福山市曙町六丁目１２番１８号
広島風お好み焼 熱家

代表取締役

代表役員

代表取締役

代表取締役

花岡 照信 福山市西深津町二丁目１番１５号
福山市南手城町三丁目２番２号
福山市大門町三丁目２６番３６号

代表取締役

有限会社西日本食品サービス
有限会社西日本食品サービス

代表取締役

池田糖化工業株式会社
池田糖化工業株式会社
池田糖化工業株式会社
池田糖化工業株式会社
池田糖化工業株式会社
池田糖化工業株式会社
池田糖化工業株式会社
池田糖化工業株式会社
池田糖化工業株式会社
池田糖化工業株式会社
株式会社アペックス西日本
有限会社安原商店
橘高 誠貴
山下 芳裕
松崎 博之
藤井 孝憲
藤井 孝憲
株式会社なかやま牧場
株式会社なかやま牧場
株式会社なかやま牧場
株式会社なかやま牧場
株式会社なかやま牧場
株式会社なかやま牧場

代表取締役

小林 茂之 福山市引野町一丁目１番１号

代表取締役

吉本
吉本
池田
池田
池田
池田
池田
池田
池田
池田
池田
池田

代表取締役

森 吉平

代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

博昭
博昭
直之
直之
直之
直之
直之
直之
直之
直之
直之
直之

福山市曙町三丁目３０番８号
福山市新涯町四丁目９番３号
福山市新涯町四丁目９番３号
福山市箕沖町９７番地
福山市箕沖町９７番地
福山市箕沖町９７番地
福山市箕沖町９７番地
福山市箕沖町９７番地
福山市箕沖町９７番地
福山市箕沖町９７番地
福山市箕沖町９７番地
福山市箕沖町９７番地
福山市箕沖町９７番地
福山市一文字町１８番６号

池田糖化工業株式会社箕島工場Ｅ２棟２階
池田糖化工業株式会社箕島工場Ｅ２棟２階
池田糖化工業株式会社箕島工場Ｅ２棟３階
池田糖化工業株式会社箕島工場Ｅ２棟３階
池田糖化工業株式会社箕島工場Ｅ２棟３階

飲食店営業 一般 第170331号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-05 2012-03-13
飲食店営業 一般 第170332号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-05 2012-03-23
食肉販売業 一般 第170333号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-05 2012-04-05
飲食店営業 一般 第170334号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-05 2012-05-25
菓子製造業 一般 第170337号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-06 2000-04-17

池田糖化工業株式会社 箕島工場 Ｌ棟

ハート木之庄店 フィッシュデリカ

代表取締役

増成 吉彦 福山市木之庄町三丁目５番２４号

代表取締役

増成 吉彦 福山市木之庄町三丁目５番２４号

代表取締役

増成 吉彦 福山市木之庄町三丁目５番２４号

代表取締役

増成 吉彦 福山市木之庄町三丁目５番２４号

ハート木之庄店 ミートデリカ
ハート木之庄店
ハート木之庄店
ハート木之庄店
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一般 第170339号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-06 2000-04-17
菓子製造業 一般 第170341号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-07 2006-05-02

加工水産物の製造業

造粒
造粒
造粒
造粒
造粒
造粒

池田糖化工業株式会社 箕島工場Ｅ２棟２階 ドラムドライヤー

増成 吉彦 福山市木之庄町三丁目５番２４号

福山市引野町一丁目１５番２号

飲食店営業 一般 第170328号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-05 2006-06-19
食肉販売業 一般 第170329号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-05 2000-03-30

池田糖化工業株式会社 箕島工場Ｅ２棟２階 ドラムドライヤー

増成 吉彦 福山市木之庄町三丁目５番２４号

福山市引野町一丁目１５番２号

飲食店営業 一般 第170326号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-05 2006-05-26
飲食店営業 一般 第170327号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-05 2006-05-11

池田糖化工業株式会社 箕島工場Ｅ２棟２階 ドラムドライヤー

代表取締役

福山市新涯町一丁目１７番１８号

飲食店営業 一般 第170324号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-05 2006-03-27
飲食店営業 一般 第170325号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-05 2006-04-26

有限会社西日本食品サービス
有限会社西日本食品サービス

代表取締役

福山市王子町一丁目４番３号
福山市明神町二丁目１０番１８号

飲食店営業 一般 第170321号 2017-07-03 2022-08-31 2017-07-03 2017-07-03
飲食店営業 一般 第170323号 2017-07-06 2022-12-31 2017-07-06 2017-07-06

お好み焼 くまもと
スタンド ひろ
日本畜産わくわく市場店
ごはん処宮園

宝和運輸株式会社（ＣＣＷ）
有限会社安原商店
どんまい亭
てっぺい
フレッシュベーカリー ペルル
ｃｏｎｏｋｓ
ｃｏｎｏｋｓ
ハート木之庄店 デリカ

取締役 端野 晴敏 福山市西深津町二丁目１番１５号

飲食店営業 一般 第170318号 2017-07-03 2022-09-30 2017-07-03 2017-07-03
飲食店営業 一般 第170320号 2017-07-03 2022-10-31 2017-07-03 2017-07-03

ミートショップはなおか 福山本店

池田糖化工業株式会社箕島工場Ｅ２棟２階

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第170316号 2017-07-01 2023-06-30 2017-06-30 2012-06-08
飲食店営業 一般 第170317号 2017-07-03 2022-09-30 2017-07-03 2017-07-03

福山市瀬戸町大字地頭分１２７番地１ コーポラス丸登１０１

一般
一般
菓子製造業 一般
乳製品製造業 一般
添加物製造業 一般
菓子製造業 一般
乳製品製造業 一般
添加物製造業 一般
添加物製造業 一般
乳製品製造業

第170342号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-07 2006-05-02

添加物製造業

第170343号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-07 2006-05-02

喫茶店営業

第170344号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-07 2006-05-02
第170345号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-07 2006-05-02
第170346号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-07 2006-05-02
第170347号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-07 2006-05-02
第170348号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-07 2006-05-02
第170349号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-07 2006-05-02
第170351号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-07 2012-03-26

第170353号 2017-07-10 2022-07-31 2017-07-10 2017-07-10
飲食店営業 一般 第170355号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-10 2000-04-21
飲食店営業 一般 第170356号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-10 2006-07-28
自動販売機

飲食店営業 一般 第170357号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-10 2012-02-22
菓子製造業 一般 第170358号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-10 2012-03-21
飲食店営業 一般 第170360号 2017-07-11 2022-07-31 2017-07-11 2017-07-11
菓子製造業 一般 第170361号 2017-07-11 2022-07-31 2017-07-11 2017-07-11
飲食店営業 一般 第170362号 2017-07-12 2022-11-30 2017-07-12 2017-07-12
飲食店営業 一般 第170363号 2017-07-12 2022-11-30 2017-07-12 2017-07-12
飲食店営業 一般 第170364号 2017-07-12 2022-11-30 2017-07-12 2017-07-12
菓子製造業 一般 第170365号 2017-07-12 2022-11-30 2017-07-12 2017-07-12

一般 第170366号 2017-07-12 2022-11-30 2017-07-12 2017-07-12
食肉販売業 一般 第170368号 2017-07-12 2022-11-30 2017-07-12 2017-07-12

魚介類販売業

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
株式会社なかやま牧場
小林 久美
占部 将
占部 将
映クラ株式会社
映クラ株式会社
日清医療食品株式会社
株式会社ププレひまわり
株式会社ププレひまわり
木本 直美
三村 達哉
森田 豊子
森田 豊子
有限会社魚花
金尾 恵太
有限会社魚千
有限会社まるか酒店
有限会社まるか酒店
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
中央冷蔵株式会社
株式会社ザグザグ
株式会社ザグザグ
株式会社莉浩
スターバックスコーヒージャパン株式会社

酒井 悠斗
井上 真一
株式会社ザグザグ
株式会社ＨＡＳ
有限会社ｄｒ-ｗａｎｗａｎ.ｃｏｍ
門田 俊子
中島 美沙子
濵原 陽章
黒田 正純
村上 末広
オーシャンポイント株式会社
株式会社情熱村
株式会社情熱村
株式会社情熱村
株式会社情熱村
株式会社情熱村

営業所所在地１

申請者＿役職名

申請者＿代表者

代表取締役

増成 吉彦 福山市木之庄町三丁目５番２４号

営業所所在地２ 営業所名称１

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

代表取締役

福山市箕島町６５１８番地
福山市箕島町６５１８番地
山西 健三 福山市曙町三丁目２０番５号
山西 健三 福山市曙町三丁目２０番５号

代表取締役

菅井 正一 福山市青葉台一丁目１０番２０号

ハート木之庄店
コノハナノサクヤ
ローソン福山箕島町店
ローソン福山箕島町店
石窯パン工房エスポワール
石窯パン工房エスポワール
ハウスカ青葉

代表取締役

梶原 聡一 福山市南蔵王町六丁目２番５号

スーパードラッグひまわり 蔵王店

加工水産物販売業

代表取締役

梶原 聡一 福山市春日町七丁目２番１８号

スーパードラッグひまわり 春日東店

加工水産物販売業

福山市御門町一丁目１１番６号

代表取締役

福山市船町５番１７号
福山市港町二丁目１４番２９号

福山市熊野町乙５０８番地
福山市熊野町乙５０８番地
取締役 塚本 典之 福山市南蔵王町五丁目１０番６号

福山市松浜町一丁目７番８号
代表取締役

北川 達也 福山市沼隈町大字常石１２８４番地

代表取締役

代表取締役

掛谷
掛谷
佐藤
佐藤

代表取締役

山口 高志 福山市箕沖町１２７番地８

代表取締役
代表取締役

森 信
森 信

福山市南蔵王町二丁目１８番２９号

代表取締役

喜多村 浩壮

福山市奈良津町三丁目３番９号

代表取締役

水口 貴文 福山市三之丸町３０番１号

代表取締役
代表取締役

義郎 福山市神辺町大字川南１０２８番地１２
義郎 福山市神辺町大字川南１０２８番地１２
利行 福山市大門町二丁目２２番４３号
利行 福山市大門町二丁目２２番４３号
福山市大門町二丁目２３番４６号

福山市南蔵王町三丁目４番５号
代表取締役

森 信

代表取締役

平井 和三 福山市東手城町一丁目３２番４６号 １Ｆ西側
麻生 暁秀 福山市引野町五丁目１２番５号

代表取締役

福山市曙町三丁目１９番１２号

福山市緑町２番１－７号ココローズ内

福山市内一円
福山市御幸町大字中津原６７２番地

福山市伊勢丘一丁目５番８号
福山市走島町浜
代表取締役

川﨑 洋次郎

代表取締役

村上 淳
村上 淳
村上 淳
村上 淳
村上 淳

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

福山市蔵王町五丁目２３番１号 福山市民病院１Ｆ

福山市平成台１番１０号
福山市大門町一丁目２３番１６号

福山市引野町５７８３番地
福山市平成台１番１０号
福山市大門町一丁目２３番１６号

飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
菓子製造業
飲食店営業

広商ビル１０３ ひなた
ブルグリカフェ
くまの元気会
くまの元気会
魚花 別館
マリンタワー１ ２０１号室 ｃｌｕｂ Ｄｉａｍｏｎｄ
魚千
セブン・イレブン神辺川南店
セブン・イレブン神辺川南店
株式会社ハローズ 大門店
株式会社ハローズ 大門店
中央冷蔵株式会社 製氷部
ザグザグ大門店
ザグザグ南蔵王店
炭火焼肉こう

福山市鞆町鞆８２４番地

加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
そうざい製造業

飲食店営業
飲食店営業
魚介類販売業

飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
菓子製造業
氷雪製造業
加工水産物販売業
加工水産物販売業

飲食店営業

スターバックスコーヒー ＪＲ福山駅店

飲食店営業

うみひこ
中華料理 旬
ザグザグ曙店
銀のさら福山店
ｈｏｌｉｓｔｉｃ ｓｈｏｐ
モッチモ・パスタ福山緑町店
Ｓｔａｒ’ｓ Ｋｉｔｃｈｅｎ
カフェ プラスドット
スローフード コニファー
大生丸
カフェ・ド・クリエ ホピタル
ローソン福山平成台店
ローソン福山大門一丁目店
ローソン福山沖浦店
ローソン福山平成台店
ローソン福山大門一丁目店

飲食店営業
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飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
Ｑｕｅ ｓｅｒａ ｓｅｒａ

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

初回許可年月日 当初許可年月日

第170369号 2017-07-12 2022-11-30 2017-07-12 2017-07-12
第170370号 2017-07-13 2022-09-30 2017-07-13 2017-07-13
第170371号 2017-07-13 2022-07-31 2017-07-13 2017-07-13
第170375号 2017-07-13 2022-07-31 2017-07-13 2017-07-13
第170376号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-13 2012-02-22
第170377号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-13 2012-02-22
第170379号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-13 2012-03-29
第170382号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-13 2012-06-20
第170383号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-13 2012-06-06
第170385号 2017-07-14 2022-11-30 2017-07-14 2017-07-14
第170388号 2017-07-14 2022-07-31 2017-07-14 2017-07-14
第170389号 2017-07-18 2022-08-31 2017-07-18 2017-07-18
第170390号 2017-07-18 2022-08-31 2017-07-18 2017-07-18
第170391号 2017-07-18 2022-07-31 2017-07-18 2017-07-18
第170393号 2017-07-18 2022-09-30 2017-07-18 2017-07-18
第170396号 2017-07-18 2022-08-31 2017-07-18 2017-07-18
第170397号 2017-07-18 2022-10-31 2017-07-18 2017-07-18
第170401号 2017-07-18 2022-10-31 2017-07-18 2017-07-18
第170402号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-18 2006-06-19
第170403号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-18 2006-06-19
第170404号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-18 2012-05-15
第170405号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-18 2012-02-03
第170411号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-18 2012-02-03
第170412号 2017-07-19 2022-11-30 2017-07-19 2017-07-19
第170414号 2017-07-19 2022-11-30 2017-07-19 2017-07-19
第170416号 2017-07-20 2022-08-31 2017-07-20 2017-07-20
第170417号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-20 2012-04-23
第170418号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-20 2012-02-03
第170419号 2017-07-21 2022-07-31 2017-07-21 2017-07-21
第170420号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-21 2012-07-11
第170421号 2017-07-24 2022-09-30 2017-07-24 2017-07-24

第170422号 2017-07-24 2022-11-30 2017-07-24 2017-07-24
飲食店営業 一般 第170424号 2017-07-24 2022-11-30 2017-07-24 2017-07-24
飲食店営業 一般 第170425号 2017-07-24 2022-07-31 2017-07-24 2017-07-24
移動販売車

一般 第170426号 2017-07-25 2022-08-31 2017-07-25 2017-07-25
飲食店営業 一般 第170427号 2017-07-25 2022-07-31 2017-07-25 2017-07-25
飲食店営業 一般 第170432号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-25 2012-04-10

加工水産物の製造業

福山市民病院店

飲食店営業 一般 第170436号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-25 2012-04-10
飲食店営業 一般 第170440号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-25 2012-04-10
加工水産物販売業
加工水産物販売業

一般
一般

第170449号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-25 2012-04-10
第170450号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-25 2012-04-10

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
株式会社情熱村
株式会社小田商店
株式会社小田商店
株式会社小田商店
株式会社小田商店
磯野 薫
藤森 ひとみ
植田 悟
笠井 亮太
高田 展久
高田 展久
高田 展久
社会福祉法人アンダンテ
社会福祉法人アンダンテ
株式会社ライフイート
株式会社アスモフードサービス西日本

有限会社フレスコ
川本 さつき
有限会社シーフーズナミマ
井上 寛之
和田 秀幸
株式会社アペックス西日本
株式会社アペックス西日本
株式会社アペックス西日本
株式会社アペックス西日本
株式会社アペックス西日本
おいしい約束株式会社
有限会社福山畜産
鶴田 正一朗
石川 貞子
鶴田 真美
平良 賢吾
妹尾 英紀
妹尾 英紀
社会福祉法人創樹会
社会福祉法人創樹会
上野 滿琉江
王 静
久我 晃隆
ＮＡＵＴＩＹＡＬ ＤＩＬＩＰ
池上 省陽

申請者＿役職名

申請者＿代表者

村上 淳

営業所所在地１
福山市引野町５７８３番地

営業所所在地２ 営業所名称１

ローソン福山沖浦店
代表取締役 大賀 昭司 福山市春日町三丁目１番３２号
生鮮食品おだ春日店
代表取締役 大賀 昭司 福山市春日町三丁目１番３２号
生鮮食品おだ春日店
代表取締役 大賀 昭司 福山市春日町三丁目１番３２号
生鮮食品おだ春日店
代表取締役 大賀 昭司 福山市春日町三丁目１番３２号
生鮮食品おだ春日店
福山市春日町五丁目５番２号
なごみ
ロイヤルビル２Ｆ西 ラウンジ カメリア
福山市南町１番２１号
福山市松浜町一丁目７番１５号 Ｚビル１Ｆ
３５８
ホワイトビル１階 ＩＲＩＳ
福山市明治町７番６号
福山市入船町一丁目４番１０号
ｎｏｕｖｅｌｌｅ ｖａｇｕｅ
福山市入船町一丁目４番１０号
ｎｏｕｖｅｌｌｅ ｖａｇｕｅ
福山市入船町一丁目４番１０号
ｎｏｕｖｅｌｌｅ ｖａｇｕｅ
理事長 池田 正則 福山市曙町三丁目１４番２４号
パンマルシェ キュイキュイ
理事長 池田 正則 福山市曙町三丁目１４番２４号
パンマルシェ キュイキュイ
代表取締役 大森 康晴 福山市西深津町七丁目３番１８号
すし丸研究室
代表取締役 藤原 恒彦 福山市引野町五丁目２２番１７号
ベストライフ福山
代表取締役 多木 俊秀 福山市南蔵王町三丁目１番１３号 ラフェスタⅡ内 ラフェスタワゴン
代表取締役

福山市南蔵王町四丁目１３番３２号
代表取締役

波間 義彦 福山市東深津町一丁目１０番５０号
福山市神辺町字十九軒屋２５３番地２

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

森
森
森
森
森

福山市船町３番９号
吉平 福山市箕島町５２２６番地１
吉平 福山市新涯町二丁目２０番１１号
吉平 福山市南手城町二丁目２６番１号
吉平 福山市箕島町６２８０番地１
吉平 福山市箕島町５３５１番地

岡部 知之 福山市南蔵王町三丁目１６番２８号
酒井 信広 福山市引野町一丁目１番１号

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日
加工水産物販売業

飲食店営業
魚介類販売業

食肉販売業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
アイスクリーム類製造業

そうざい製造業

飲食店営業
菓子製造業
菓子製造業
飲食店営業
喫茶店営業

美しい和がふるさと kawamoto cafe

飲食店営業

味涛真
Ｍ’ｓ ＣＡＦＥ
酒場コモン
有限会社栄和製作所
アサヒタクシー株式会社

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

初回許可年月日 当初許可年月日

第170451号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-25 2012-04-10
第170453号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-25 2000-05-08
第170454号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-25 2000-05-08
第170456号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-25 2000-05-08
第170457号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-25 2000-05-08
第170458号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-25 2006-04-07
第170459号 2017-07-26 2022-09-30 2017-07-26 2017-07-26
第170460号 2017-07-26 2022-09-30 2017-07-26 2017-07-26
第170461号 2017-07-26 2022-09-30 2017-07-26 2017-07-26
第170465号 2017-07-27 2022-09-30 2017-07-27 2017-07-27
第170466号 2017-07-27 2022-09-30 2017-07-27 2017-07-27
第170467号 2017-07-27 2022-09-30 2017-07-27 2017-07-27
第170468号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-28 2012-04-19
第170469号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-28 2012-04-19
第170471号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-28 2000-02-23
第170473号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-28 2006-03-27
第170474号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-28 2012-02-27
第170476号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-28 2012-06-13
第170477号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-28 2012-05-10
第170479号 2017-07-28 2022-10-31 2017-07-28 2017-07-28
第170480号 2017-07-28 2022-11-30 2017-07-28 2017-07-28

喫茶店営業

自動販売機

第170481号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-31 2000-06-16

喫茶店営業

自動販売機

第170485号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-31 2012-04-02

福山ガス株式会社 自販機コーナー

喫茶店営業

自動販売機

第170486号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-31 2012-05-18

福山熱煉工業 福山テクノ工場

喫茶店営業

自動販売機

第170487号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-31 2012-06-26

早川ゴム 工場横階段軒下

喫茶店営業

自動販売機

しゃぶしゃぶ檸檬 福山南蔵王店

第170489号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-31 2012-07-20
飲食店営業 一般 第170492号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-31 2006-04-06
食肉販売業 一般 第170494号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-31 2006-05-31

福山市元町８番５号

有限会社福山畜産
カラオケとも
からしの種つぶ
花澄想
紳士クラブ
ローソン沼隈新川店
ローソン沼隈新川店
鞆の津ミュージアム＋ｃａｆｅ
鞆の津ミュージアム＋ｃａｆｅ
ブルーアイズ
東京餃子坊
ＫＯＫＵ

福山市春日町二丁目２番３２号

おいしいインド料理の店 タブラ

飲食店営業 一般 第170516号 2017-08-04 2022-11-30 2017-08-04 2017-08-04
飲食店営業 一般 第170517号 2017-08-07 2023-01-31 2017-08-07 2017-08-07

福山市沼隈町大字草深１８５６番地

弥生寿し

飲食店営業 一般 第170519号 2017-09-01 2023-08-31 2017-08-07 1999-04-12

福山市引野町四丁目２２番２３号
福山市手城町三丁目１０番１１号

福山市幕山台二丁目２番１７号
福山市御門町三丁目１０番２６号１Ｆ

福山市沼隈町大字草深３９５番地１
福山市沼隈町大字草深３９５番地１

理事長 西山 堅太郎 福山市鞆町鞆２７１番地１
理事長 西山 堅太郎 福山市鞆町鞆２７１番地１

福山市入船町二丁目４番２０号
福山市南手城町一丁目１１番２９号

百軒堂ビルＡ棟２－１
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飲食店営業 一般 第170498号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-31 2012-02-20
飲食店営業 一般 第170499号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-31 2012-03-23
飲食店営業 一般 第170500号 2017-08-01 2023-07-31 2017-07-31 2012-07-06
飲食店営業 一般 第170501号 2017-08-01 2022-09-30 2017-08-01 2017-08-01
飲食店営業 一般 第170502号 2017-08-01 2022-08-31 2017-08-01 2017-08-01

一般 第170506号 2017-08-01 2022-08-31 2017-08-01 2017-08-01
飲食店営業 一般 第170512号 2017-09-01 2023-08-31 2017-08-03 2012-08-02
菓子製造業 一般 第170513号 2017-09-01 2023-08-31 2017-08-03 2012-08-02

加工水産物販売業

飲食店営業 一般 第170514号 2017-08-03 2022-09-30 2017-08-03 2017-08-03
飲食店営業 一般 第170515号 2017-08-04 2023-01-31 2017-08-04 2017-08-04

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
池上 省陽

申請者＿役職名

社会福祉法人「ゼノ」少年牧場 理事長
社会福祉法人「ゼノ」少年牧場 理事長
社会福祉法人「ゼノ」少年牧場 理事長

大濵 美也子
大濵 史治
株式会社ウオヒサ
有限会社マルウ
花川 正人
福井 真由美
森本 蘭
山平 美加
川﨑 康嗣
後藤 智
一冨士フードサービス株式会社

ＮＡＵＴＩＹＡＬ ＤＩＬＩＰ
こだまベジフル株式会社
株式会社マロンドール
小見山 あゆみ
大島 健司
大島 健司
坂谷 督史
貝田 哲郎
株式会社福山健康舎
水川 克己
有限会社ＴＭ・クロックワーク
有限会社ＴＭ・クロックワーク
土井 輝美
宮村 和樹
藤原 美鈴
藤岡 知子
山本 慶子
赤田 清美
三村 秀子
田中 深雪
小迫 浩司
児玉 純子

営業所所在地１

営業所所在地２ 営業所名称１

福山市沼隈町大字草深１８５６番地

弥生寿し
，２５８０番地１ ゆめの木・わかば
ＪＯＢプラスはんど
ＪＯＢプラスはんど

寳子丸 周吾 福山市沼隈町大字草深２５７９番地１
寳子丸 周吾 福山市沼隈町大字草深２１３３番地１
寳子丸 周吾 福山市沼隈町大字草深２１３３番地１

福山市鞆町鞆９４４番地
福山市鞆町鞆４１８番地１４
代表取締役

原田 勝啓 福山市鞆町後地白茅２６番地２３４

代表取締役

原田 隆史 福山市鞆町後地白茅２６番地２３４
福山市南蔵王町三丁目８番４１号

福山市昭和町９番１８号
福山市水呑町２７０７番地２
福山市水呑町４４５７番地

五番館２Ｆ

福山市入船町二丁目１１番５号 １階
福山市坪生町二丁目５番１０号
代表取締役

藤井 孝志
澁谷 卓典
合同会社恵寿コーポレーション
合同会社恵寿コーポレーション

申請者＿代表者

大西 博史 福山市入船町二丁目２番３号
福山市東手城町一丁目３２番１６号

福山市昭和町８番８号

ＫＯビル１Ｆ

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日
そうざい製造業

菓子製造業
食品の冷凍又は冷蔵業

そうざい製造業

民芸 お好み焼 ちょっとよんない

飲食店営業

ＯＵＲ ＨＯＵＳＥ
株式会社ウオヒサ
有限会社マルウ
うどん居酒屋 結備庵
Ｂｅｔｔｙ’ｓ
中華料理“蘭蘭”
ねこじゃらし
Ｎｉｇｈｔ ｓｐｏｔ ＦＲＥＥ
ごーいちまる
４７０１
菓子処 ふじい
エグゼクティブクラブ ブリッジ

飲食店営業
加工水産物販売業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業
飲食店営業

代表社員

菅原 義文 福山市松永町四丁目１６番３７号

セブン－イレブン福山松永町４丁目店

飲食店営業

代表社員

菅原 義文 福山市松永町四丁目１６番３７号

セブン－イレブン福山松永町４丁目店

加工水産物販売業

インド料理 シタール
こだまベジフル株式会社
株式会社マロンドール
想 ＳＯ

飲食店営業

福山市緑町２番４４－２号
代表取締役
代表取締役

児玉 英次 福山市南手城町四丁目２６番２５号
徳永 行紀 福山市多治米町一丁目６番１１号

福山市住吉町８番２８号

代表取締役

２Ｆ６号

代表取締役

飲食店営業
飲食店営業

福山市引野町五丁目１３番４号

セブン－イレブン福山引野５丁目店

飲食店営業

福山市引野町五丁目１３番４号

セブン－イレブン福山引野５丁目店

加工水産物販売業

福山市鞆町鞆８４４番地３
福山市熊野町乙１０６８番地１

鞆の浦 ａ ｃａｆｅ

飲食店営業

熊野ふれあい広場「クローバー」

加工水産物販売業

山野峡大田ワイナリー
ログハウス 風の森
潮待ち茶屋
潮待ち茶屋
スナックコスモ
Ｌａ ｖｉｅ Ｋ
カラオケ まりちゃん
Ｐｒｅｄｉａ プレディア
ラウンジ レイシェリー
スナック ムーミン谷
カラオケ喫茶 ミムラ
スナック ｓａｆａｒｉ
居酒屋 はちべぇ
ＪＵＮ

酒類製造業

大田 祐介 福山市山野町大字山野８６２番地５
福山市沼隈町大字上山南４６番地

代表取締役

そうざい製造業

村上 正高 福山市鞆町鞆８０８番地
村上 正高 福山市鞆町鞆８０８番地
福山市伊勢丘七丁目１番１１号
福山市曙町五丁目１７番２０号

メゾンあけぼの１０３

福山市南手城町三丁目１０番２０号

福山市住吉町８番２９号
福山市昭和町３番２１号
福山市住吉町３番２２号

Ｋ＆Ｋビル１階３号

皿谷ビル１Ｆ
ローズガーデン１Ｆ１０１

福山市川口町二丁目２２番１９号

福山市入船町二丁目４番４号 サンタウン１０３号
福山市霞町一丁目９番１６号
福山市昭和町９番１８号
五番館４階
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飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
菓子製造業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

初回許可年月日 当初許可年月日

第170520号 2017-09-01 2023-08-31 2017-08-07 1999-04-12
第170521号 2017-09-01 2023-08-31 2017-08-07 2006-05-25
第170522号 2017-09-01 2023-08-31 2017-08-07 2012-04-04
第170523号 2017-09-01 2023-08-31 2017-08-07 2012-04-04
第170528号 2017-09-01 2023-08-31 2017-08-10 2006-04-19
第170529号 2017-09-01 2023-08-31 2017-08-10 2012-08-28
第170530号 2017-09-01 2023-08-31 2017-08-10 2006-05-08
第170531号 2017-09-01 2023-08-31 2017-08-10 2006-05-08
第170532号 2017-08-10 2023-01-31 2017-08-10 2017-08-10
第170533号 2017-08-15 2022-09-30 2017-08-15 2017-08-15
第170534号 2017-09-01 2023-08-31 2017-08-17 2000-07-12
第170535号 2017-09-01 2023-08-31 2017-08-17 2006-06-01
第170538号 2017-08-18 2022-09-30 2017-08-18 2017-08-18
第170543号 2017-08-18 2023-01-31 2017-08-18 2017-08-18
第170547号 2017-08-23 2022-09-30 2017-08-23 2017-08-23
第170548号 2017-08-23 2023-01-31 2017-08-23 2017-08-23
第170549号 2017-10-01 2023-09-30 2017-08-23 2012-07-04
第170550号 2017-08-23 2022-12-31 2017-08-23 2017-08-23
第170554号 2017-08-23 2022-12-31 2017-08-23 2017-08-23
第170560号 2017-08-28 2022-09-30 2017-08-28 2017-08-28
第170561号 2017-08-28 2023-01-31 2017-08-28 2017-08-28
第170562号 2017-08-29 2022-09-30 2017-08-29 2017-08-29
第170563号 2017-08-29 2022-09-30 2017-08-29 2017-08-29
第170565号 2017-08-30 2023-01-31 2017-08-30 2017-08-30
第170569号 2017-08-30 2023-01-31 2017-08-30 2017-08-30
第170570号 2017-09-01 2023-08-31 2017-08-31 2006-04-20
第170574号 2017-09-01 2023-08-31 2017-08-31 2012-07-05
第170575号 2017-08-31 2022-10-31 2017-08-31 2017-08-31
第170576号 2017-09-01 2023-08-31 2017-08-31 2012-03-22
第170577号 2017-09-01 2023-08-31 2017-08-31 2012-04-25
第170579号 2017-09-01 2023-08-31 2017-08-31 2012-04-25
第170584号 2017-09-01 2023-01-31 2017-09-01 2017-09-01
第170586号 2017-09-04 2023-01-31 2017-09-04 2017-09-04
第170587号 2017-09-05 2023-01-31 2017-09-05 2017-09-05
第170593号 2017-09-05 2022-09-30 2017-09-05 2017-09-05
第170595号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-06 2000-04-05
第170596号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-06 2000-04-26
第170597号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-06 2000-05-25
第170598号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-06 2000-06-29
第170602号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-06 2006-05-25
第170603号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-06 2006-05-31

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
有限会社グッドシップ
大平 明美
浅野 ブレンダ
後藤 範光
大畑 仁志
古志 和彦
原 華恵
日清医療食品株式会社
川合 桂
中野 浩子
菊屋 忠義
岡田 佳明
株式会社浅草屋
伊達 仁飛
岩崎 將
本谷 和幸
株式会社ＦＫ
小川 高宏
株式会社ププレひまわり
髙橋 信正
華山 浩実
桑田 幸範
竹中 孝博
有限会社パシフィック実業
株式会社ププレひまわり
株式会社モリヤマ
株式会社モリヤマ
株式会社モリヤマ
株式会社モリヤマ
株式会社モリヤマ
浜岡 文雄
ベネフィットホテル株式会社
笹原 久里子
有限会社インスタイル
横山 誠
株式会社ＬＥＯＣ

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１

営業所所在地２ 営業所名称１

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

ニューヨーク
福山市松浜町一丁目４番８号 ＹＹビル２Ｆ
ＡＣＨＡ
福山市入船町二丁目４番２０号 百軒堂ビルＢ棟１Ｆー４ スナックブレンダ
福山市南町９番２号
くしや
福山市住吉町６番２０号
高橋ビル１Ｆ 喜菖蒲
福山市霞町一丁目４番２８号
寿し 古まん
コーポ昭明２Ｆ ラウンジ エルダー
福山市住吉町６番２０号
菅井 正一 福山市住吉町４番１号
セオ病院事業所
福山市新涯町一丁目３番４４号
Ｃａｆｅ＆Ｓｐａｃｅ Ｌｉｎｋ
ＳＡＴＯ８ビル３Ｂ号室 アンジェロ
福山市昭和町１０番１０号
福山市駅家町大字江良８０４番地１
菊新
魚とくビル１０１号 Ｐｕｂ ｃｒａｗｌ
福山市船町３番１０号
森田 秀德 福山市津之郷町大字加屋３０番地１
株式会社浅草屋
福山市神辺町字十九軒屋１５番地１６
ＢＵＬＬ２
福山市駅家町大字江良５４３番地１
佐賀牛 エンマル
福山市御門町一丁目１０番５号 ローズタウン クラブアスピス
高橋 一哲 福山市田尻町６０４番地２
高橋水産
福山市霞町二丁目１番６号 カラキビル１Ｆ 本家かまどや かすみ店

代表取締役

代表取締役

代表取締役

代表取締役

梶原 聡一 福山市松浜町二丁目３番２５号

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第170604号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-06 2006-06-14
飲食店営業 一般 第170605号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-06 2006-09-20

取締役 金﨑 和芳 福山市入船町二丁目５番３４号

飲食店営業 一般 第170606号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-06 2012-05-29
飲食店営業 一般 第170607号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-06 2012-06-26
飲食店営業 一般 第170608号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-06 2012-07-06
飲食店営業 一般 第170609号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-06 2012-08-08
飲食店営業 一般 第170610号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-06 2006-06-01
飲食店営業 一般 第170611号 2017-09-07 2022-09-30 2017-09-07 2017-09-07
飲食店営業 一般 第170612号 2017-09-07 2023-01-31 2017-09-07 2017-09-07
飲食店営業 一般 第170613号 2017-09-08 2022-09-30 2017-09-08 2017-09-08
飲食店営業 一般 第170615号 2017-09-08 2022-10-31 2017-09-08 2017-09-08
飲食店営業 一般 第170616号 2017-09-08 2022-11-30 2017-09-08 2017-09-08

一般 第170617号 2017-09-08 2022-12-31 2017-09-08 2017-09-08
飲食店営業 一般 第170620号 2017-09-11 2022-10-31 2017-09-11 2017-09-11
飲食店営業 一般 第170624号 2017-09-13 2022-10-31 2017-09-13 2017-09-13

加工水産物の製造業

飲食店営業 一般 第170625号 2017-09-14 2022-09-30 2017-09-14 2017-09-14

一般 第170627号 2017-09-14 2023-02-28 2017-09-14 2017-09-14
飲食店営業 一般 第170629号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-15 2012-06-08

加工水産物販売業

一般 第170631号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-15 2012-07-10
飲食店営業 一般 第170633号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-15 2006-06-08
飲食店営業 一般 第170634号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-15 2012-06-27

スーパードラッグひまわり松浜店

加工水産物販売業

代表取締役

まね来や
福山市霞町一丁目５番６号
Ｋａｊａ
福山市加茂町大字下加茂７１番地１１
ジャーニーピザ
福山市西新涯町二丁目１９番３号
タコ焼・たけちゃん
満田 浩一 福山市入船町二丁目１１番３６号 ワールドビル３Ｆ ＵＳＡ‐ＧＩ
梶原 聡一 福山市胡町７番８号
スーパードラッグひまわり胡町店
森山 尚樹 福山市多治米町一丁目１５番３号
スマイルキッチン多治米店
森山 尚樹 福山市多治米町一丁目１５番３号
スマイルキッチン多治米店
森山 尚樹 福山市多治米町一丁目１５番３号
スマイルキッチン多治米店
森山 尚樹 福山市多治米町一丁目１５番３号
スマイルキッチン多治米店
森山 尚樹 福山市多治米町一丁目１５番３号
スマイルキッチン多治米店
福山市瀬戸町大字長和１３１５番地２
福山市瀬戸老人福祉センター
小林 みな子 福山市霞町二丁目５番７号
ベネフィット カフェ
住吉Ｗｉｎｇ２０１ Ｓｅｃｉｌ
福山市住吉町８番２２号
出原 廣明 福山市元町１３番３号
４Ｆ
インスタイルホール
福山市入船町二丁目１１番２７号
居酒屋 とんぼ
小野寺 裕司 福山市明治町１０番５号
小池病院

株式会社ジェイアールサービスネット岡山

代表取締役

北條 裕介 福山市本庄町中四丁目４番３７号

セブン－イレブン福山本庄町中４丁目店

飲食店営業 一般 第170658号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-22 2012-04-26
飲食店営業 一般 第170659号 2017-09-22 2022-11-30 2017-09-22 2017-09-22

株式会社ジェイアールサービスネット岡山

代表取締役

北條 裕介 福山市本庄町中四丁目４番３７号

セブン－イレブン福山本庄町中４丁目店

加工水産物販売業

河南 桃子
日清医療食品株式会社
山根 美絵

福山市沖野上町二丁目３番２号

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役

代表取締役

福山市春日町六丁目２６番３号
代表取締役

菅井 正一 福山市松浜町一丁目１３番３８号
福山市昭和町６番１８号久松ビル１Ｆ

ｃａｆｅ花歌
日清医療食品株式会社
バーディー
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飲食店営業 一般 第170637号 2017-09-15 2022-10-31 2017-09-15 2017-09-15
飲食店営業 一般 第170638号 2017-09-19 2023-01-31 2017-09-19 2017-09-19
飲食店営業 一般 第170639号 2017-09-20 2022-09-30 2017-09-20 2017-09-20

一般 第170642号 2017-09-20 2022-11-30 2017-09-20 2017-09-20
飲食店営業 一般 第170643号 2017-09-20 2022-09-30 2017-09-20 2017-09-20
飲食店営業 一般 第170644号 2017-09-20 2022-09-30 2017-09-20 2017-09-20

加工水産物販売業

菓子製造業 一般 第170645号 2017-09-20 2022-09-30 2017-09-20 2017-09-20
喫茶店営業 一般 第170646号 2017-09-20 2022-09-30 2017-09-20 2017-09-20
食肉販売業 一般 第170647号 2017-09-20 2022-09-30 2017-09-20 2017-09-20
喫茶店営業 一般 第170648号 2017-09-20 2022-12-31 2017-09-20 2017-09-20
飲食店営業 一般 第170651号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-21 2000-07-12
飲食店営業 一般 第170652号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-21 2000-09-26
飲食店営業 一般 第170655号 2017-09-22 2022-11-30 2017-09-22 2017-09-22
飲食店営業 一般 第170656号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-22 2000-05-08

いそだ病院事業所

一般 第170663号 2017-09-22 2022-11-30 2017-09-22 2017-09-22
飲食店営業 一般 第170664号 2017-09-26 2023-01-31 2017-09-26 2017-09-26
飲食店営業 一般 第170666号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-26 2012-09-28
飲食店営業 一般 第170667号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-26 2006-07-18

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
岩中 絹子
岩中 絹子
株式会社アペックス西日本
株式会社無双
森田 勇
重政 克佳
栗原 愛
栗原 秀夫
株式会社プライムフーズ
小林 茂
小林 茂
株式会社ケーティーエム
有限会社プチットメールダイゴ
曽我 勝己
山本 千江美
株式会社ハートピア
石井 優子
株式会社ザグザグ
内海 博文
桒田 美奈
髙木 幹夫
三本 義広
宮澤 和昌
金﨑 伸也
株式会社ローズ
三村 達哉
佐藤 裕子
渡辺 美貴子
有限会社ゼロファースト
美山 久美子
仁井 優太
近藤 光子
坂田 順子
藤井 繁行
株式会社児玉本店
株式会社アイディーエー
上川 秀樹
Ｒｏｏｔｓ株式会社
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
さくら建設株式会社

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１
福山市沖野上町三丁目１番１２号
福山市沖野上町三丁目１番１２号

代表取締役
代表取締役

代表取締役

代表取締役
代表取締役

代表取締役

代表取締役

代表取締役

代表取締役

代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

営業所所在地２ 営業所名称１

ＨＡＮＤ ＭＡＤＥ ＣＡＫＥ
ＨＡＮＤ ＭＡＤＥ ＣＡＫＥ

山陽電気工業株式会社 休憩所
森 吉平 福山市沖野上町三丁目１番５号
周 怡凡 福山市沼隈町大字下山南１１５番地
中華そば すみだ
福山市港町一丁目１７番３号
極とん 港町店
福山市南町２番２５号
しげば
福山市昭和町４番７号
ワインビル２Ｆ ラウンジ ファルファラ
福山市南町２１番９号１Ｆ
ＢＡＲ ＤＡＤＤＹ’Ｓ－ＨＯＭＥ
カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 福山多治米店
守屋 集 福山市多治米町一丁目１２番１号

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

初回許可年月日 当初許可年月日

菓子製造業 一般 第170668号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-26 2000-09-27
ドゥ・ウォーフス 喫茶店営業 一般 第170669号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-26 2000-09-27
ドゥ・ウォーフス

喫茶店営業

自動販売機 第170670号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-26 2012-05-18
飲食店営業 一般 第170672号 2017-09-26 2023-02-28 2017-09-26 2017-09-26
飲食店営業 一般 第170676号 2017-09-27 2023-01-31 2017-09-27 2017-09-27

飲食店営業 一般 第170677号 2017-09-27 2022-09-30 2017-09-27 2017-09-27
飲食店営業 一般 第170678号 2017-09-27 2022-09-30 2017-09-27 2017-09-27
飲食店営業 一般 第170679号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-27 2006-05-01
飲食店営業 一般 第170680号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-27 2006-09-27

福山市入船町二丁目５番３１号

セブン－イレブン 福山入船町店

飲食店営業 一般 第170681号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-27 2012-06-25

福山市入船町二丁目５番３１号

セブン－イレブン 福山入船町店

加工水産物販売業

竹内 浩 福山市南蔵王町二丁目１９番１６号
レ・デルパパ
広島県立福山工業高校 学生食堂
大村 茂 福山市野上町三丁目９番２号
ふじ半ビル１Ｆ ＢＡＲ １９９１
福山市昭和町８番３号
ローズプラッツ３Ｆ ミラージュ
福山市昭和町４番６号
皿海 公隆 福山市川口町一丁目８番１１号
ハートピア川口店
福山市胡町４番２６号
小野ビル１Ｆ 居酒屋ひょうたん
福山市新市町大字戸手９８４番地１
森 信
ザグザグ新市店
福山市南蔵王町一丁目８番２７号
保護ねこｃａｆｅ Ｆａｍｉｌｉａ
住吉ウイング１０４ ｏｒｉｇｉｎ
福山市住吉町８番２２号
福山市多治米町二丁目１７番６号
まぁぶる
福山市沖野上町四丁目２４番２４号
鳥みつ商店
福山市西桜町二丁目３番１号
麒麟園
福山市東川口町一丁目４番１５号
夢源
木村 一成 福山市入船町二丁目４番１４号
ホテル ベリーノ
福山市沖野上町二丁目１番１４号
Ｇａｒｒｅｔ
ローズガーデン１階 クィーン
福山市住吉町３番２２号
ＳＡＴＯビル７ １－Ｂ マキシムド・チエ
福山市住吉町７番２６号
松田 広行 福山市三吉町五丁目５番６号
元祖もつ鍋 博多屋 福山店
魚とくビル２０４号 Ｍａｔｓｕ
福山市船町３番１０号
福山市内一円
登龍門
福山市駅家町大字万能倉１４１８番地７
お好み焼 こんちゃん
福山市神辺町字徳田１７０７番地５
百合香
福山市神辺町字道上６０６番地１
だいだい
児玉 四郎 福山市駅家町大字新山１２６６番地１
株式会社児玉本店
伊田 章彦 福山市神辺町大字川南１５４３番地２
美味亭 翼
福山市沼隈町大字上山南８１１番地
鉄板焼 ホル太郎 本店
古木 やよい 福山市昭和町９番１３号
千成宝ビル２０１号 ナイトルームＣｏＣｏ
佐藤 利行 福山市駅家町大字万能倉１１１５番地４
株式会社ハローズ南駅家店
佐藤 利行 福山市駅家町大字万能倉１１１５番地４
株式会社ハローズ南駅家店
田辺 徹雄 福山市引野町北二丁目４番１４号
さくら建設株式会社 引野店
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一般 第170686号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-27 2012-06-25
飲食店営業 一般 第170688号 2017-09-27 2023-01-31 2017-09-27 2017-09-27
飲食店営業 一般 第170689号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-28 2000-04-06
飲食店営業 一般 第170690号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-28 2000-08-30
飲食店営業 一般 第170692号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-28 2006-06-07

一般 第170695号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-28 2000-08-02
飲食店営業 一般 第170696号 2017-09-28 2022-11-30 2017-09-28 2017-09-28

加工水産物販売業

一般 第170697号 2017-11-01 2023-10-31 2017-09-28 2012-06-08
喫茶店営業 一般 第170698号 2017-09-29 2023-01-31 2017-09-29 2017-09-29
飲食店営業 一般 第170700号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-29 2012-08-06

加工水産物販売業

飲食店営業 一般 第170701号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-29 2012-08-21
飲食店営業 一般 第170702号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-29 2012-09-11
飲食店営業 一般 第170703号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-29 2006-04-26
飲食店営業 一般 第170704号 2017-09-29 2022-09-30 2017-09-29 2017-09-29
飲食店営業 一般 第170705号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-29 2000-07-19
飲食店営業 一般 第170706号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-29 2012-07-19
飲食店営業 一般 第170707号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-29 2000-09-29
飲食店営業 一般 第170708号 2017-10-01 2023-09-30 2017-09-29 2012-05-11
飲食店営業 一般 第170709号 2017-10-02 2022-11-30 2017-10-02 2017-10-02
飲食店営業 一般 第170711号 2017-10-03 2022-11-30 2017-10-03 2017-10-03
飲食店営業

第170713号 2017-10-05 2022-11-30 2017-10-05 2017-10-05
飲食店営業 一般 第170716号 2017-11-01 2023-10-31 2017-10-10 2000-08-08
飲食店営業 一般 第170717号 2017-11-01 2023-10-31 2017-10-10 2006-10-03
移動販売車

飲食店営業 一般 第170718号 2017-11-01 2023-10-31 2017-10-10 2006-08-23
食肉販売業 一般 第170719号 2017-11-01 2023-10-31 2017-10-10 2000-10-24
飲食店営業 一般 第170721号 2017-10-10 2022-10-31 2017-10-10 2017-10-10
飲食店営業 一般 第170722号 2017-10-11 2023-02-28 2017-10-11 2017-10-11
飲食店営業 一般 第170724号 2017-10-11 2023-03-31 2017-10-11 2017-10-11
飲食店営業 一般 第170725号 2017-11-01 2023-10-31 2017-10-12 2006-08-09
食肉販売業 一般 第170727号 2017-11-01 2023-10-31 2017-10-12 2006-08-09
飲食店営業 一般 第170731号 2017-10-12 2023-01-31 2017-10-12 2017-10-12

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
三好 マリ子
株式会社白十字
岡田 美智恵
岩見 勝
一般社団法人しあわせの庭
平川 貴代子
重見 直人
谷口 祥司
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社シンコー
内田 勝正
小池 昭則
株式会社エブリイ
合同会社甲斐
合同会社甲斐
合同会社甲斐
合同会社甲斐
管原 良太
下江 眞吾
Ｒａｉｎｂｏｗ Ｒｉｓｉｎｇ合同会社
株式会社キャメル珈琲
藤岡 成司
クラブン株式会社

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１

代表取締役

二木 正久 福山市新市町大字戸手１０１３番地１
福山市駅家町大字倉光４２４番地９
福山市新市町大字戸手１０３７番地１

代表理事

山下 昌明 福山市南蔵王町二丁目２５番６号

福山市道三町６番１７号
福山市南町１０番１０号

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

初回許可年月日 当初許可年月日

カラオケ 桜 ｃａｆｅ
白十字 新市店
昭和軒
ビストロ エスプリ

飲食店営業 一般 第170732号 2017-10-12 2022-11-30 2017-10-12 2017-10-12
菓子製造業 一般 第170735号 2017-11-01 2023-10-31 2017-10-12 2006-08-02

ジェリーズポップコーン しあわせの庭店

菓子製造業 一般 第170742号 2017-10-16 2023-01-31 2017-10-16 2017-10-16
飲食店営業 一般 第170744号 2017-10-17 2023-03-31 2017-10-17 2017-10-17

飲食店営業 一般 第170736号 2017-11-01 2023-10-31 2017-10-12 2012-10-04
飲食店営業 一般 第170738号 2017-10-13 2022-10-31 2017-10-13 2017-10-13

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市新市町大字戸手９９１番地１

代表社員

武田 晶子 福山市三之丸町８番１１号

お好み焼 どんぐり
想家
お好み焼 吉甲 新市店
エブリイ新市店
エブリイ新市店
エブリイ新市店 鮮魚
エブリイ新市店 鮮魚
エブリイ新市店 惣菜寿司
エブリイ新市店 ベーカリー
エブリイ新市店 ベーカリー
あまぎり庵 新市店
内田進商店
酒季彩 あさつき
エブリイ新市店
セブン－イレブン福山駅前店

代表社員

武田 晶子 福山市若松町１０番１６号

セブン－イレブン福山若松町店

一般 第170762号 2017-11-01 2023-10-31 2017-10-17 2012-06-01
飲食店営業 一般 第170764号 2017-10-17 2022-11-30 2017-10-17 2017-10-17
飲食店営業 一般 第170773号 2017-10-17 2022-11-30 2017-10-17 2017-10-17

代表社員

武田 晶子 福山市若松町１０番１６号

セブン－イレブン福山若松町店

加工水産物販売業

代表社員

武田 晶子 福山市三之丸町８番１１号

セブン－イレブン福山駅前店
ＢＯＳＣＯ
ローソン福山芦田店
溶岩焼肉 いなほ屋
カルディコーヒーファーム
ワイオリファーム
うさぎや福山南店
ファミリーマート福山木之庄店
ファミリーマート福山木之庄店
とん匠 蔵王２号店
大漁丼家 加茂店
まいどおおきに福山駅家食堂
プティギャルソン
神辺ホーム

加工水産物販売業

福山市駅家町大字万能倉３７３番地

株式会社トージツフーズ 福山食堂

飲食店営業

福山市入船町二丁目５番１８号

Ｍｏｂｙ Ｄｉｃｋ
まるき家
焼肉 和ぎ
ＪＡ福山市女性部山野支部

飲食店営業

福山市新市町大字戸手６５番地
代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市新市町大字戸手９９１番地１

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市新市町大字戸手９９１番地１

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市新市町大字戸手９９１番地１

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市新市町大字戸手９９１番地１

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市新市町大字戸手９９１番地１

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市新市町大字戸手９９１番地１

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市新市町大字戸手９９１番地１

代表取締役

桑原 靖 福山市新市町大字戸手９８４番地１
福山市新市町大字新市３１４番地２

福山市光南町二丁目２番２８号

福山市曙町五丁目１７番２２号
福山市芦田町大字福田２７１７番地
代表社員

入江 正明 福山市神辺町字道上６０６番地１

代表取締役

尾田 信夫

福山市神辺町大字新道上二丁目１０番地２６ フジグラン神辺１Ｆ

福山市熊野町丙１６５５番地
代表取締役

伊澤 正信 福山市川口町四丁目２０番１７号

株式会社フロムシステムダイレクト

代表取締役

島田 克己 福山市木之庄町二丁目１番５号

株式会社フロムシステムダイレクト

代表取締役

島田 克己 福山市木之庄町二丁目１番５号

橘高 正裕
寺川 美穂
株式会社シンエイプラス
大内商事株式会社

営業所所在地２ 営業所名称１

福山市千田町二丁目２番４４号

福山市南蔵王町四丁目４番３１号
福山市加茂町大字下加茂６１番地１

株式会社ナリコマエンタープライズ

代表取締役

尾尻 真栄 福山市駅家町大字近田１０６８番地３
大内 五美 福山市新市町大字戸手５９２番地５
竹内 美夫 福山市神辺町字西中条１２８８番地

株式会社トージツフーズ
弓戸 省吾
小川 知道
Ｒａｉｎｂｏｗ Ｒｉｓｉｎｇ合同会社
池田 栄

代表取締役

石田 久

代表取締役
代表取締役

福山市南蔵王町四丁目１番５３号
代表社員

入江 正明 福山市神辺町字下御領８０９番地１

福山市山野町大字山野１９２番地

ＴＯＭＩＯビル１Ｆ １０１号
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飲食店営業 一般 第170745号 2017-10-17 2023-03-31 2017-10-17 2017-10-17
飲食店営業 一般 第170746号 2017-11-01 2023-10-31 2017-10-17 2000-07-05
飲食店営業 一般 第170747号 2017-11-01 2023-10-31 2017-10-17 2012-06-01
食肉販売業 一般 第170749号 2017-11-01 2023-10-31 2017-10-17 2012-06-01
飲食店営業 一般 第170750号 2017-11-01 2023-10-31 2017-10-17 2012-06-01

一般 第170751号 2017-11-01 2023-10-31 2017-10-17 2012-06-01
飲食店営業 一般 第170752号 2017-11-01 2023-10-31 2017-10-17 2012-06-01
飲食店営業 一般 第170753号 2017-11-01 2023-10-31 2017-10-17 2012-06-01

魚介類販売業

菓子製造業 一般 第170754号 2017-11-01 2023-10-31 2017-10-17 2012-06-01
飲食店営業 一般 第170755号 2017-11-01 2023-10-31 2017-10-17 2012-06-08

一般 第170760号 2017-11-01 2023-10-31 2017-10-17 2000-06-27
飲食店営業 一般 第170761号 2017-10-17 2023-03-31 2017-10-17 2017-10-17

加工水産物販売業

加工水産物販売業

飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
加工水産物販売業

菓子製造業
飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
そうざい製造業

飲食店営業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第170777号 2017-10-17 2022-11-30 2017-10-17 2017-10-17
第170778号 2017-10-17 2022-11-30 2017-10-17 2017-10-17
第170779号 2017-10-17 2023-01-31 2017-10-17 2017-10-17
第170784号 2017-11-01 2023-10-31 2017-10-19 2000-09-14
第170785号 2017-10-20 2022-10-31 2017-10-20 2017-10-20
第170789号 2017-11-01 2023-10-31 2017-10-20 2012-10-16
第170790号 2017-10-23 2023-02-28 2017-10-23 2017-10-23
第170792号 2017-10-24 2023-03-31 2017-10-24 2017-10-24
第170793号 2017-10-25 2022-11-30 2017-10-25 2017-10-25
第170797号 2017-10-25 2022-11-30 2017-10-25 2017-10-25
第170799号 2017-10-25 2023-01-31 2017-10-25 2017-10-25
第170800号 2017-10-25 2022-10-31 2017-10-25 2017-10-25
第170801号 2017-11-01 2023-10-31 2017-10-26 2006-06-30
第170802号 2017-11-01 2023-10-31 2017-10-26 2006-05-31
第170803号 2017-11-01 2023-10-31 2017-10-26 2012-05-30
第170804号 2017-11-01 2023-10-31 2017-10-26 2000-07-06
第170805号 2017-10-27 2023-03-31 2017-10-27 2017-10-27
第170807号 2017-10-27 2023-01-31 2017-10-27 2017-10-27
第170808号 2017-10-27 2022-10-31 2017-10-27 2017-10-27
第170809号 2017-10-30 2022-10-31 2017-10-30 2017-10-30

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
吉田 現
株式会社なかやま牧場
株式会社なかやま牧場
株式会社なかやま牧場
株式会社なかやま牧場
若林 弘明
株式会社アペックス西日本
株式会社日米クック
有限会社サザンクロス
株式会社ハートピア
新広島ヤクルト販売株式会社
髙橋 啓子
二嶋 秀子
岡山 由加利
シュリゼンコ ナタリア
桝平乳業株式会社
松田 吉恵

申請者＿役職名

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役

株式会社啓文社エンタープライズ

代表取締役

株式会社フォー・アンツ
株式会社フォー・アンツ
株式会社フォー・アンツ
株式会社光洋フードサービス
大久保 遥
大久保 遥
有限会社Ｉ．Ｋ．Ｏ
有限会社Ｉ．Ｋ．Ｏ
株式会社アイ・エルグループ
新井 日助
宮脇 志穂
小川 里美
株式会社伊呂波
株式会社御座候
中ノ瀬 恵治
蒲生 和宏
水本 敦子

代表取締役

有限会社幸福の黄色いハンカチ

代表取締役

石内 甫岳
株式会社イノクチ
宮田 綾子
株式会社備宝
有限会社やすもと

代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役

代表取締役

代表取締役
代表取締役

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日 初回許可年月日
飲食店営業 一般 第170811号 2017-12-01 2023-11-30 2017-10-30 2012-06-11
ｓｏｕｎｄ ｌａｂ ＪＵＩＣＹ
増成 吉彦 福山市加茂町字中野２５６番地４
飲食店営業 一般 第170812号 2017-11-01 2023-10-31 2017-10-30 2006-07-05
ハート加茂店
増成 吉彦 福山市加茂町字中野２５６番地４
飲食店営業 一般 第170813号 2017-11-01 2023-10-31 2017-10-30 2006-07-05
ハート加茂店
魚介類販売業 一般 第170814号 2017-11-01 2023-10-31 2017-10-30 2006-07-05
増成 吉彦 福山市加茂町字中野２５６番地４
ハート加茂店
増成 吉彦 福山市加茂町字中野２５６番地４
食肉販売業 一般 第170815号 2017-11-01 2023-10-31 2017-10-30 2006-07-05
ハート加茂店
福山市神辺町大字川南８２２番地６
飲食店営業 一般 第170816号 2017-11-01 2023-10-31 2017-10-30 2012-07-03
日本料理 滴水
喫茶店営業 自動販売機 第170817号 2017-11-01 2023-10-31 2017-10-30 2012-10-25
森 吉平 福山市神辺町大字川南４１３番地１
開放倉庫 福山店 店頭
飲食店営業 一般 第170818号 2017-11-01 2023-10-31 2017-10-30 2012-10-31
米谷 素明 福山市神辺町字下御領６８２番地１
亀川病院
内田 一郎 福山市神辺町大字川南１５４３番地２
喫茶店営業 一般 第170819号 2017-11-01 2022-10-31 2017-10-30 2012-10-31
パーラウイングⅠ
加工水産物販売業 一般 第170827号 2017-11-01 2023-10-31 2017-10-31 2000-08-04
皿海 公隆 福山市神辺町大字新徳田三丁目５３５番地
ハートピア新徳田店
新広島ヤクルト販売株式会社 神辺センター 加工水産物販売業 一般 第170828号 2017-11-01 2023-10-31 2017-10-31 2012-10-31
中野 健 福山市神辺町大字新徳田三丁目５１７番地
魚とくビル１０２号 サルーテ
飲食店営業 一般 第170834号 2017-11-06 2022-11-30 2017-11-06 2017-11-06
福山市船町３番１０号
福山市駅家町大字近田２３０番地１ プラザ・コスモス２階Ｍ号室 スナック＆カラオケ 愛＆あい
飲食店営業 一般 第170837号 2017-11-07 2023-04-30 2017-11-07 2017-11-07
福山市松永町四丁目１６番５４－４号
飲食店営業 一般 第170845号 2017-11-08 2022-12-31 2017-11-08 2017-11-08
居酒屋 響樹
カーサビル２Ｆ－９号室 ダリヤ
飲食店営業 一般 第170846号 2017-11-09 2023-03-31 2017-11-09 2017-11-09
福山市住吉町８番２８号
加工水産物販売業 一般 第170848号 2017-11-09 2023-01-31 2017-11-09 2017-11-09
桝平 典和 福山市引野町五丁目１１番１号
山幸物流 第一センター
福山市本庄町中二丁目１３番３号
飲食店営業 一般 第170849号 2017-11-10 2022-11-30 2017-11-10 2017-11-10
お好み焼き だるま
コミックバスター イーズ福山西店
飲食店営業 一般 第170850号 2017-11-10 2022-12-31 2017-11-10 2017-11-10
手塚 淳三 福山市高西町四丁目３番６１号
リトルマーメイドＴＳＵＴＡＹＡ福山西店
堀岡 眞也 福山市高西町四丁目３番６１号
飲食店営業 一般 第170851号 2017-11-10 2022-12-31 2017-11-10 2017-11-10
リトルマーメイドＴＳＵＴＡＹＡ福山西店
堀岡 眞也 福山市高西町四丁目３番６１号
飲食店営業 一般 第170852号 2017-11-10 2022-12-31 2017-11-10 2017-11-10
リトルマーメイドＴＳＵＴＡＹＡ福山西店
堀岡 眞也 福山市高西町四丁目３番６１号
菓子製造業 一般 第170853号 2017-11-10 2022-12-31 2017-11-10 2017-11-10
高木 孝昌 福山市御幸町大字上岩成１４８番地１３ 中国中央病院内レストラン棟１Ｆ ベーカリー「コア」
菓子製造業 一般 第170855号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-13 2012-10-25
福山市千田町二丁目４１番１５号
飲食店営業 一般 第170856号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-13 2012-11-22
Ｐａｎａｄｅｒｉａ Ｔｒｉｇｏ
福山市千田町二丁目４１番１５号
菓子製造業 一般 第170857号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-13 2012-11-22
Ｐａｎａｄｅｒｉａ Ｔｒｉｇｏ
ＩＫＯ 木之庄店 飲食店営業 一般 第170859号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-13 2012-06-21
胃甲 安俊 福山市木之庄町三丁目３番５号
ＮＡＴＵＲＡＬ ＭＡＲＫＥＴ
ＩＫＯ 木之庄店 加工水産物販売業 一般 第170862号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-13 2012-06-21
胃甲 安俊 福山市木之庄町三丁目３番５号
ＮＡＴＵＲＡＬ ＭＡＲＫＥＴ
飲食店営業 一般 第170868号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-13 2000-07-12
石井 淳雄 福山市元町１２番４号元町ビル４Ｆ
ミュージックレストラン５セント
福山市三吉町五丁目１番５４号
飲食店営業 一般 第170869号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-13 2000-11-24
タコヤキ トラジャ
飲食店営業 一般 第170870号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-13 2006-08-04
福山市東桜町８番２号
マルイビル１Ｆ ＳＡＬＯＮ：薔薇と迷宮
福山市新市町大字常２７０４番地３
菓子製造業 一般 第170871号 2017-11-13 2023-04-30 2017-11-13 2017-11-13
Ｃｏｎｅ Ｃｏｎｅ
飲食店営業 一般 第170872号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-13 2006-08-02
大村 剛 福山市南本庄二丁目７番８号
伊呂波別館 花伝
天満屋福山店Ｂ１ 御座候 天満屋福山店
飲食店営業 一般 第170876号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-13 2012-09-14
山田 実 福山市元町１番１号
飲食店営業 一般 第170877号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-13 2012-09-19
福山市延広町６番１号
中のせ
福山市三之丸町３番９号宮都ビル１Ｆ
飲食店営業 一般 第170878号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-13 2012-09-26
出雲そば 大黒屋 駅前店
飲食店営業 一般 第170879号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-13 2012-09-26
ＢＰＴビル２－Ｂ 沖縄音楽酒場 世果報
福山市船町４番１０号
飲食店営業 一般 第170880号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-13 2012-11-13
石田 実 福山市笠岡町２番７号
焼き鳥・鳥料理 とり新
飲食店営業 一般 第170881号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-13 2012-11-20
福山市船町２番１３号
京橋
加工水産物販売業 一般 第170882号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-13 2012-09-18
井野口 良平 福山市元町１番１号 天満屋福山店Ｂ１
株式会社イノクチ 天満屋福山店
菓子製造業 一般 第170884号 2017-11-13 2023-03-31 2017-11-13 2017-11-13
福山市古野上町１３番２号
マネキネコ
新井 慶助 福山市御幸町大字上岩成４６１番地１，４６１番地６
飲食店営業 一般 第170885号 2017-11-14 2022-11-30 2017-11-14 2017-11-14
旬海鮮丼丸
飲食店営業 一般 第170886号 2017-11-14 2022-11-30 2017-11-14 2017-11-14
安本 皇 福山市元町１番１号
Ｂ１階
尾道やすもと

申請者＿代表者

営業所所在地１
福山市元町１３番８号

営業所所在地２ 営業所名称１

当初許可年月日

トライアングルビル３Ｆ
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（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
株式会社ロック・フィールド
株式会社横浜ポンパドウル
株式会社横浜ポンパドウル
株式会社横浜ポンパドウル
株式会社天満屋
渡壁 ゆき子
開地 博和
開地 博和
元木 里奈
住田 三枝
株式会社ＦＥＲ
株式会社オンリーワン
株式会社オンリーワン
株式会社オンリーワン
株式会社オンリーワン
有限会社ドルセ洋菓子店
瀬崎 弘治
有限会社もりせん
種本 英任
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
株式会社すき家
株式会社東邦事業
株式会社天満屋
パインズワールド株式会社
株式会社イオンイーハート
宮沢 光男
山田 昌江

営業所所在地１

申請者＿役職名

申請者＿代表者

代表取締役

古塚 孝志 福山市元町１番１号

代表取締役

三藤 貴史 福山市元町１番１号

代表取締役

三藤 貴史 福山市元町１番１号

代表取締役

三藤 貴史 福山市元町１番１号

代表取締役

江國 成基 福山市元町１番１号

営業所所在地２ 営業所名称１

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

ＲＦ１
福山天満屋Ｂ１Ｆ ポンパドウル福山店
福山天満屋Ｂ１Ｆ ポンパドウル福山店
福山天満屋Ｂ１Ｆ ポンパドウル福山店

菓子製造業 一般 第170889号 2017-11-14 2022-11-30 2017-11-14 2017-11-14
喫茶店営業 一般 第170890号 2017-11-14 2022-11-30 2017-11-14 2017-11-14
飲食店営業 一般 第170891号 2017-11-14 2022-11-30 2017-11-14 2017-11-14
飲食店営業 一般 第170892号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-15 2006-11-08

株式会社天満屋福山店地下１階共同調理場

喫茶チャチャ
福山市横尾町二丁目１８番９号
開地商店
福山市横尾町二丁目１８番９号
開地商店
福山市住吉町１番４０号 住吉スクエア２０３
Ｌｉｅｎ
福山市船町１番１２号 ２Ｆ
ＣＲＯＳＳＯＶＥＲ
園田 崇匡 福山市元町１３番１号
フジカワビル１Ｆ 中華そば そのだ
下井 豊 福山市千田町三丁目１番４５号
オンリーワン千田店
下井 豊 福山市千田町三丁目１番４５号
オンリーワン千田店
下井 豊 福山市千田町三丁目１番４５号
オンリーワン千田店
下井 豊 福山市千田町三丁目１番４５号
オンリーワン千田店
礒辺 和孝 福山市三吉町三丁目９番２５号
洋菓子のドルセ本店
福山市北吉津町三丁目１１番１８号
カラオケびんご
有限会社もりせん そうざい作業場
森 宣二 福山市木之庄町三丁目２番７号
福山市東深津町三丁目１４番１号
アルジェント レガーレ
佐藤 利行 福山市御幸町大字上岩成４６４番地８
株式会社ハローズ御幸店
佐藤 利行 福山市御幸町大字上岩成４６４番地８
株式会社ハローズ御幸店
佐藤 利行 福山市御幸町大字上岩成４６４番地８
株式会社ハローズ御幸店
浅沼 幹典 福山市南本庄二丁目７番４号
すき家２国福山南本庄店
日比生 泰宏 福山市元町１番１号
天満屋地下１Ｆ 和幸福山売店
天満屋福山店地階 株式会社天満屋福山店地階催事２
江國 成基 福山市元町１番１号
松島 慶明 福山市三之丸町３０番１号 サンステーションテラス福山内 広島焼 田吾
奥野 善德 福山市三之丸町３０番１号
おひつごはん四六時中
福山市内一円
宮沢鮮魚店
福山市南町２番２２号
林ビル１Ｆ東 月泉
有楽リオンビル３F 泳ぎイカ 九州炉端 弁慶
定松 慎 福山市元町１３番５号
大本 久美子 福山市元町１番１号
有限会社 肉の大本
有吉 美和 福山市元町１番１号
天満屋Ｂ－１ 魚喜福山店
有吉 美和 福山市元町１番１号
天満屋Ｂ－１ 魚喜福山店
有吉 美和 福山市元町１番１号
天満屋Ｂ－１ 魚喜福山店
岡田 一龍 福山市鞆町後地６５１番地５
ファミリーマート鞆の浦店
岡田 一龍 福山市鞆町後地６５１番地５
ファミリーマート鞆の浦店
岡田 一龍 福山市鞆町鞆４０３番地６
ファミリーマート福山鞆町店
岡田 一龍 福山市鞆町鞆４０３番地６
ファミリーマート福山鞆町店
福山市南手城町四丁目８番２３号
繁廣手城店
福山市木之庄町一丁目４番１８号
椿屋 きはる
福山市手城町二丁目２６番１２号
ＨＯＡＮＧ ＣＯＭＰＡＮＹ
福山市南本庄二丁目４番２７－１０６号

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

株式会社コズミックホールディングス

代表取締役

有限会社 肉の大本
株式会社魚喜
株式会社魚喜
株式会社魚喜
株式会社テクナサービス
株式会社テクナサービス
株式会社テクナサービス
株式会社テクナサービス
川上 達大
川本 将司
ダン ヴァン ホァン

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
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初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第170887号 2017-11-14 2022-11-30 2017-11-14 2017-11-14
飲食店営業 一般 第170888号 2017-11-14 2022-11-30 2017-11-14 2017-11-14

天満屋福山店Ｂ１

魚介類販売業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
魚介類販売業

食肉販売業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
そうざい製造業

飲食店営業
飲食店営業
食肉販売業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第170893号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-15 2012-11-15
第170896号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-15 2012-11-15
第170898号 2017-11-15 2023-03-31 2017-11-15 2017-11-15
第170899号 2017-11-15 2022-11-30 2017-11-15 2017-11-15
第170900号 2017-11-15 2022-11-30 2017-11-15 2017-11-15
第170903号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-16 2012-08-29
第170904号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-16 2012-08-29
第170906号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-16 2012-08-29
第170907号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-16 2012-08-29
第170908号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-16 2000-11-09
第170909号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-16 2006-11-28
第170910号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-16 2006-11-22
第170911号 2017-11-16 2023-01-31 2017-11-16 2017-11-16
第170917号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-16 2000-10-31
第170920号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-16 2000-10-31
第170921号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-16 2000-10-31
第170923号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-16 2006-08-23
第170924号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-16 2012-09-04
第170926号 2017-12-01 2022-11-30 2017-11-16 2012-09-21
第170927号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-16 2006-11-27
第170928号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-16 2012-07-02

第170930号 2017-11-17 2022-12-31 2017-11-17 2017-11-17
飲食店営業 一般 第170932号 2017-11-17 2023-03-31 2017-11-17 2017-11-17
飲食店営業 一般 第170934号 2017-11-17 2022-11-30 2017-11-17 2017-11-17

魚介類販売業

天満屋福山店ＢＦ１精肉

移動販売車

食肉販売業 一般 第170935号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-17 2012-08-31
飲食店営業 一般 第170936号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-17 2012-08-31
魚介類販売業
加工水産物販売業

飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
食肉販売業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第170937号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-17 2012-08-31
第170938号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-17 2012-08-31
第170939号 2017-11-17 2023-02-28 2017-11-17 2017-11-17
第170943号 2017-11-17 2023-02-28 2017-11-17 2017-11-17
第170944号 2017-11-17 2023-02-28 2017-11-17 2017-11-17
第170948号 2017-11-17 2023-02-28 2017-11-17 2017-11-17
第170950号 2017-11-20 2023-01-31 2017-11-20 2017-11-20
第170951号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-21 2012-06-28
第170953号 2017-11-24 2023-01-31 2017-11-24 2017-11-24

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
株式会社セレマ
片田 考持
渡邊 美恵子
株式会社コズミックホールディングス

志田原 君子
山平 美加
有限会社サザンクロス
有限会社サザンクロス
廣江 雄一
株式会社日米クック
映クラ株式会社
山下 芳哉
真子 勝成
有限会社オッティモ
坂本 昌菜子
株式会社大久
株式会社サンフーズ
株式会社イーストスリー
株式会社イーストスリー
株式会社髙原
株式会社髙原
株式会社フローティングシュガー

裵 世福
株式会社フューレック
株式会社フューレック
Ｓｍｉｌｅ５株式会社
株式会社ＣＲＥＡ
有限会社すくらんぶる
株式会社せとや島川
株式会社こいさん
はっとりほたるの里株式会社
児玉 秀子
株式会社Ｔ’ｓ

営業所所在地１

申請者＿役職名

申請者＿代表者

代表取締役

齋藤 武雄 福山市東桜町４番５号

営業所所在地２ 営業所名称１
（株）セレマあんしん祭典福山駅前会館

Ｗａｙ

福山市神辺町字十九軒屋２番地１

福山市御門町一丁目１０番５号 ローズタウン二Ｆ 三年坂
代表取締役

代表取締役
代表取締役

定松 慎 福山市元町１３番５号
福山市昭和町４番１８号
福山市内一円
内田 一郎 福山市三之丸町４番５号
内田 一郎 福山市三之丸町４番５号

有楽リオンビル３F

６番館１ＦＣ

福山市千田町二丁目１８番１８号
代表取締役

米谷 素明 福山市御幸町大字上岩成８４５番地１
山西 健三 福山市御幸町大字上岩成５７８番地２

海鮮バル ホッカイファーム
らうんじ志田原
ねこじゃらし
福山駅前ウイングⅠ
福山駅前ウイングⅡ
ラーメン食堂ふくいち
社会福祉法人白鷺 身体障害者通所授産施設

代表取締役

大阪王将 福山平成大学前店
福山市三之丸町８番２５号
メゾンドシェフごはん
福山市元町１２番７号福山会館５Ｆ２号
バー チャーリーズ
飯間 広太郎 福山市元町１番１号
天満屋福山店８Ｆ オッティモ
福山市御幸町大字森脇１２６３番地
西濃運輸株式会社福山支店
大村 豊 福山市箕沖町２８番地３
株式会社大久 加工事業部
天満屋福山店Ｂ１Ｆ 菜々彩
坂本 周作 福山市元町１番１号
上田 晴美 福山市東町三丁目２番２号
セブンイレブン福山東町３丁目店
上田 晴美 福山市東町三丁目２番２号
セブンイレブン福山東町３丁目店
髙原 一男 福山市引野町四丁目１３番１２号
ファミリーマート福山引野町
髙原 一男 福山市引野町四丁目１３番１２号
ファミリーマート福山引野町

代表取締役

福室 文美 福山市御幸町大字中津原１８０８番地１

代表取締役

代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

株式会社キャステム内

福山市船町２番２１号 安井ビル

株式会社フローティングシュガー
コリアンダイニング おんどるばん

代表取締役

藤本 慎介 福山市伏見町４番３３号

フジモトビル７Ｆ フューレック

代表取締役

藤本 慎介 福山市伏見町４番３３号

フジモトビル７Ｆ フューレック

代表取締役

藤井 清美 福山市三之丸町１２番２号

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

志水ビル１Ｆ
杉山 茂 福山市城見町一丁目１番２２号 堀端館１０３
岡 英樹 福山市船町２番２１号安井ビル３Ｆ
島川 昇三 福山市若松町２番７号
上原 健太 福山市延広町８番２５号
桐島 正充 福山市三之丸町４番１２号
福山市三吉町三丁目１０番６号

代表取締役

高橋 徳哲 福山市東深津町四丁目１５番３６号

エリザベチシジ テングァンデソーザ

福山市東町一丁目５番６号

屋地元 久美子
屋地元 久美子
有限会社棒棒
ツネイシＬＲ株式会社
松井 秀寿
鹿田 忠晴
有限会社ゆうらい公司

福山市御幸町大字上岩成１１７番地１
福山市御幸町大字上岩成１１７番地１

取締役 馬場 利邦 福山市千田町大字千田２４６９番地２
代表取締役

神原 秀明 福山市沼隈町大字中山南２７番地１

代表取締役

福山市伏見町３番２７号
福山市延広町１番２０号
高橋 民雄 福山市元町１番１号

天満屋福山店８Ｆ

乃が美 はなれ 福山店
鳥誠
グラム グルメ
せとや島川
炭焼仙台牛タン こいさん
農家食堂ルオント
華秀
春夏冬あきない
パステル
生活彩家福山平成大学店
生活彩家福山平成大学店
中国厨房 棒棒
ツネイシしまなみビレッジ
駅前とおだいどこ
Ｂａｒ あき乃
又来軒 天満屋福山店
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営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第170954号 2017-11-24 2022-11-30 2017-11-24 2017-11-24
飲食店営業 一般 第170956号 2017-11-24 2023-04-30 2017-11-24 2017-11-24
飲食店営業 一般 第170957号 2017-11-24 2023-03-31 2017-11-24 2017-11-24
飲食店営業 一般 第170958号 2017-11-24 2022-11-30 2017-11-24 2017-11-24
飲食店営業 一般 第170959号 2017-11-24 2023-03-31 2017-11-24 2017-11-24
飲食店営業 移動販売車 第170960号 2017-11-27 2023-02-28 2017-11-27 2017-11-27
喫茶店営業 一般 第170961号 2017-12-01 2022-11-30 2017-11-27 2012-11-28
喫茶店営業 一般 第170962号 2017-12-01 2022-11-30 2017-11-27 2012-11-28
飲食店営業 一般
あんずの家 飲食店営業 一般
飲食店営業 一般
飲食店営業 一般
飲食店営業 一般
飲食店営業 一般
飲食店営業 一般
かき作業場 一般
飲食店営業 一般
飲食店営業 一般
加工水産物販売業 一般
飲食店営業 一般
加工水産物販売業 一般
菓子製造業 一般
飲食店営業 一般
飲食店営業 一般
そうざい製造業 一般
菓子製造業 一般
飲食店営業 一般
飲食店営業 一般
菓子製造業 一般
飲食店営業 一般
飲食店営業 一般
飲食店営業 一般
飲食店営業 一般
飲食店営業 一般
飲食店営業 一般
加工水産物販売業 一般
飲食店営業 一般
セントラルキッチン 麺類製造業 一般
飲食店営業 一般
飲食店営業 一般
飲食店営業 一般

第170963号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-27 2006-10-10
第170964号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-27 2006-10-03
第170965号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-27 2006-11-29
第170966号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-28 2000-09-26
第170967号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-28 2006-06-27
第170968号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-28 2006-09-04
第170969号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-28 2000-06-27
第170970号 2017-12-01 2022-11-30 2017-11-28 2002-11-06
第170971号 2017-11-28 2022-11-30 2017-11-28 2017-11-28
第170972号 2017-11-28 2022-11-30 2017-11-28 2017-11-28
第170976号 2017-11-28 2022-11-30 2017-11-28 2017-11-28
第170977号 2017-11-28 2023-01-31 2017-11-28 2017-11-28
第170981号 2017-11-28 2023-01-31 2017-11-28 2017-11-28
第170985号 2017-11-29 2022-11-30 2017-11-29 2017-11-29
第170986号 2017-11-29 2022-11-30 2017-11-29 2017-11-29
第170987号 2017-11-29 2022-11-30 2017-11-29 2017-11-29
第170988号 2017-11-29 2022-11-30 2017-11-29 2017-11-29
第170989号 2017-11-29 2022-11-30 2017-11-29 2017-11-29
第170990号 2017-11-30 2022-11-30 2017-11-30 2017-11-30
第170991号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-30 2006-09-28
第170992号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-30 2000-07-11
第170993号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-30 2012-06-08
第170994号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-30 2012-09-18
第170995号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-30 2000-08-09
第170997号 2017-11-30 2023-01-31 2017-11-30 2017-11-30
第170999号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-30 2012-09-06
第171001号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-30 2012-08-28
第171005号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-30 2012-08-28
第171006号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-30 2006-11-01
第171007号 2017-11-30 2023-02-28 2017-11-30 2017-11-30
第171009号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-30 2012-06-05
第171010号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-30 2012-06-20
第171011号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-30 2012-10-31

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
荻野 祐成
市川 明広
池田 苗美
株式会社リバーシップ
株式会社イズミ
ＡＳＫ株式会社
石岡 直樹
株式会社ププレひまわり
ダイレックス株式会社
大三ミート産業株式会社
株式会社イーティーズ
魚好株式会社
魚好株式会社
株式会社素財食品
竹野 正直
宇田 岳
株式会社ペルゴ
井上 桂子
久田 啓二
ハラダ協同サービス株式会社
藏本 都紫美
株式会社トモテツセブン
野島 元典
星野 孝夫
株式会社ケンセイ舎
株式会社プライムフーズ
劉 桂芳
因島青果株式会社
大橋 裕美子
株式会社プライムフーズ
株式会社広鉄二葉サービス
浮田 基義

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１
福山市船町７番９号
福山市元町７番７号２Ｆ
福山市船町１番３１号江里口ビル２Ｆ

営業所所在地２ 営業所名称１

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

夢心
コマンタレブー
ＭＯＣＯ＆ＳＯＮＧ

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第171012号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-30 2000-09-25
飲食店営業 一般 第171013号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-30 2006-08-04
飲食店営業 一般 第171014号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-30 2006-07-27
飲食店営業 一般 第171015号 2017-12-01 2023-11-30 2017-11-30 2012-09-03

代表取締役

利川 幸大 福山市元町１５番３１号エルザ１Ｆ

屋台居酒屋 大阪 満マル 福山店

代表取締役

山西 泰明 福山市南蔵王町五丁目９番１８号

代表取締役

廣田 和之 福山市北吉津町三丁目１１番１９号

ゆめタウン蔵王ベーカリー
鶏丸
鯉利

菓子製造業 一般 第171016号 2017-12-05 2023-01-31 2017-12-05 2017-12-05
飲食店営業 一般 第171018号 2017-12-06 2023-05-31 2017-12-06 2017-12-06

代表取締役

梶原 聡一 福山市神辺町大字川北３６２番地

スーパードラッグひまわり川北店

加工水産物販売業

代表取締役

多田 高志 福山市春日町六丁目１番１３号

ダイレックス福山春日店

加工水産物販売業

代表取締役

大家 大三 福山市春日町六丁目１番１３号

大三ミート産業株式会社 福山春日店

食肉販売業

代表取締役

代表取締役

イーティーズ福山春日店
福原 弘美 福山市春日町六丁目１番１３号 ダイレックス福山春日店内 魚好株式会社
福原 弘美 福山市春日町六丁目１番１３号 ダイレックス福山春日店内 魚好株式会社
松山 宏子 福山市南手城町三丁目１６番５号
ランチサービス そざいや
福山市松永町三丁目７番１号
竹野食堂
福山市松永町四丁目９番１９号
やきとり大吉松永店
小林 康浩 福山市松永町六丁目１１番３８－１７号
餃子の王将 福山松永店
福山市瀬戸町大字山北４７０番地８
せと
福山市松永町３３５番地１
こまさや精肉店
原田 宗一郎 福山市柳津町三丁目３番３１号
ハラダ協同サービス株式会社
福山市松永町四丁目９番３号 松永駅前ビル２Ｆ 紫
林 克士 福山市東村町９８５番地
福山大学 どん亭 彩雲
福山市今津町四丁目３番２２号
清平
福山市駅家町大字万能倉１３１４番地２
ＳＴＡＲ ＦＩＥＬＤ
定藤 英治 福山市日吉台二丁目２６番１３号
ざおう健生苑
カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 福山松永店
守屋 集 福山市松永町六丁目１０番４８－２号
福山市駅家町大字江良２１２番地４
成音都
新藤 元紀 福山市引野町一丁目１番１号
因島青果株式会社
福山市山手町四丁目１９番２４号
焼肉 まんまる
カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 サファ福山店
守屋 集 福山市瀬戸町大字山北３００番地

代表取締役

濵谷 英樹 福山市多治米町二丁目２２番１０号

福山市今津町四丁目７番１２号

代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役

代表取締役

代表取締役

代表取締役
代表取締役

代表取締役

ＦＯＲＥＶＥＲ＆ＣＯＭＰＡＮＹ株式会社

代表取締役

株式会社コスモス薬品
岡本食品株式会社
岡本食品株式会社
廣岡 修一
株式会社トモテツセブン
山下 芳哉
坂田 裕美
株式会社日米クック

代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役

代表取締役

飲食店営業 一般 第171019号 2017-12-06 2022-12-31 2017-12-06 2017-12-06

原田 航太 福山市春日町六丁目１番１３号

飲食店営業
飲食店営業
魚介類販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
食肉販売業
松永営業所別館

アルファリビング福山多治米食堂

福山市霞町一丁目６番１５号 中央ビル１Ｆ東 茶楽工房
ＯＹＳＴＥＲＢＡＲ
古賀 大輔 福山市三之丸町４番１６号
ＦＯＲＥＶＥＲ ＣＡＦＥ＆
横山 英昭 福山市山手町四丁目２番１７号
ドラッグコスモス山手店
岡本 大輔 福山市南松永町四丁目１０番２８号
岡本食品株式会社
岡本 大輔 福山市南松永町四丁目１０番２８号
岡本食品株式会社
福山市沼隈町大字中山南２１２７番地１
お茶とケーキとつるばらや
山陽自動車道福山サービスエリア下り線 イベントコーナー
林 克士 福山市津之郷町大字津之郷３３３番地２
福山市三之丸町８番２５号 ２Ｆ
メゾンドシェフごはん
福山市瀬戸町大字長和３２７番地２
ひろちゃん
近畿大学附属福山高等学校・附属福山中学校 食堂
米谷 素明 福山市佐波町３８９番地
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飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
魚介類販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業
食品の冷凍又は冷蔵業

そうざい製造業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第171022号 2017-12-06 2023-04-30 2017-12-06 2017-12-06
第171026号 2017-12-08 2023-01-31 2017-12-08 2017-12-08
第171027号 2017-12-08 2023-01-31 2017-12-08 2017-12-08
第171028号 2017-12-08 2023-01-31 2017-12-08 2017-12-08
第171029号 2017-12-08 2023-01-31 2017-12-08 2017-12-08
第171030号 2017-12-08 2023-01-31 2017-12-08 2017-12-08
第171031号 2017-12-08 2023-01-31 2017-12-08 2017-12-08
第171037号 2018-01-01 2023-12-31 2017-12-11 2000-08-18
第171038号 2018-01-01 2023-12-31 2017-12-11 2000-10-23
第171039号 2018-01-01 2023-12-31 2017-12-11 2006-07-12
第171040号 2018-01-01 2023-12-31 2017-12-11 2006-08-30
第171045号 2018-01-01 2023-12-31 2017-12-11 2012-08-10
第171046号 2018-01-01 2023-12-31 2017-12-11 2012-09-06
第171047号 2018-01-01 2023-12-31 2017-12-11 2012-09-11
第171048号 2018-01-01 2023-12-31 2017-12-11 2012-11-08
第171049号 2018-01-01 2023-12-31 2017-12-11 2012-11-27
第171055号 2017-12-12 2023-04-30 2017-12-12 2017-12-12
第171067号 2017-12-13 2023-01-31 2017-12-13 2017-12-13
第171068号 2018-01-01 2023-12-31 2017-12-13 2006-09-14
第171069号 2017-12-14 2023-04-30 2017-12-14 2017-12-14
第171070号 2017-12-15 2023-01-31 2017-12-15 2017-12-15
第171072号 2018-01-01 2023-12-31 2017-12-15 2012-12-05
第171073号 2018-01-01 2023-12-31 2017-12-15 2006-08-17
第171074号 2017-12-15 2023-03-31 2017-12-15 2017-12-15
第171076号 2017-12-19 2023-03-31 2017-12-19 2017-12-19
第171077号 2017-12-19 2023-05-31 2017-12-19 2017-12-19
第171079号 2018-01-01 2023-12-31 2017-12-19 2012-11-05
第171080号 2018-01-01 2023-12-31 2017-12-19 2012-08-31
第171081号 2018-01-01 2023-12-31 2017-12-19 2012-08-31
第171087号 2017-12-20 2023-02-28 2017-12-20 2017-12-20
第171089号 2018-01-01 2023-12-31 2017-12-21 2012-12-06
第171091号 2017-12-21 2023-05-31 2017-12-21 2017-12-21
第171094号 2018-01-01 2023-12-31 2017-12-22 2000-08-16
第171099号 2018-01-01 2023-12-31 2017-12-22 2012-12-19

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
株式会社アペックス西日本
株式会社オンリーワン
株式会社オンリーワン
株式会社オンリーワン
株式会社オンリーワン
新広島ヤクルト販売株式会社
西原 順子
屋地元 久美子
屋地元 久美子
上手 幸治
佐藤 真一
株式会社ケービル
アイサービス株式会社
株式会社ダンボ
望月 国光
小田原 章子
小田原 章子
大橋 一志
佐々木 睦美
河合 真司
松永 智子
有限会社あけぼのスタジオ
胡勲
栗田 京子
レ・ユニオンコーヒー株式会社
天霧フランチャイズ株式会社
福山栄養給食株式会社
レ・ユニオンコーヒー株式会社
横島漁業協同組合
横島漁業協同組合

申請者＿役職名

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

申請者＿代表者

森 吉平
下井 豊
下井 豊
下井 豊
下井 豊
中野 健

代表取締役

上川 大輔

代表取締役

石井 厳権

代表取締役

中山 真依子

代表取締役

真安 健一

営業所所在地２ 営業所名称１

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

喫茶店営業

近畿大学附属福山高等学校・中学校 食堂前

オンリーワン山手店
オンリーワン山手店
福山市山手町六丁目１４番２３号
オンリーワン山手店
福山市山手町六丁目１４番２３号
オンリーワン山手店
福山市柳津町三丁目２番３４号
新広島ヤクルト販売株式会社
福山市瀬戸町大字長和９７番地１
ＺＯ
１号館（０１２１７） 生活彩家 福山大学店
福山市東村町９８５番地
１号館（０１２１７） 生活彩家 福山大学店
福山市東村町９８５番地
福山市神辺町字平野３２５番地４
銀河ラヂオ
福山市赤坂町大字赤坂１２１４番地１１
ｔｒｉｃｏｔｅｒ
ビジネスホテル ニュー長和島
福山市松永町四丁目９番９号
福山市松永町一丁目３１番地
アイサービス株式会社
住吉スクエア１Ｆ Ｎｉｃｏｌｅｅ
福山市住吉町１番４０号
福山市本郷町２５６２番地
曼陀羅 マンダラ
福山市神辺町大字川南９８４番地７
暮らしとおやつ ひらひら
福山市神辺町大字川南９８４番地７
暮らしとおやつ ひらひら
福山市笠岡町２番１号 スガヘイビル１Ｆ
肉料理 Ｚｕｓｈｉｏ
福山市瀬戸町大字山北５０６番地４
七福
福山市東深津町三丁目５番１２号 中部マンション１階 五右衛門
福山市南蔵王町五丁目２１番３２号
ｃｈｏｕ－ｆｌｅｕｒ
福山市曙町三丁目３２番１１号
写楽庭
福山市新涯町四丁目７番６号
えびすや
福山市春日町５３０番地１
スタジオ パル
福山市曙町五丁目１２番１６号
炭火珈房 ピトン曙店
福山市伊勢丘三丁目３番３－５号 サービス棟内 尾道らーめん中村家 伊勢丘店
福山市引野町６５４番地６１
上組 福山支店 独身寮
福山市南蔵王町五丁目１６番１９号
炭火珈房 ピトン
福山市内海町１１０２番地１
横島漁業協同組合
福山市内海町１１０２番地１
横島漁業協同組合

飲食店営業 一般 第171101号 2018-01-01 2023-12-31 2017-12-22 2006-11-22
魚介類販売業

一般 第171102号 2018-01-01 2023-12-31 2017-12-22 2006-11-22
食肉販売業 一般 第171104号 2018-01-01 2023-12-31 2017-12-22 2006-11-22

加工水産物販売業

柳津さくらセンター 加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
喫茶店営業
飲食店営業
松永幼稚園事務所

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業
喫茶店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

代表理事

渡邉 冬彦

代表理事

渡邉 冬彦

スターバックスコーヒージャパン株式会社

代表取締役

水口 貴文 福山市南蔵王町六丁目２番１４号

スターバックスコーヒー 福山蔵王店

飲食店営業

映クラ株式会社
劉 征東
株式会社トミシン
株式会社トミシン
山崎 申雄
桐 一司
甲斐 久己

代表取締役

山西 健三 福山市引野町北一丁目１８番１２号

飲食店営業

特定非営利活動法人手をつなぐ福祉会

理事

八剣伝 引野店
萬福
セブンイレブン福山下加茂店
セブンイレブン福山下加茂店
倉敷わかとり屋
パン工房 べべ
キッチン アン・リ
ふくふく
ＢＯＵＬＡＮＧＥＲ ＲＹＯＵ
ローソン福山引野町南店

槇 良平
株式会社サクセスズ

代表取締役

福山市南蔵王町五丁目１４番２１号
代表取締役

赤繁 則之 福山市加茂町大字下加茂１０８番地

代表取締役

赤繁 則之 福山市加茂町大字下加茂１０８番地

福山市内一円
福山市春日町七丁目１番２６号

福山市港町二丁目１６番１６号
高田 篤実 福山市新涯町一丁目１２番２１号
福山市大門町二丁目２０番３６号

代表取締役

初回許可年月日 当初許可年月日

第171100号 2018-01-01 2023-12-31 2017-12-22 2012-12-28

福山市山手町六丁目１４番２３号

代表取締役

代表取締役

自動販売機

福山市山手町六丁目１４番２３号

北山
広中
廣中
北山

代表取締役

英司
孝一
信次
英司

営業所所在地１
福山市佐波町３８９番地

作野 幸治 福山市引野町南一丁目６番１７号
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飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
魚介類販売業
加工水産物の製造業

飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第171105号 2018-01-01 2023-12-31 2017-12-22 2006-11-22
第171106号 2018-01-01 2023-12-31 2017-12-22 2012-11-07
第171109号 2018-01-01 2023-12-31 2017-12-22 2012-09-18
第171113号 2018-01-01 2023-12-31 2017-12-26 2012-08-28
第171117号 2018-01-01 2023-12-31 2017-12-26 2012-08-28
第171118号 2017-12-27 2023-04-30 2017-12-27 2017-12-27
第171119号 2018-01-01 2023-12-31 2017-12-27 2012-07-11
第171121号 2018-01-01 2023-12-31 2017-12-28 2012-11-01
第171122号 2018-01-01 2023-12-31 2017-12-28 2012-08-24
第171123号 2017-12-28 2023-03-31 2017-12-28 2017-12-28
第171124号 2018-01-01 2023-12-31 2017-12-28 2012-12-28
第171125号 2017-12-28 2023-04-30 2017-12-28 2017-12-28
第171126号 2017-12-28 2023-04-30 2017-12-28 2017-12-28
第171127号 2017-12-28 2023-05-31 2017-12-28 2017-12-28
第171128号 2018-01-01 2023-12-31 2017-12-28 2012-12-21
第171130号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-05 2000-09-06
第171131号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-05 2000-08-11
第171135号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-05 2000-10-03
第171136号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-05 2000-10-25
第171137号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-05 2000-10-30
第171138号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-05 2006-08-23
第171140号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-05 2007-01-09
第171141号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-05 2012-09-24
第171150号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-05 2013-01-16
第171152号 2018-01-09 2023-02-28 2018-01-09 2018-01-09
第171153号 2018-01-09 2023-02-28 2018-01-09 2018-01-09
第171155号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-09 2012-11-13
第171158号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-11 2000-10-13
第171159号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-11 2006-08-21
第171163号 2018-01-12 2023-04-30 2018-01-12 2018-01-12
第171167号 2018-01-12 2023-04-30 2018-01-12 2018-01-12

第171168号 2018-01-15 2023-05-31 2018-01-15 2018-01-15
菓子製造業 一般 第171169号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-16 2000-12-20
飲食店営業 一般 第171171号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-16 2012-10-30
移動販売車

飲食店営業 一般 第171172号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-16 2013-01-25
菓子製造業 一般 第171173号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-16 2013-01-24
加工水産物販売業

一般

第171178号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-16 2007-01-24

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
株式会社ハローズ
株式会社なかやま牧場
株式会社クラハシ
有限会社徳永通信システム
株式会社ケン
菊地 諒美
村上 泰弘
村上 泰弘
グッドライフ株式会社
田邊 パメラ
有限会社たかの

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１

営業所所在地２ 営業所名称１

代表取締役

佐藤 利行 福山市南蔵王町六丁目２６番７号
増成 吉彦 福山市引野町一丁目２番３９号

代表取締役

天野 文男 福山市引野町一丁目１番１号

代表取締役
代表取締役

渡邉 和彦 福山市幕山台二丁目２６番１号
門井 健 福山市明神町一丁目４番１５号

代表取締役

福山市住吉町７番９号
福山市鞆町鞆８４９番地
福山市鞆町鞆８４９番地
三宅 隆雄 福山市今町３番１０号

代表取締役

福山市手城町二丁目５番２７号
髙野 敏幸 福山市沼隈町大字常石９８９番地１

株式会社ハローズ 引野店
ハート引野店
株式会社クラハシ
お好み焼 鉄板焼き 徳
株式会社ケン
Ｌｏｕｎｇｅ 菊地
Ｋａｙａｋｅｒ’ｓ Ｃａｆｅ
Ｋａｙａｋｅｒ’ｓ Ｃａｆｅ
グッドライフホーム今町
Ｉｎ Ｃｏｕｎｔｅｒ Ｆｉｌｉｐｉｎａ
仕出し弁当たかの

株式会社トーホーフードサービス

代表取締役

森山 隆志 福山市曙町四丁目１６番２号

株式会社トーホーフードサービス福山営業所

池田糖化工業株式会社
池田糖化工業株式会社
池田糖化工業株式会社
池田糖化工業株式会社
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
新広島ヤクルト販売株式会社
山本 晃由
備南ハイフーズ株式会社
住村 真奈美
小柳 るみ
坂本 功
槙本 良光
株式会社せとうち商店
山岸 真弓
山本 邦行
山本 邦行
梶田 紀子
岩倉 古都美
福山うみしま観光株式会社
株式会社快活フロンティア
株式会社白ばら
株式会社ボントレ
廣瀬 ユカ
青山 隆

代表取締役

池田
池田
池田
池田
佐藤
佐藤
佐藤
佐藤
佐藤
佐藤

代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役

直之
直之
直之
直之
利行
利行
利行
利行
利行
利行

モアリッチファーストビル２階

池田糖化工業株式会社手城第２工場

そうざい製造業

福山市箕沖町９７番地
福山市伊勢丘三丁目３番１号
福山市伊勢丘三丁目３番１号
福山市伊勢丘三丁目３番１号
福山市伊勢丘三丁目３番１号
福山市伊勢丘三丁目３番１号
福山市伊勢丘三丁目３番１号

池田糖化工業株式会社箕島工場Ｑ棟１階

ソース類製造業

株式会社ハローズ伊勢丘店
株式会社ハローズ伊勢丘店
株式会社ハローズ伊勢丘店
株式会社ハローズ伊勢丘店
株式会社ハローズ伊勢丘店
株式会社ハローズ伊勢丘店
新広島ヤクルト販売株式会社
ＨＯＴ ＢＬＵＥＳ ＣＡＦＥ

飲食店営業

丹下 工 福山市新涯町二丁目２３番３号
東 英和 福山市東深津町三丁目１４番１１号
三好 浩章 福山市春日町一丁目１番４５号
倉島 秀典 福山市南蔵王町三丁目５番１５号

ブレンド

ソース類製造業

菓子製造業
魚介類販売業

喫茶店営業
食肉販売業
加工水産物販売業

東福山センター

加工水産物販売業

飲食店営業

備南ハイフーズ株式会社第３工場

加工水産物の製造業

サンライズビル１階１－Ｃ号

すなっく めぐ

飲食店営業

メゾンドレーブ２ＦＡ号

Ｓｏｕｒ ＆ Ｆｏｏｄ Ｂａｒ Ｒｕｎ２

飲食店営業

坂本商店
スウィート カカオ
株式会社せとうち商店
スナック ブルージュ

加工水産物販売業

酒井 信広 福山市引野町一丁目１番１号
福山市春日町三丁目１番３９号

福山市引野町北四丁目１９番１０号

代表取締役

ソース類製造業
加工水産物販売業

福山市南手城町二丁目２９番１２号

福山市曙町五丁目１７番１９号

代表取締役

一般 第171193号 2018-01-18 2023-02-28 2018-01-18 2018-01-18
飲食店営業 一般 第171194号 2018-01-19 2023-05-31 2018-01-19 2018-01-19
飲食店営業 一般 第171196号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-19 2012-12-07

加工水産物販売業

そうざい製造業

福山市東深津町二丁目９番５１号

代表取締役

一般 第171187号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-17 2006-09-04
飲食店営業 一般 第171191号 2018-01-18 2023-03-31 2018-01-18 2018-01-18
飲食店営業 一般 第171192号 2018-01-18 2023-02-28 2018-01-18 2018-01-18

添加物製造業

池田糖化工業株式会社Ｅ棟液体ブレンド

福山市東深津町二丁目９番５１号

代表取締役

一般 第171183号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-16 2006-10-17
飲食店営業 一般 第171186号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-16 2012-11-20

魚介類競り売り営業

池田糖化工業株式会社箕島工場Ｅ棟液体

中野 健 福山市明神町二丁目９番１３号
福山市曙町二丁目５番３０号
足立 永 福山市曙町二丁目１７番１２号
福山市昭和町２番１３号
福山市昭和町９番１７号
福山市内一円

メゾンあけぼの１０２号

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第171179号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-16 2006-09-14
飲食店営業 一般 第171182号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-16 2001-01-15

福山市箕沖町９７番地
福山市箕沖町９７番地

福山市西新涯町一丁目１４番２３号
代表取締役

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第171197号 2018-03-01 2024-02-29 2018-01-22 2013-02-18
第171201号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-23 2001-01-24
第171203号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-23 2006-11-21
第171204号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-23 2001-01-24
第171205号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-23 2001-01-24
第171206号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-23 2012-11-21
第171207号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-24 2006-11-06
第171208号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-24 2006-11-06
第171209号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-24 2006-11-06
第171210号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-24 2006-11-16
第171212号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-24 2006-11-06
第171214号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-24 2006-11-06
第171215号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-24 2012-11-05
第171216号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-24 2012-08-17
第171218号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-24 2012-09-10
第171219号 2018-01-24 2023-03-31 2018-01-24 2018-01-24
第171220号 2018-01-24 2023-03-31 2018-01-24 2018-01-24

第171221号 2018-01-25 2023-05-31 2018-01-25 2018-01-25
菓子製造業 一般 第171222号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-26 2006-12-20
食肉販売業 一般 第171223号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-26 2012-11-13
移動販売車

ファミリーマート福山東深津町店

飲食店営業 一般 第171224号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-26 2012-11-20
飲食店営業 一般 第171225号 2018-01-26 2023-01-31 2018-01-26 2018-01-26

ファミリーマート福山東深津町店

加工水産物販売業

食卓 縁
スナック 凛
オイスターロード かき小屋
快活ＣＬＵＢ福山東深津店
白ばら
ボントレ珈琲店

一般 第171229号 2018-01-26 2023-01-31 2018-01-26 2018-01-26
飲食店営業 一般 第171230号 2018-01-26 2023-01-31 2018-01-26 2018-01-26
飲食店営業 一般 第171237号 2018-01-29 2023-01-31 2018-01-29 2018-01-29

福山港店

一般 第171240号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-29 2012-10-29
飲食店営業 一般 第171241号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-30 2012-10-23
飲食店営業 一般 第171242号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-31 2006-11-02

魚介類販売業

福山市南蔵王町三丁目９番１８号

お好み焼、鉄板焼、キャベツと豚

飲食店営業 一般 第171244号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-31 2012-10-31
飲食店営業 一般 第171246号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-31 2006-10-27

福山市南蔵王町五丁目１６番３２号

カプリ

飲食店営業 一般 第171247号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-31 2000-11-22
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（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿代表者 営業所所在地１
営業所所在地２
申請者＿申請者名
福山市南手城町四丁目２番１６号
井上 寛美
代表取締役 上田 堅司 福山市春日町六丁目３１番１号
ユウベル株式会社
代表取締役 上田 堅司 福山市春日町六丁目３１番１号
ユウベル株式会社
代表取締役 上田 堅司 福山市春日町六丁目３１番１号
ユウベル株式会社
代表取締役 久保 一史 福山市引野町五丁目１７番１４号
アシード株式会社
代表取締役 皿海 公隆 福山市春日町七丁目１番５号
株式会社弘喜酒店
株式会社マーメイドスポーツ 代表取締役 松田 浩一 福山市春日町宇山１３７番地
有限会社ほっと．カンパニー 代表取締役 香川 重義 福山市手城町四丁目３３番３１号
取締役 神田 忠明 福山市内一円
有限会社父石家神田
福山市加茂町字上加茂６３番地４０１
卯本 肇
福山市加茂町字上加茂６３番地４０１
卯本 肇
福山市南本庄四丁目１０番８号
金山 茂樹
福山市南本庄四丁目１０番８号
金山 茂樹
福山市入船町二丁目１１番６号 第２プレジャータウンＢ
朱 海芬
神原 賢之助
福山市内海町１０番地
代表役員 小堀 泰巖 福山市沼隈町大字上山南１２番地
宗教法人神勝寺
渡邉 浩一
福山市内海町１４６７番地
西尾 清加
福山市住吉町７番１３号
２ＦＣ号
代表取締役 ド・バン・ハオ 福山市伏見町４番５号
ＪＡＮＡＶＩ株式会社
代表取締役 澁谷 誠 福山市川口町一丁目８番８号
株式会社ベッセル
代表取締役 澁谷 誠 福山市川口町一丁目８番８号
株式会社ベッセル
桒田 恭男
福山市鞆町鞆４２６番地
福山市住吉町７番２６号 ＳＡＴＯ７ビル２Ｆ Ｂ号
藤原 裕子
福山市新市町大字戸手１０３８番地１３
岡 みどり
福山市神辺町大字川南３３４番地４
福山 美保
福山市大門町三丁目２６番３７号
藤井 福子
代表取締役 宮地 一文 福山市新涯町一丁目２２番３号
株式会社佑善
代表取締役 宮地 一文 福山市新涯町一丁目２２番３号
株式会社佑善
福山市今津町五丁目８番２９号
宮岡 悦子
福山市伊勢丘六丁目２６番２号 １Ｆ
藤代 卓
福山市御門町一丁目３番７号
岩崎 剛史
大浜 由紀子
福山市鞆町鞆６０４番地
田口 薫子
福山市鞆町鞆４２７番地８
代表取締役 土倉 征治 福山市駅家町大字万能倉１２７６番地７
トクラ運輸株式会社
久光 智子
福山市鞆町鞆８４８番地
福山市鞆町後地１０３３番地８
久光 智子
大礒 優子
福山市昭和町４番１８号
６番館５－Ａ
福山市春日町七丁目３番３１号
早川 美穂
福山市春日町七丁目３番３１号
早川 美穂
福山市春日町七丁目３番３１号
早川 美穂
代表取締役 呉 陸川 福山市南本庄一丁目９番２号
有限会社陸川
申請者＿役職名

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日 初回許可年月日
営業所名称１
飲食店営業 一般 第171248号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-31 2007-01-18
あじ家
飲食店営業 一般 第171249号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-31 2013-01-24
グランラセーレの森 メゾンドＦ
飲食店営業 一般 第171250号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-31 2013-01-24
グランラセーレの森 ヴィラＭ
飲食店営業 一般 第171251号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-31 2013-01-24
グランラセーレの森 メモワール
喫茶店営業 自動販売機 第171256号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-31 2006-09-11
アドテック開発センター
加工水産物販売業 一般 第171257号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-31 2000-08-02
ハートピア春日店
飲食店営業 一般 第171258号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-31 2012-12-18
マーメイドスポーツ
飲食店営業 一般 第171259号 2018-02-01 2024-01-31 2018-01-31 2012-10-22
かつや福山手城店
飲食店営業 移動販売車 第171260号 2018-02-02 2023-03-31 2018-02-02 2018-02-02
父石家神田
ｂｒｅａｄ
＆
ｃａｆｅ
ｄｉｎｉｎｇ
飲食店営業 一般 第171261号 2018-02-05 2023-04-30 2018-02-05 2018-02-05
ｕ－ｍｏ
ｂｒｅａｄ ＆ ｃａｆｅ ｄｉｎｉｎｇ 菓子製造業 一般 第171262号 2018-02-05 2023-04-30 2018-02-05 2018-02-05
ｕ－ｍｏ
セブン－イレブン福山南本庄店
飲食店営業 一般 第171263号 2018-02-06 2023-05-31 2018-02-06 2018-02-06
加工水産物販売業 一般 第171267号 2018-02-06 2023-05-31 2018-02-06 2018-02-06
セブン－イレブン福山南本庄店
飲食店営業 一般 第171268号 2018-02-06 2023-03-31 2018-02-06 2018-02-06
クレオパトラ
飲食店営業 一般 第171269号 2018-03-01 2024-02-29 2018-02-08 2006-12-19
かんばら
飲食店営業 一般 第171270号 2018-03-01 2024-02-29 2018-02-08 2012-11-02
五観堂
加工水産物販売業 一般 第171271号 2018-03-01 2024-02-29 2018-02-08 2012-09-13
文屋
飲食店営業 一般 第171274号 2018-02-08 2023-03-31 2018-02-08 2018-02-08
ラウンジ心
加工水産物販売業 一般 第171275号 2018-02-08 2023-05-31 2018-02-08 2018-02-08
ＳＡＩＧＯＮ ＦＯＯＤＳ
飲食店営業 一般 第171276号 2018-02-08 2023-03-31 2018-02-08 2018-02-08
星乃珈琲店 福山川口店
菓子製造業 一般 第171277号 2018-02-08 2023-03-31 2018-02-08 2018-02-08
星乃珈琲店 福山川口店
そうざい製造業 一般 第171279号 2018-03-01 2024-02-29 2018-02-09 2007-01-10
ともせん精肉店
飲食店営業 一般 第171280号 2018-02-09 2023-03-31 2018-02-09 2018-02-09
ラヴィエール
飲食店営業 一般 第171281号 2018-02-13 2023-04-30 2018-02-13 2018-02-13
ｕｔａｎｅ ｃａｆｅ
飲食店営業 一般 第171283号 2018-02-13 2023-04-30 2018-02-13 2018-02-13
Ｐｌａｔｉｎａ．Ｗ
飲食店営業 一般 第171284号 2018-02-14 2023-07-31 2018-02-14 2018-02-14
カラオケ喫茶 梨花
食肉製品製造業 一般 第171285号 2018-02-14 2023-07-31 2018-02-14 2018-02-14
株式会社佑善 本社工場２－２
そうざい製造業 一般 第171286号 2018-02-14 2023-07-31 2018-02-14 2018-02-14
株式会社佑善 本社工場２－１
飲食店営業 一般 第171287号 2018-02-14 2023-06-30 2018-02-14 2018-02-14
みちくさ
飲食店営業 一般 第171288号 2018-02-15 2023-07-31 2018-02-15 2018-02-15
府中焼き・鉄板焼き食堂 鉄餞
飲食店営業 一般 第171289号 2018-02-15 2023-03-31 2018-02-15 2018-02-15
無尽蔵
飲食店営業 一般 第171290号 2018-03-01 2024-02-29 2018-02-15 2007-02-15
カンチャン
飲食店営業 一般 第171291号 2018-03-01 2024-02-29 2018-02-15 2012-10-25
彩華
珈琲所コメダ珈琲店福山駅家町店
飲食店営業 一般 第171293号 2018-02-16 2023-04-30 2018-02-16 2018-02-16
加工水産物販売業 一般 第171294号 2018-03-01 2024-02-29 2018-02-19 2013-01-17
鞆の浦けんちゃんのいりこ屋
加工水産物の製造業 一般 第171295号 2018-03-01 2024-02-29 2018-02-19 2013-01-17
鞆の浦けんちゃんのいりこ屋
飲食店営業 一般 第171296号 2018-02-20 2023-03-31 2018-02-20 2018-02-20
ラウンジ 香月
飲食店営業 一般 第171307号 2018-02-23 2023-07-31 2018-02-23 2018-02-23
ローソン福山春日町七丁目店
飲食店営業 一般 第171308号 2018-02-23 2023-07-31 2018-02-23 2018-02-23
ローソン福山春日町七丁目店
加工水産物販売業 一般 第171312号 2018-02-23 2023-07-31 2018-02-23 2018-02-23
ローソン福山春日町七丁目店
飲食店営業 一般 第171315号 2018-02-23 2023-05-31 2018-02-23 2018-02-23
重慶薬膳火鍋 好又来
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福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
中村 循
吾川 佳聖
ツネイシＬＲ株式会社
塩出 正一
ツネイシホールディングス株式会社

牧山 きみ子
緒方 清美
佐伯 吉信
三善 千花
原田 優子
株式会社フューレック
西多 春恵
住田 典之
株式会社天満屋ストア
阪口 和司
金 美姫
金 美姫
天霧フランチャイズ株式会社
行武 香代
株式会社つたふじ総本店
栄和企画有限会社
栄和企画有限会社
栄和企画有限会社
中田 有香
藤井 輝美
山本 晃由
片岡 旭宏
石井 秀具
株式会社キャステム
株式会社ニチエー
粟村 寛
杉本 清美
有限会社佐伯食品
株式会社グラットン
株式会社桑田泰商店
株式会社桑田泰商店
西本 希美恵
高橋 智子
株式会社ファミリーフード
アイサービス株式会社
株式会社ププレひまわり

申請者＿役職名

代表取締役

代表取締役

代表取締役

代表取締役

代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日 初回許可年月日
営業所所在地２ 営業所名称１
営業所所在地１
加工水産物販売業 一般 第171317号 2018-03-01 2024-02-29 2018-02-26 2006-10-19
福山市内海町ロ２４０７番地
くうかい市場
飲食店営業 一般 第171320号 2018-03-01 2024-02-29 2018-02-26 2013-01-16
福山市水呑町４１７７番地１
いも畑
神原 秀明 福山市沼隈町大字中山南２５番地
飲食店営業 一般 第171321号 2018-03-01 2024-02-29 2018-02-26 2012-12-19
神勝寺温泉昭和の湯
加工水産物販売業 一般 第171329号 2018-02-26 2023-05-31 2018-02-26 2018-02-26
福山市御船町一丁目１３番１号
セブンイレブン福山御船町店
神原 宏達 福山市沼隈町大字上山南４番地
飲食店営業 一般 第171330号 2018-03-01 2024-02-29 2018-02-27 2006-12-14
秀路軒
飲食店営業 一般 第171331号 2018-04-01 2024-03-31 2018-02-28 2007-01-18
福山市御門町二丁目２番９号
スナック 花えくぼ
サトウビル８ ２Ｆ リラックスバー アエラ
飲食店営業 一般 第171332号 2018-04-01 2024-03-31 2018-02-28 2012-12-26
福山市昭和町１０番１０号
飲食店営業 一般 第171333号 2018-04-01 2024-03-31 2018-02-28 2000-11-01
福山市昭和町４番２０号
Ｓビル２Ｆ
クロスロード・カフェ
福山市松浜町四丁目３番４３号 宮地ビル２号 たけの子
飲食店営業 一般 第171334号 2018-04-01 2024-03-31 2018-02-28 2001-01-23
福山市松浜町一丁目２番１８号 ほっと館１Ｆ モナミ
飲食店営業 一般 第171336号 2018-04-01 2024-03-31 2018-02-28 2001-02-20
福山ラーメンと手造り餃子 ちんみん
飲食店営業 一般 第171339号 2018-04-01 2024-03-31 2018-02-28 2007-02-14
藤本 慎介 福山市入船町三丁目１番２５号
Ｋ＆Ｋビル２Ｆ－５ Ａｓｃｏｔ
飲食店営業 一般 第171340号 2018-04-01 2024-03-31 2018-02-28 2012-10-30
福山市住吉町８番２９号
飲食店営業 一般 第171341号 2018-04-01 2024-03-31 2018-02-28 2012-11-15
福山市松浜町一丁目４番８号 ＹＹビル３Ｆ・Ｂ Ｐｕｂ オラが村
天満屋ハピータウン ポートプラザ店
野口 重明 福山市入船町三丁目１番２５号
食肉販売業 一般 第171343号 2018-02-28 2023-03-31 2018-02-28 2018-02-28
飲食店営業 移動販売車 第171344号 2018-02-28 2023-05-31 2018-02-28 2018-02-28
モバイル カフェスタンド テール
福山市内一円
福山市御船町一丁目１１番２５号
飲食店営業 一般 第171345号 2018-02-28 2023-05-31 2018-02-28 2018-02-28
マダン
加工水産物販売業 一般 第171346号 2018-02-28 2023-05-31 2018-02-28 2018-02-28
福山市御船町一丁目１１番２５号
マダン
飲食店営業 一般 第171350号 2018-04-01 2024-03-31 2018-03-01 2001-02-07
広中 孝一 福山市多治米町一丁目１１番２０号
博多らーめん味の蔵 川口店
ローズプラッツ２－Ｃ ラウンジ ブリリアント
飲食店営業 一般 第171351号 2018-04-01 2024-03-31 2018-03-01 2001-03-28
福山市昭和町４番６号
飲食店営業 一般 第171352号 2018-04-01 2024-03-31 2018-03-01 2013-02-26
太田 博文 福山市御門町二丁目９番１号
つたふじ
平山 友美 福山市三吉町南二丁目１２番１４号
飲食店営業 一般 第171353号 2018-03-01 2023-05-31 2018-03-01 2018-03-01
栄和企画有限会社
そうざい製造業 一般 第171354号 2018-03-01 2023-05-31 2018-03-01 2018-03-01
平山 友美 福山市三吉町南二丁目１２番１４号
栄和企画有限会社
加工水産物販売業 一般 第171355号 2018-03-01 2023-05-31 2018-03-01 2018-03-01
平山 友美 福山市三吉町南二丁目１２番１４号
栄和企画有限会社
福山市住吉町８番３０号 ワコーⅠ ２階Ｃ
飲食店営業 一般 第171356号 2018-04-01 2024-03-31 2018-03-02 2000-11-30
ラウンジ Ｓｅｒｉ
飲食店営業 一般 第171358号 2018-03-02 2023-03-31 2018-03-02 2018-03-02
明治館ビル１Ｆ Ｓｅｃｏｎｄ Ｏａｓｉｓ 誉
福山市明治町５番７号
飲食店営業 一般 第171359号 2018-03-02 2023-05-31 2018-03-02 2018-03-02
福山市元町１３番７－３号
ＣＨＵＮＫ
飲食店営業 一般 第171360号 2018-03-05 2023-03-31 2018-03-05 2018-03-05
福山市松浜町一丁目７番９号 マリンタワー５ １０２ ＡＸＩＡ
飲食店営業 一般 第171361号 2018-03-05 2023-07-31 2018-03-05 2018-03-05
福山市南蔵王町三丁目４番４号
あばれ鶏
戸田 拓夫 福山市御幸町大字中津原１８０８番地１
飲食店営業 一般 第171362号 2018-03-06 2023-05-31 2018-03-06 2018-03-06
株式会社キャステム
加工水産物販売業 移動販売車 第171366号 2018-03-06 2023-06-30 2018-03-06 2018-03-06
ニチエー移動スーパーおまかせくん１号車
上野 郁夫 福山市内一円
加工水産物販売業 移動販売車 第171370号 2018-03-06 2023-06-30 2018-03-06 2018-03-06
ニチエー移動スーパーおまかせくん４号車
福山市内一円
福山市駅家町大字近田２３０番地１
カラオケアンドスナック Ｋ＆Ｒｏｓｅ
飲食店営業 一般 第171372号 2018-03-07 2023-04-30 2018-03-07 2018-03-07
加工水産物販売業 一般 第171378号 2018-04-01 2024-03-31 2018-03-07 2001-02-22
佐伯 誠 福山市古野上町３番１４号
有限会社佐伯食品
徳永 孝進 福山市沖野上町一丁目９番３０号
飲食店営業 一般 第171379号 2018-04-01 2024-03-31 2018-03-07 2012-10-16
株式会社グラットン
魚介類販売業 一般 第171381号 2018-03-08 2023-08-31 2018-03-08 2018-03-08
桑田 泰昭 福山市鞆町鞆７９９番地
株式会社桑田泰商店
そうざい製造業 一般 第171382号 2018-03-08 2023-08-31 2018-03-08 2018-03-08
桑田 泰昭 福山市鞆町鞆１３６番地２２
株式会社桑田泰商店
福山市多治米町一丁目１１番１０号
飲食店営業 一般 第171385号 2018-03-09 2023-03-31 2018-03-09 2018-03-09
ｃｈｉｌｌ ｃｏｆｆｅｅ
福山市野上町一丁目３番１３号
菓子製造業 一般 第171386号 2018-04-01 2024-03-31 2018-03-09 2013-03-21
ひかり洋菓子店
飲食店営業 一般 第171387号 2018-04-01 2024-03-31 2018-03-13 2000-12-11
林原 博之 福山市東川口町四丁目９番２２号
モスバーガー福山川口店
大石病院事業所 飲食店営業 一般 第171389号 2018-04-01 2024-03-31 2018-03-13 2013-02-20
石井 厳権 福山市川口町一丁目７番１５号
アイサービス株式会社
加工水産物販売業 一般 第171390号 2018-04-01 2024-03-31 2018-03-13 2012-10-24
スーパードラッグひまわり 多治米店
梶原 聡一 福山市多治米町四丁目１２番２２号

申請者＿代表者
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当初許可年月日

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
株式会社ラ・パロマ
ツネイシＬＲ株式会社
株式会社ＺＵＮＤ
株式会社丸亀製麺
陶山 竜
田島漁業協同組合
Ｄｒａｃｏ株式会社
クイーン企画有限会社
杉ノ木 洋子

営業所所在地１

申請者＿役職名

申請者＿代表者

代表取締役

山下 悦子 福山市昭和町５番１１号

代表取締役

神原 秀明 福山市沼隈町大字中山南２７番地１

代表取締役

寺田 昌弘 福山市内一円

代表取締役

山口 寛 福山市引野町五丁目１９番２６号

代表理事

兼田 雅彦 福山市内海町箱崎官有無番地

代表取締役

石 勇

代表取締役

牧野 睦代 福山市入船町二丁目１１番３０号

株式会社すかいらーくレストランツ

代表取締役

大川原 利明 福山市東深津町一丁目１１番２３号

有限会社Ｄ．Ｏ．Ｏ．Ｒ
原口 真弥
合同会社うきうきわくわく
株式会社山茂
株式会社キャメル珈琲
福山市立大学生活協同組合
福山市立大学生活協同組合
マルテハ アルリナ アグラバ
岸本 雅詞
加藤 睦
連石 育弘
河本 初美
新広島ヤクルト販売株式会社
延広 勝一
有限会社プチットメールダイゴ
稲葉 陸司
有限会社ＦＲＡＭＥ
岡田 洋子
山内 隆裕
新広島ヤクルト販売株式会社
池田糖化工業株式会社
浦川 裕司
株式会社アリスジャパン
橋本 郁
渡辺 大輔

代表取締役

近藤 英文 福山市三之丸町３０番１号

福山市柳津町一丁目４番４号

コーポ村上１０３号

福山市草戸町五丁目２番１７号１Ｆ

福山市明治町５番７号

Ｌａ．Ｐａｌｏｍａ
ツネイシしまなみビレッジ
ラー麺 ずんどう屋
丸亀製麺福山引野店

代表社員

正岡 常晃 福山市駅家町大字江良３０７番地３

代表取締役

山口 和広 福山市宮前町二丁目６番２０号

（株）山茂 松永脳外科事業所

代表取締役

尾田 信夫 福山市入船町三丁目１番６０号

代表理事

正保 正惠 福山市港町二丁目１９番１号

代表取締役

代表取締役

代表取締役

代表取締役
代表取締役

代表取締役

セントラルキッチン

乳製品製造業

一般

飲食店営業

移動販売車

一般 第171397号 2018-03-16 2023-08-31 2018-03-16 2018-03-16
飲食店営業 一般 第171398号 2018-03-16 2023-06-30 2018-03-16 2018-03-16
飲食店営業 一般 第171399号 2018-04-01 2024-03-31 2018-03-16 2001-01-31

そうざい製造業

飲食店営業 一般 第171400号 2018-04-01 2024-03-31 2018-03-16 2006-12-20
飲食店営業 一般 第171408号 2018-03-19 2023-07-31 2018-03-19 2018-03-19
飲食店営業 一般 第171409号 2018-03-20 2023-05-31 2018-03-20 2018-03-20
飲食店営業 一般 第171410号 2018-03-20 2023-03-31 2018-03-20 2018-03-20

一般 第171411号 2018-03-20 2023-04-30 2018-03-20 2018-03-20
飲食店営業 一般 第171412号 2018-03-22 2023-06-30 2018-03-22 2018-03-22

加工水産物の製造業

加工水産物販売業 一般
カルディコーヒーファーム
飲食店営業 一般
福山市立大学生活協同組合
加工水産物販売業 一般
正保 正惠 福山市港町二丁目１９番１号
福山市立大学生活協同組合
福山市入船町二丁目１１番２７号 第３プレジャータウンＡ５－１Ｆ Ａｉｌｙｎ’ｓ Ｅａｔｅｒｙ
Ｋａｍａｙａｎ 飲食店営業 一般
福山市松浜町一丁目６番２１号 中原ビル３Ｆ－１ ＢＡＲ ＦＵＧＡ
飲食店営業 一般
福山市蔵王町二丁目８番２０号
喫茶店営業 一般
猫カフェ ＣＯＭＭＵＮＥ
飲食店営業 一般
福山市霞町一丁目５番１号 ローズコート霞１階 鉄板’ｓ ｂａｒ Ｄｏｎｋｅｙ
飲食店営業 一般
福山市昭和町３番１６号
スナック ローズ
新広島ヤクルト販売株式会社 福山中央センター 加工水産物販売業 一般
中野 健 福山市古野上町１４番２６号
福山市駅家町大字服部永谷３２２０番地２
飲食店営業 一般
カラオケ喫茶 天空
広島県立福山北特別支援学校
飲食店営業 一般
大村 茂 福山市加茂町大字下加茂６番地
セブンコレクション１Ｆ バー ベーシック
飲食店営業 一般
福山市住吉町２番１７号
シティピア１４ １Ｆ もつ鍋よりまさ
飲食店営業 一般
頼政 剛啓 福山市昭和町６番１４号
飲食店営業 一般
福山市昭和町４番５号Ｌビル１Ｃ
スナック バニラ
福山市川口町二丁目１０番３７号
菓子製造業 一般
スモールベイクショップ
新広島ヤクルト販売株式会社 川口センター 加工水産物販売業 一般
中野 健 福山市川口町一丁目１１番３８号
池田糖化工業株式会社箕島工場Ｋ２棟アセプ
菓子製造業 一般
池田 直之 福山市箕沖町９７番地
飲食店営業 一般
福山市住吉町１番４０号
１Ｆ１０５
和彩居酒屋 うら川
飲食店営業 一般
松森 茂 福山市神辺町字湯野１００４番地２
社会福祉法人宏正会
福山市松永町四丁目１３番２６号 小川ビル１Ｆ ＪＵＫＥ
飲食店営業 一般
福山市神辺町大字新湯野３３番地８
飲食店営業 一般
料理屋 おゝ貫
中島 康晴 福山市木之庄町五丁目９番１８号
飲食店営業 一般
すまいる仁伍
キュービックビル１Ｆ Ａ号 しょうこ
飲食店営業 一般
福山市昭和町１０番２５号
福山市御門町一丁目１番３９号
飲食店営業 一般
仕出し 将
そうざい製造業 一般
福山市御門町一丁目１番３９号
仕出し 将
福山市昭和町４番５号Ｌビル１－Ａ号
飲食店営業 一般
スナック なりゆき！
ＳＡＴＯ８ビル３Ｆ キャリノ
飲食店営業 一般
福山市昭和町１０番１０号

ゆめタウン福山店１Ｆ

地域密着型特別養護老人ホーム愛
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第171392号 2018-03-14 2023-08-31 2018-03-14 2018-03-14

第171393号 2018-03-14 2023-05-31 2018-03-14 2018-03-14
飲食店営業 一般 第171395号 2018-03-15 2023-07-31 2018-03-15 2018-03-15
飲食店営業 一般 第171396号 2018-03-15 2023-05-31 2018-03-15 2018-03-15

さんすて福山１階 鉄板ステーキ ろく丘 さんすて福山店

花本ビル１Ｆ

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第171391号 2018-03-14 2023-03-31 2018-03-14 2018-03-14

福山市水産物加工センター
老六の餃子店
コスモシティ福山
ＣＡＦＥ ＨＯＭＥ
ガスト福山東深津店
Ｌｏｕｎｇｅ Ｄｉａｒｙ
合同会社うきうきわくわく

代表理事

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

鉄板食堂 バルコ 平成大学前店

福山市御幸町大字上岩成２３７番地３

特定非営利活動法人地域の絆 理事

中薗 笑子
西田 吉将
西田 吉将
佐藤 眞由美
藤崎 悦子

営業所所在地２ 営業所名称１
サカエヤ１号館２－Ｂ

第171415号 2018-04-01 2024-03-31 2018-03-22 2012-10-23
第171416号 2018-03-22 2023-07-31 2018-03-22 2018-03-22
第171418号 2018-03-22 2023-07-31 2018-03-22 2018-03-22
第171421号 2018-04-01 2024-03-31 2018-03-22 2012-12-06
第171427号 2018-03-22 2023-03-31 2018-03-22 2018-03-22
第171429号 2018-03-22 2023-07-31 2018-03-22 2018-03-22
第171431号 2018-04-01 2024-03-31 2018-03-23 2007-02-28
第171433号 2018-04-01 2024-03-31 2018-03-23 2012-10-10
第171434号 2018-04-01 2024-03-31 2018-03-23 2012-11-07
第171435号 2018-03-26 2023-04-30 2018-03-26 2018-03-26
第171436号 2018-03-26 2023-04-30 2018-03-26 2018-03-26
第171437号 2018-04-01 2024-03-31 2018-03-26 2000-11-09
第171438号 2018-04-01 2024-03-31 2018-03-26 2006-11-08
第171440号 2018-04-01 2024-03-31 2018-03-26 2013-01-29
第171441号 2018-04-01 2024-03-31 2018-03-26 2013-02-19
第171442号 2018-04-01 2024-03-31 2018-03-26 2012-11-09
第171445号 2018-03-27 2023-07-31 2018-03-27 2018-03-27
第171446号 2018-03-27 2023-03-31 2018-03-27 2018-03-27
第171448号 2018-03-27 2023-04-30 2018-03-27 2018-03-27
第171449号 2018-03-27 2023-06-30 2018-03-27 2018-03-27
第171451号 2018-03-27 2023-04-30 2018-03-27 2018-03-27
第171452号 2018-03-27 2023-05-31 2018-03-27 2018-03-27
第171453号 2018-04-01 2024-03-31 2018-03-28 2000-11-17
第171454号 2018-04-01 2024-03-31 2018-03-28 2012-10-30
第171455号 2018-04-01 2024-03-31 2018-03-28 2012-10-30
第171456号 2018-04-01 2024-03-31 2018-03-28 2013-01-15
第171458号 2018-04-01 2024-03-31 2018-03-28 2013-03-21

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
岡本 昭弘
有限会社もりせん
株式会社セントラルフーズ
藤本 明宏
有限会社安原商店
杉原 徳子
河合 恵
黒瀬 照子
広瀬 スサナ
桑木 博文
吉原 貞美
株式会社ユーアンドミィー
藤井 信正
佐藤 友彦
浅野 亜弥子
佐々木 ルッチリン ダバン
有限会社シンコーグループ
山岡 慎二
中島 ひとみ
村岡 竜也
重松 裕子
株式会社ハートピア
村上 博志
入江 娜娜
趙 麗麗
福島 直道
内田 博宣

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１

営業所所在地２ 営業所名称１

株式会社焼肉坂井ホールディングス

代表取締役

阿久津 貴史 福山市沖野上町五丁目３０番３０号

株式会社夢限大
株式会社小田商店
株式会社小田商店
株式会社小田商店
株式会社小田商店
株式会社小田商店
株式会社小田商店
川東 誠
山田 祐利江
福山市農業協同組合

代表取締役

岡田 佳明 福山市船町５番１８号

代表取締役

大賀 昭司 福山市神辺町字上御領１００番地１

代表取締役

大賀 昭司 福山市神辺町字上御領１００番地１

代表取締役

大賀 昭司 福山市神辺町字上御領１００番地１

代表取締役

大賀 昭司 福山市神辺町字上御領１００番地１

Ｍ・自由軒
有限会社もりせん
西部めばえ給食室
ラーメンハウス らいおん
有限会社安原商店
スナック エクセレント
茄子
カラオケスナックあき
ＳＩＮＧ ＳＩＮＧ
らぁめん天
Ｓｗｅｅｔ てん
カルビ屋大福。福山店
サウンドバー マーキー
季節の肴と一品 まつ
らうんじ Ａ ｆａｍｉｌｙ
パラワン
自遊空間
ＡＵＤＲＥＹ
喰い処べに家
吉右衛門
クレージュ
ハートピア川口店
ガールズバー シェル
ＦＵＮＴＩＭＥ娜之華
中華料理 哈尓濱
ｃｏｐａｉｎ
ＬＩＢＥＲＴＹ ＣＯＭＰＡＮＹ
肉匠坂井 広島福山沖野上店
鉄板串焼 きんぎょ
小田商店 物流センター
小田商店 物流センター
小田商店 物流センター
小田商店 物流センター

代表取締役

大賀 昭司 福山市神辺町字上御領１００番地１

小田商店 物流センター 寿司調理パン

代表取締役

小田商店 物流センター
福山市入船町二丁目４番４号 サンタウン１Ｆ ＣＬＵＢ ＦｉＲＥＡＬ －フィリール－
福山市南町１番２６号吉山ビル１Ｆ
スナック ｉｋｏｉ
佐藤 宏 福山市神辺町字東中条２３８６番地
ＪＡ福山市 みそ加工場
青山 みすず 福山市神辺町字徳田１８４８番地
えんがわカフェ
青山 みすず 福山市神辺町字徳田１８４８番地
えんがわカフェ
青山 みすず 福山市神辺町字徳田１８４８番地
えんがわカフェ

福山市松永町四丁目１３番１号
代表取締役

森 宣二

代表取締役

秋山 裕一 福山市津之郷町大字津之郷２０４０番地

福山市沖野上町三丁目２番１５号

取締役 端野 晴敏 福山市西深津町二丁目１番１５号

福山市昭和町２番１５号
福山市霞町一丁目５番１号
福山市住吉町３番２５号

ｓｕｎ Ｒｉｓｅビル１階Ｂ号室

ローズコートかすみ

Ａ＆Ｋビル２Ｆ

福山市松浜町一丁目２番１８号 ほっと館１０６号

福山市松永町七丁目３番３号
アレイビル１０１
福山市南町１０番１６号
代表取締役

花房 松雄 福山市川口町四丁目３番１３号

福山市住吉町１番４０号
福山市住吉町７番９号
福山市昭和町１０番１０号

住吉スクエア２０４号
モアリッチファーストビル１Ｆ

ＳＡＴＯ８ビル６Ｆ

福山市松浜町一丁目２番１８号 ほっと館１－Ｈ
取締役 金﨑 和芳 福山市入船町二丁目４番２２号 森山ビル２階

福山市昭和町４番２０号
佐藤ビル１Ｆ
住吉ウイングビル１０１
福山市住吉町８番２２号
福山市花園町一丁目２番５号 永尾ビル１階東側
ローズガーデン２Ｆ
福山市住吉町３番２２号
代表取締役

皿海 公隆 福山市川口町一丁目８番１１号
福山市松浜町一丁目６番２１号 中原ビル１Ｆ

福山市昭和町２番１３号

サンライズビル２－Ｂ

福山市多治米町一丁目９番１２号

福山市元町１５番５号
福山市笠岡町１番１７号

代表理事

理事
特定非営利活動法人あいあい広場 理事
特定非営利活動法人あいあい広場 理事
特定非営利活動法人あいあい広場

福山市木之庄町三丁目２番７号

大一不動産ビル２階

斉藤店舗

大賀 昭司 福山市神辺町字上御領１００番地１
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営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第171461号 2018-03-28 2023-06-30 2018-03-28 2018-03-28

一般 第171465号 2018-03-28 2023-05-31 2018-03-28 2018-03-28
飲食店営業 一般 第171466号 2018-03-29 2023-06-30 2018-03-29 2018-03-29
飲食店営業 一般 第171468号 2018-03-29 2023-03-31 2018-03-29 2018-03-29

食品の冷凍又は冷蔵業

一般 第171469号 2018-03-29 2023-07-31 2018-03-29 2018-03-29
飲食店営業 一般 第171470号 2018-04-01 2024-03-31 2018-03-30 2000-10-17
飲食店営業 一般 第171471号 2018-03-30 2023-03-31 2018-03-30 2018-03-30

魚介類販売業

飲食店営業 一般 第171472号 2018-04-01 2024-03-31 2018-03-30 2013-01-09
飲食店営業 一般 第171473号 2018-04-01 2024-03-31 2018-03-30 2013-02-08
飲食店営業 一般 第171475号 2018-03-30 2023-06-30 2018-03-30 2018-03-30
飲食店営業 一般 第171481号 2018-04-01 2024-03-31 2018-03-30 2001-01-10
飲食店営業 一般 第171482号 2018-04-01 2024-03-31 2018-03-30 2007-01-10
飲食店営業 一般 第171484号 2018-04-01 2024-03-31 2018-03-30 2012-10-26
飲食店営業 一般 第171485号 2018-04-01 2024-03-31 2018-03-30 2013-01-18
飲食店営業 一般 第171486号 2018-04-01 2024-03-31 2018-03-30 2013-02-26
飲食店営業 一般 第171489号 2018-03-30 2023-03-31 2018-03-30 2018-03-30
飲食店営業 一般 第171490号 2018-04-01 2024-03-31 2018-03-30 2006-11-20
飲食店営業 一般 第171491号 2018-04-01 2024-03-31 2018-03-30 2006-11-28
飲食店営業 一般 第171492号 2018-04-01 2024-03-31 2018-03-30 2012-12-20
飲食店営業 一般 第171494号 2018-04-01 2024-03-31 2018-03-30 2012-12-26
飲食店営業 一般 第171495号 2018-04-01 2024-03-31 2018-03-30 2012-12-27
喫茶店営業 一般 第171496号 2018-04-01 2024-03-31 2018-03-30 2013-02-27
飲食店営業 一般 第180001号 2018-04-04 2023-09-30 2018-04-04 2018-04-04
飲食店営業 一般 第180002号 2018-04-04 2023-09-30 2018-04-04 2018-04-04
飲食店営業 一般 第180006号 2018-04-04 2023-09-30 2018-04-04 2018-04-04
飲食店営業 一般 第180007号 2018-04-05 2023-05-31 2018-04-05 2018-04-05
飲食店営業 一般 第180009号 2018-04-06 2023-05-31 2018-04-06 2018-04-06
飲食店営業 一般 第180011号 2018-04-09 2023-09-30 2018-04-09 2018-04-09
飲食店営業 一般 第180012号 2018-04-11 2023-05-31 2018-04-11 2018-04-11
飲食店営業 一般 第180013号 2018-05-01 2024-04-30 2018-04-11 2006-12-15
菓子製造業 一般 第180014号 2018-05-01 2024-04-30 2018-04-11 2006-12-15
食肉販売業 一般 第180016号 2018-05-01 2024-04-30 2018-04-11 2006-12-15

一般 第180017号 2018-05-01 2024-04-30 2018-04-11 2006-12-15
飲食店営業 一般 第180018号 2018-05-01 2024-04-30 2018-04-11 2006-12-15

そうざい製造業

一般 第180019号 2018-05-01 2024-04-30 2018-04-11 2006-12-15
飲食店営業 一般 第180020号 2018-04-13 2023-09-30 2018-04-13 2018-04-13
飲食店営業 一般 第180022号 2018-04-16 2023-09-30 2018-04-16 2018-04-16

加工水産物の製造業

みそ製造業 一般 第180025号 2018-05-01
飲食店営業 一般 第180026号 2018-05-01
菓子製造業 一般 第180027号 2018-05-01
そうざい製造業 一般 第180028号 2018-05-01

2024-04-30 2018-04-17 2012-12-20
2024-04-30 2018-04-17 2013-04-11
2024-04-30 2018-04-17 2013-04-11
2024-04-30 2018-04-17 2013-04-11

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿代表者
申請者＿申請者名
社会福祉法人にこにこ福祉会 理事長 瀬良 京子
代表取締役 横山 英昭
株式会社コスモス薬品
児玉 卓也
清水 照久
申請者＿役職名

営業所所在地１
福山市内一円

営業所所在地２ 営業所名称１

コロッケ号
福山市加茂町大字下加茂２２番地１
ドラッグコスモス加茂店
福山市駅家町大字近田４６１番地
地鶏酒場 雛 ～ｈｉｎａ～
福山市今町２番２号
Ｐｅｋａｒｎａ そらいろ
グリーンホスピタリティフードマネジメント株式会社 代表取締役 丹井 一人 福山市大門町旭１番地
０Ｈ４０７２広島
理事長 藤本 英次 福山市駅家町向永谷１０１１番地１
社会福祉法人若菜
手打ちそば 結
代表取締役 占部 克明 福山市山野町大字山野２１３０番地２
株式会社ケンユー 山野工場
株式会社ケンユー
福山市駅家町大字万能倉９０７番地６
ファミリーマート福山駅家町店
中尾 寿貴
福山市駅家町大字万能倉９０７番地６
ファミリーマート福山駅家町店
中尾 寿貴
福山市新市町大字藤尾３９４４番地１
大藤 明美
シャンカワカーン
代表取締役 長鋪 毅一郎 福山市神辺町字十九軒屋２３４番地１
株式会社一富士興業
ローズ
福山市駅家町大字江良４１８番地
村田 泰子
Ｃａｆｅ ｄｅ ＬａＬａ
福山市駅家町大字万能倉１０５番地３
木村 繁昌
ぴあ９２
福山市神辺町字十九軒屋２５３番地２ サンキューランド 中華そば しんたく
塚本 恭弘
福山市神辺町字湯野３０９番地３
藤井 都士恵
おくの細道
理事長 藤本 英次 福山市神辺町大字川北９９７番地１，９９８番地８
社会福祉法人若菜
ジャム＆カフェ きずな
代表取締役 守屋 集
株式会社プライムフーズ
福山市三之丸町３０番１号 さんすて福山２番街 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 福山駅店
代表取締役 山野 法行 福山市内一円
株式会社やまの
やたい劇場 広島
代表取締役 德永 治夢 福山市入船町二丁目１１番５号
株式会社夢工房
Ｎｉｇｈｔ ｓｐｏｔ ＲＡＶＥ
岩部 紘臣
福山市内一円
Ｌ．Ｃ．Ｍ
株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 福山市駅家町大字万能倉２８８番地２
ガスト福山駅家町店
福山市神辺町大字下竹田１９９番地１
渡邉 眞理子
やきとり お食事 まりちゃん
福山市新市町大字新市６２６番地２
下川 祐子
お菓子の下川
株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 福山市新市町大字戸手５９８番地１
入江株式会社 本社工場
代表取締役 横山 英昭 福山市駅家町大字倉光４４番地１
株式会社コスモス薬品
ドラッグコスモス駅家店
福山市神辺町大字川北６４１番地
下宮 洋一
茶山饅頭総本舗谷口屋
サンライズビル２Ｆ ＫＡＫＵＧＡＷＡ
山本 里絵
福山市昭和町２番１３号
福山市南本庄三丁目７番７号
西岡 幸則
オムラッテ
福山市神辺町大字新徳田３８９番地 アデステ１階 海鮮炉端 貴
谷本 貴志
近藤 里美
福山市船町４番６号
Ｓｅｎｒｉ
代表取締役 佐藤 利行 福山市大門町二丁目２２番４３号
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ大門店
福山市神辺町字西中条２２５１番地１３
吉澤 勝
セブン
ベネフィットホテル株式会社 代表取締役 小林 みな子 福山市鞆町後地字田ノ浦３３７１番地７
仙酔島 喫茶去
立花 和磨
福山市内一円
立花いちご農園
福山市新涯町二丁目４番３０号
楠 利明
元吉
代表取締役 大田 祐介 福山市沖野上町三丁目６番３４号
株式会社福山健康舎
福山健康舎 ｋｏｓｕｋｅ
代表取締役 児玉 康伸 福山市城見町一丁目１番２５号
株式会社ＩＮＦＩＮＩＴＹ
さくら埜
ブルーオーシャンホールディングス株式会社 代表取締役 笹田 博之 福山市鞆町鞆１３６番地１３
ブルーオーシャンホールディングス株式会社
代表取締役 竹内 浩 福山市南蔵王町二丁目１９番１６号
株式会社ケーティーエム
レ・デルパパ
代表取締役 村上 正親 福山市千田町二丁目１３番４号
中国テレホン株式会社
十三軒茶屋 千田店
代表取締役 村上 正親 福山市千田町二丁目１３番４号
中国テレホン株式会社
十三軒茶屋 千田店
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営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

飲食店営業

移動販売車

初回許可年月日 当初許可年月日

第180029号 2018-05-01 2023-04-30 2018-04-17 2013-04-26

一般 第180033号 2018-04-17 2023-04-30 2018-04-17 2018-04-17
飲食店営業 一般 第180034号 2018-04-17 2023-04-30 2018-04-17 2018-04-17
菓子製造業 一般 第180035号 2018-04-19 2023-05-31 2018-04-19 2018-04-19

加工水産物販売業

飲食店営業 一般 第180037号 2018-04-19 2023-07-31 2018-04-19 2018-04-19
麺類製造業 一般 第180039号 2018-05-01 2024-04-30 2018-04-19 2012-12-27

一般 第180040号 2018-05-01 2024-04-30 2018-04-19 2013-01-17
飲食店営業 一般 第180041号 2018-05-01 2024-04-30 2018-04-19 2013-01-29

清涼飲料水製造業

一般 第180045号 2018-05-01 2024-04-30 2018-04-19 2013-01-29
飲食店営業 一般 第180046号 2018-05-01 2024-04-30 2018-04-20 2000-12-15
飲食店営業 一般 第180047号 2018-05-01 2024-04-30 2018-04-20 2000-12-11

加工水産物販売業

飲食店営業 一般 第180048号 2018-05-01 2024-04-30 2018-04-20 2007-01-19
喫茶店営業 一般 第180049号 2018-05-01 2023-04-30 2018-04-20 2008-04-07
飲食店営業 一般 第180050号 2018-05-01 2024-04-30 2018-04-20 2013-03-27
飲食店営業 一般 第180051号 2018-05-01 2024-04-30 2018-04-20 2013-03-19
飲食店営業 一般 第180052号 2018-05-01 2024-04-30 2018-04-20 2013-03-27
飲食店営業 一般 第180053号 2018-04-20 2023-05-31 2018-04-20 2018-04-20
飲食店営業

移動販売車 第180054号 2018-04-20 2023-05-31 2018-04-20 2018-04-20
飲食店営業 一般 第180056号 2018-04-23 2023-09-30 2018-04-23 2018-04-23
飲食店営業 移動販売車 第180057号 2018-04-23 2023-07-31 2018-04-23 2018-04-23

飲食店営業 一般 第180058号 2018-05-01 2024-04-30 2018-04-24 2000-11-01
飲食店営業 一般 第180059号 2018-05-01 2024-04-30 2018-04-24 2007-01-11
菓子製造業 一般 第180060号 2018-05-01 2024-04-30 2018-04-24 2006-12-13
喫茶店営業 自動販売機 第180061号 2018-05-01 2024-04-30 2018-04-24 2006-12-19

一般 第180063号 2018-05-01 2024-04-30 2018-04-24 2012-12-20
菓子製造業 一般 第180065号 2018-05-01 2024-04-30 2018-04-24 2013-02-26
飲食店営業 一般 第180068号 2018-04-24 2023-09-30 2018-04-24 2018-04-24

加工水産物販売業

飲食店営業 一般 第180069号 2018-04-24 2023-05-31 2018-04-24 2018-04-24
飲食店営業 一般 第180071号 2018-05-01 2024-04-30 2018-04-25 2013-02-01
飲食店営業 一般 第180072号 2018-04-25 2023-05-31 2018-04-25 2018-04-25
喫茶店営業 一般 第180073号 2018-04-26 2023-07-31 2018-04-26 2018-04-26
飲食店営業 一般 第180074号 2018-05-01 2024-04-30 2018-04-27 2013-03-11
飲食店営業 一般 第180077号 2018-05-01 2023-08-31 2018-05-01 2018-05-01
飲食店営業

移動販売車 第180078号 2018-05-01 2023-04-30 2018-05-01 2018-05-01
飲食店営業 一般 第180080号 2018-05-07 2023-07-31 2018-05-07 2018-05-07
飲食店営業 一般 第180081号 2018-05-07 2023-09-30 2018-05-07 2018-05-07

飲食店営業 一般 第180082号 2018-05-08 2023-05-31 2018-05-08 2018-05-08

一般
一般
飲食店営業 一般
菓子製造業 一般

魚介類販売業

第180083号 2018-05-09 2023-08-31 2018-05-09 2018-05-09

そうざい製造業

第180084号 2018-05-09 2023-07-31 2018-05-09 2018-05-09
第180085号 2018-05-09 2023-05-31 2018-05-09 2018-05-09
第180086号 2018-05-09 2023-05-31 2018-05-09 2018-05-09

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
坂本デニム株式会社
三次 伸彦
花木 良暢
藤田 史香
細羽 信幸
細羽 信幸
岸本株式会社
中尾 浩一
株式会社ＢＩＮＧＯ
大崎 民男
株式会社天満屋
道広 良夫
株式会社天満屋
株式会社ププレひまわり
門田 妙子
有限会社檀上商店
高橋 敦
吉野 卓
竹内 庸裕
小田 育男
上川 直武
掛谷ビル株式会社
高橋 和司
五十嵐 久恵
アイエム・フーズ有限会社
田中 照子
檀上 真理子
日本畜産株式会社
日本畜産株式会社
日本畜産株式会社
松村 喜行
田邊 良喜
桃谷 まどか
有限会社オフィスＭ
中原 誠
中原 誠
細川 宏美
細川 宏美
木村 園子
藤原 孔明
津村 大輔

営業所所在地１

申請者＿役職名

申請者＿代表者

代表取締役

坂本 量一 福山市神辺町大字川北５７０番地

福山市松浜町一丁目７番８号
福山市住吉町１番４０号

営業所所在地２ 営業所名称１
マリンタワー１ １０１号室

福山市神辺町大字川北６２１番地９

福山市神辺町字道上１１８７番地１
福山市神辺町字道上１１８７番地１
代表取締役

岸本 伸造 福山市緑町１番３０号

福山市昭和町４番４号
代表取締役

ラッシーのおうち
ｃｌｕｂ ＧＡＲＤＥＮ
鶏ＢＥＥＲ
Ｌａ ｖｉｅ ｅｎ
パティスリーリオ
パティスリーリオ

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

Ｒｏｓｅ ｍｉｇｎｏｎ

前田 諭志 福山市新市町大字戸手１３２４番地８
福山市御幸町大字下岩成２８２番地１

飲食店営業 一般 第180091号 2018-05-11 2023-09-30 2018-05-11 2018-05-11
菓子製造業 一般 第180093号 2018-05-14 2023-10-31 2018-05-14 2018-05-14
菓子製造業 一般 第180094号 2018-05-15 2023-10-31 2018-05-15 2018-05-15
喫茶店営業 一般 第180095号 2018-05-15 2023-10-31 2018-05-15 2018-05-15
飲食店営業 一般 第180096号 2018-05-15 2023-09-30 2018-05-15 2018-05-15
飲食店営業 一般 第180099号 2018-05-16 2023-09-30 2018-05-16 2018-05-16

讃岐うどんむらさき 福山緑町店
南神ビル２階１号室

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第180087号 2018-05-09 2023-10-31 2018-05-09 2018-05-09
飲食店営業 一般 第180090号 2018-05-11 2023-09-30 2018-05-11 2018-05-11

ＥＴＥＲＮＡＬ
備後ジビエ製作所
やきにく本舗 たみ家

食肉処理業 一般 第180100号 2018-05-16 2023-10-31 2018-05-16 2018-05-16
飲食店営業 一般 第180106号 2018-06-01 2024-05-31 2018-05-17 2013-01-29

代表取締役

江國 成基 福山市元町１番１号

株式会社天満屋福山店７Ｆ催事調理場

菓子製造業 一般 第180107号 2018-06-01 2024-05-31 2018-05-17 2013-03-12

丸良鮮魚店

魚介類販売業

代表取締役

福山市内一円
江國 成基 福山市元町１番１号

株式会社天満屋 福山店７Ｆ催事

加工水産物販売業

代表取締役

梶原 聡一 福山市三吉町四丁目８番３４号

スーパードラッグひまわり三吉店

加工水産物販売業

福山市千田町二丁目２１番１２号

飲食店営業

福山市南本庄四丁目１番３号

お好み焼 ビッグ
尾道ラーメン ほんてん
酒亭 髙はし
沖縄大衆居酒屋 かりゆし
咲咲
めんや長いち
かみかわ
サーティワンアイスクリーム
オルガーノ
おふくろの味 千福
アイエム・フーズ（有）
田中酒食品店
パティスリー リコッタ
日本畜産株式会社引野工場
日本畜産株式会社引野工場
日本畜産株式会社引野工場
おいちい。
ＧＬ
菓子工房 マドカーナ
カフェ ７８

福山市御幸町大字中津原８２５番地１

セブン－イレブン福山中津原堂前店

飲食店営業

福山市御幸町大字中津原８２５番地１

セブン－イレブン福山中津原堂前店

加工水産物販売業

福山市曙町六丁目１番５号
福山市曙町六丁目１番５号

ファミリーマート福山曙六丁目店

飲食店営業

ファミリーマート福山曙六丁目店

加工水産物販売業

代表取締役

檀上 隆彦 福山市三吉町南二丁目３番１９号

福山市元町１５番１９号
福山市今町３番２３号
福山市船町１番２２号
福山市宝町７番１４号
福山市南本庄三丁目１５番６号
代表取締役

掛谷 泰男

福山市三之丸町３０番１号サンステ福山

福山市延広町２番６号
福山市元町１番１９号
代表取締役

井上 征三 福山市千田町二丁目１９番５号
福山市三吉町南一丁目８番９号
福山市神辺町字道上２８３８番地３

代表取締役

小林 茂之 福山市引野町６５４番地１２２

代表取締役

小林 茂之 福山市引野町６５４番地１２２

代表取締役

小林 茂之 福山市引野町６５４番地１２２
福山市駅家町大字向永谷５５番地１６

福山市曙町一丁目５番２１号
福山市新市町大字下安井２２５番地２
代表取締役

三浦 千恵子

興南マンション１０１

福山市松浜町一丁目２番１８号 ほっと館２０１ ＳＴ
福山市入船町二丁目４番１５号 百軒堂ビルＢ棟１－１ Ｒｅｖｅ
福山市神辺町字下御領８０６番地１

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
福山サンステ店

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
食肉販売業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
食品の冷凍又は冷蔵業

そうざい製造業

飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業
飲食店営業

飲食店営業
飲食店営業

セブン－イレブン神辺下御領店
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飲食店営業

移動販売車

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第180108号 2018-06-01 2024-05-31 2018-05-17 2013-04-25
第180109号 2018-06-01 2024-05-31 2018-05-17 1996-01-22
第180110号 2018-06-01 2024-05-31 2018-05-17 2012-12-07
第180112号 2018-06-01 2024-05-31 2018-05-18 2001-03-15
第180113号 2018-06-01 2024-05-31 2018-05-18 2001-05-16
第180114号 2018-06-01 2024-05-31 2018-05-18 2007-02-09
第180116号 2018-06-01 2024-05-31 2018-05-18 2007-04-05
第180117号 2018-06-01 2024-05-31 2018-05-18 2007-04-19
第180118号 2018-06-01 2024-05-31 2018-05-18 2007-05-01
第180119号 2018-06-01 2024-05-31 2018-05-18 2007-05-23
第180123号 2018-06-01 2024-05-31 2018-05-18 2013-05-23
第180125号 2018-06-01 2024-05-31 2018-05-18 2013-04-11
第180126号 2018-06-01 2024-05-31 2018-05-18 2013-05-07
第180127号 2018-06-01 2024-05-31 2018-05-18 2013-05-27
第180128号 2018-06-01 2024-05-31 2018-05-18 2013-04-04
第180129号 2018-05-18 2023-10-31 2018-05-18 2018-05-18
第180130号 2018-05-18 2023-07-31 2018-05-18 2018-05-18
第180131号 2018-05-18 2023-07-31 2018-05-18 2018-05-18
第180132号 2018-05-18 2023-07-31 2018-05-18 2018-05-18
第180133号 2018-05-21 2023-10-31 2018-05-21 2018-05-21
第180134号 2018-05-22 2023-07-31 2018-05-22 2018-05-22
第180135号 2018-05-22 2023-10-31 2018-05-22 2018-05-22
第180136号 2018-06-01 2024-05-31 2018-05-22 2012-12-17
第180138号 2018-06-01 2024-05-31 2018-05-22 2013-02-01
第180143号 2018-06-01 2024-05-31 2018-05-22 2013-02-01
第180144号 2018-05-23 2023-07-31 2018-05-23 2018-05-23
第180148号 2018-05-23 2023-07-31 2018-05-23 2018-05-23
第180149号 2018-05-23 2023-09-30 2018-05-23 2018-05-23
第180152号 2018-05-24 2023-09-30 2018-05-24 2018-05-24
第180153号 2018-05-24 2023-10-31 2018-05-24 2018-05-24

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
津村 大輔
細川 宏美
細川 宏美
株式会社夢限大
株式会社ココプラネット
エリアワンエンタープライズ株式会社

中村 幸子
高松 睦
吾川 佳聖
有限会社松葉
小林 知美
山本 泉
山本 泉
西原 さと子
ホルンマイヤー株式会社
下花商事株式会社
下花商事株式会社
株式会社Ｆｏｒ ｏｔｈｅｒｓ
實森 隆斗
高橋 一浩
伊達 閑斉
富士産業株式会社
有限会社プチットメールダイゴ
中下 正生
有限会社壱乃藏
株式会社オーイズミフーズ
有限会社プチットメールダイゴ
松本 レアリン
吉川 静純
株式会社夢限大
寺田 末春
谷辺 直希
坂本 昂志
川原 順一
Ｆ－ｃｒｅｗ株式会社
髙橋 昌秀
久保 美香子
三澤 和子
井上 カツコ
特定非営利活動法人どりぃむわぁくす

新田 舞

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１

セブン－イレブン神辺下御領店

福山市千田町三丁目５０番８号

ファミリーマート福山千田店
ファミリーマート福山千田店
エフビル２ＦＢ ＨａｎｇＯｖｅｒ
ホワイトビル２Ａ Ｌｏｕｎｇｅ ルージュ
ホテルエリアワン福山
朝日ビル１Ｆ おばんざい＆カフェ フォルテ
魚とくビル２０５ フェイク
いも畑
天満屋福山店８Ｆ 松葉食堂
焼き菓子 もも

福山市千田町三丁目５０番８号
代表取締役

岡田 佳明 福山市延広町２番９号

代表取締役

木下 智恵 福山市明治町７番６号

代表取締役

岡 新之助 福山市三之丸町９番１２号

代表取締役

営業所所在地２ 営業所名称１

福山市神辺町字下御領８０６番地１

福山市延広町８番１７号
福山市船町３番１０号
福山市内一円
桑田 恵次 福山市元町１番１号
福山市神村町３２６２番地

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日
加工水産物販売業

飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

初回許可年月日 当初許可年月日

第180157号 2018-05-24 2023-10-31 2018-05-24 2018-05-24
第180158号 2018-05-25 2023-05-31 2018-05-25 2018-05-25
第180162号 2018-05-25 2023-05-31 2018-05-25 2018-05-25
第180163号 2018-05-25 2023-05-31 2018-05-25 2018-05-25
第180164号 2018-05-25 2023-09-30 2018-05-25 2018-05-25
第180166号 2018-06-01 2024-05-31 2018-05-25 2007-03-26
第180167号 2018-06-01 2024-05-31 2018-05-25 2007-04-11
第180168号 2018-06-01 2024-05-31 2018-05-25 2012-12-05

第180169号 2018-06-01 2024-05-31 2018-05-28 2013-03-25
飲食店営業 一般 第180172号 2018-06-01 2024-05-31 2018-05-28 2013-05-16
菓子製造業 一般 第180177号 2018-05-28 2023-06-30 2018-05-28 2018-05-28
移動販売車

福山市引野町二丁目２７番２号

セブン－イレブン福山引野２丁目店

飲食店営業 一般 第180179号 2018-05-29 2023-07-31 2018-05-29 2018-05-29

福山市引野町二丁目２７番２号

セブン－イレブン福山引野２丁目店

加工水産物販売業

一般 第180183号 2018-05-29 2023-07-31 2018-05-29 2018-05-29
飲食店営業 一般 第180184号 2018-05-30 2023-09-30 2018-05-30 2018-05-30
飲食店営業 一般 第180186号 2018-06-01 2024-05-31 2018-05-30 2013-05-27

代表取締役

福山市南町６番７号
吹上 渡 福山市元町１番１号Ｂ１

愛生兆・コスモアイ
ホルンマイヤー

代表取締役

下花 健男 福山市千田町一丁目３１番３１号

ファミリーマート 福山千田一丁目店

飲食店営業 一般 第180187号 2018-05-30 2023-05-31 2018-05-30 2018-05-30

代表取締役

下花 健男 福山市千田町一丁目３１番３１号

ファミリーマート 福山千田一丁目店

加工水産物販売業

代表取締役

髙尾 裕 福山市元町７番８号
福山市東川口町三丁目１４番３号
福山市木之庄町一丁目１５番２３号

２Ｆ

Ｅｃｒｉｒｅ
ｄｉｎｉｎｇ 縁義
えんばん亭
洞閑
せんだの里

福山市東町二丁目４番３３号
代表取締役 中村 勝彦 福山市千田町二丁目５番５号
代表取締役 大村 茂
広島県立福山誠之館高等学校 学生食堂
福山市木之庄町六丁目１１番１号
福山市延広町５番１５号
町原ビル２Ｆ シー・ドラゴン
代表取締役 林 倫男
福山市東町一丁目２番１０号
バー壱乃藏
代表取締役 大泉 賢治 福山市伏見町４番２５号
オンリービル２Ｆ くいもの屋わん 福山店
代表取締役 大村 茂
広島県立福山葦陽高等学校 学生食堂
福山市久松台三丁目１番１号
福山市入船町二丁目４番１５号 百軒堂ビルＢ棟２－１ ミスティカ
福山市昭和町８番５号
鉄板焼 純ぎ屋
代表取締役 岡田 佳明 福山市延広町７番１０号
ＴＯＹＯＴＡ館Ｂ－１ ５００ｂａｒ Ｔｈｅ ｂｕｂｂｌｙ
福山市東手城町四丁目８番２１号
お食事処 ここち
福山市神辺町字道上６０６番地３
居酒屋 Ｓｏ＞Ｔａ
福山市加茂町大字下加茂４０７番地７
洋食 ルセット
福山市駅家町大字江良５４３番地１
まるなべ
代表取締役 広川 永哲 福山市元町１５番３２号
ＬＯＶＥＢＥＥＦ。
福山市昭和町４番７号
ワインビル２Ｆ たちばな商店
福山市今津町１１１４番地
にぎや家
福山市松永町三丁目３番６号 ウツミビル１Ｆ 客恋慕
福山市柳津町二丁目６番１０号
お好み焼 井上
理事長 小川 一三 福山市今津町六丁目６番１０号
コミュニティカフェ けやき
福山市松永町６０３番地１８
どさん子松永店
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一般 第180191号 2018-05-30 2023-05-31 2018-05-30 2018-05-30
飲食店営業 一般 第180192号 2018-05-30 2023-05-31 2018-05-30 2018-05-30
飲食店営業 一般 第180194号 2018-05-31 2023-09-30 2018-05-31 2018-05-31
飲食店営業 一般 第180195号 2018-06-01 2024-05-31 2018-05-31 2006-12-06
飲食店営業 一般 第180198号 2018-06-01 2024-05-31 2018-05-31 2013-01-29
飲食店営業 一般 第180199号 2018-06-01 2024-05-31 2018-05-31 2013-05-28
飲食店営業 一般 第180200号 2018-06-01 2024-05-31 2018-05-31 2007-03-29
飲食店営業 一般 第180201号 2018-06-01 2024-05-31 2018-05-31 2001-01-24
飲食店営業 一般 第180202号 2018-06-01 2024-05-31 2018-05-31 2001-02-01
飲食店営業 一般 第180203号 2018-06-01 2024-05-31 2018-05-31 2012-12-21
飲食店営業 一般 第180204号 2018-06-01 2024-05-31 2018-05-31 2007-03-29
飲食店営業 一般 第180205号 2018-06-04 2023-09-30 2018-06-04 2018-06-04
飲食店営業 一般 第180206号 2018-06-04 2023-09-30 2018-06-04 2018-06-04
飲食店営業 一般 第180207号 2018-06-05 2023-11-30 2018-06-05 2018-06-05
飲食店営業 一般 第180210号 2018-06-05 2023-07-31 2018-06-05 2018-06-05
飲食店営業 一般 第180211号 2018-06-06 2023-10-31 2018-06-06 2018-06-06
飲食店営業 一般 第180212号 2018-06-12 2023-10-31 2018-06-12 2018-06-12
飲食店営業 一般 第180213号 2018-06-12 2023-10-31 2018-06-12 2018-06-12
飲食店営業 一般 第180214号 2018-06-12 2023-11-30 2018-06-12 2018-06-12
飲食店営業 一般 第180215号 2018-06-12 2023-09-30 2018-06-12 2018-06-12
飲食店営業 一般 第180218号 2018-07-01 2024-06-30 2018-06-13 2001-01-16
飲食店営業 一般 第180219号 2018-07-01 2024-06-30 2018-06-13 2001-02-01
飲食店営業 一般 第180220号 2018-07-01 2024-06-30 2018-06-13 2001-06-13
飲食店営業 一般 第180222号 2018-07-01 2024-06-30 2018-06-13 2013-03-29
飲食店営業 一般 第180223号 2018-07-01 2024-06-30 2018-06-13 2013-04-26

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
檀上 里織
田中 宏尚
森 優子
株式会社ヤマダデンキ
西原 君枝
橘髙 律子
ＰＵ－ＡＮ企画株式会社
宮地 俊之
サルボ両備株式会社
サルボ両備株式会社
李 娜
サルボ両備株式会社
サルボ両備株式会社
サルボ両備株式会社
サルボ両備株式会社
杉原 吉彦
村上 創造
玉置 由美

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１

営業所所在地２ 営業所名称１

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

福山市今津町四丁目１番２４号 高月ビル１階 とり屋 ちゃぼ

福山市今津町１０番地７
代表取締役

福山市柳津町二丁目３番３４号 １Ｆ
小林 辰夫 福山市明神町二丁目１５番３０号

代表取締役

福山市昭和町９番２４号
福山市神村町５１９６番地２
河田 明記 福山市内一円

アクシスサンヨー１Ｆ

福山市山手町七丁目７番４５－４号

大衆食堂 ゑびすや
Ｒｅｇａｌｏ
卑弥呼
たち花
フェリヌ．ｄｅ．ｒｉｚ
ひとり静か

松田 敏之 福山市津之郷町大字津之郷１８３番地１

山陽自動車道福山サービスエリア

代表取締役

松田 敏之 福山市津之郷町大字津之郷１８３番地１

山陽自動車道福山サービスエリア上り線

福山市入船町二丁目４番１５号

百軒堂ビルＢ棟１－５

喫茶店営業 一般 第180226号 2018-06-15 2023-06-30 2018-06-15 2018-06-15
飲食店営業 一般 第180230号 2018-06-18 2023-07-31 2018-06-18 2018-06-18

家電住まいる館福山店 カフェレスト

代表取締役

りんご

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第180224号 2018-07-01 2024-06-30 2018-06-13 2013-05-14
飲食店営業 一般 第180225号 2018-07-01 2024-06-30 2018-06-13 2013-05-21

飲食店営業 一般 第180231号 2018-06-19 2023-09-30 2018-06-19 2018-06-19
飲食店営業 一般 第180233号 2018-07-01 2024-06-30 2018-06-20 2001-02-19
飲食店営業
上り線フードコート

移動販売車 第180234号 2018-06-20 2023-11-30 2018-06-20 2018-06-20
飲食店営業 一般 第180235号 2018-07-01 2024-06-30 2018-06-20 2013-02-01
飲食店営業 一般 第180236号 2018-07-01 2024-06-30 2018-06-20 2013-03-26

飲食店営業 一般 第180238号 2018-07-01 2024-06-30 2018-06-20 2013-06-20
飲食店営業 一般 第180239号 2018-06-20 2023-09-30 2018-06-20 2018-06-20
飲食店営業 一般 第180240号 2018-07-01 2024-06-30 2018-06-20 2013-06-20
飲食店営業 一般 第180241号 2018-07-01 2024-06-30 2018-06-20 2013-06-20

代表取締役

松田 敏之 福山市津之郷町大字津之郷１８３番地１

山陽自動車道福山サービスエリア上り線

代表取締役

松田 敏之 福山市津之郷町大字津之郷１８３番地１

山陽自動車道福山サービスエリア上り線

代表取締役

松田 敏之 福山市津之郷町大字津之郷１８３番地１

山陽自動車道福山サービスエリア上り線

飲食店営業 一般 第180242号 2018-07-01 2024-06-30 2018-06-20 2013-06-20

代表取締役

松田 敏之 福山市津之郷町大字津之郷１８３番地１

山陽自動車道福山サービスエリア上り線

加工水産物販売業

福山市延広町２番８号

中屋
和食居酒屋 手結

福山市神辺町大字川南２４４番地３

カラオケ喫茶＆スナック ポケット

福山市川口町一丁目２０番１３号

一般 第180246号 2018-07-01 2024-06-30 2018-06-20 2013-06-20
飲食店営業 一般 第180247号 2018-06-20 2023-09-30 2018-06-20 2018-06-20
飲食店営業 一般 第180248号 2018-06-21 2023-11-30 2018-06-21 2018-06-21
飲食店営業 一般 第180250号 2018-06-21 2023-10-31 2018-06-21 2018-06-21
飲食店営業 一般 第180251号 2018-06-22 2023-09-30 2018-06-22 2018-06-22

株式会社ＳＫＹコーポレーション

代表取締役

上野 隆之 福山市松浜町一丁目７番１５号

ＣＬＵＢ ＡＳＰＩＳ

株式会社ボントレ
大宮 伊知郎
株式会社シンコー
日本マクドナルド株式会社
有限会社やまさきショップ
田村 多喜子
株式会社アペックス西日本
渡部 賢太
株式会社ザグザグ
株式会社ザグザグ
荻野 祐成
中尾 圭吾
中尾 圭吾
中尾 圭吾
株式会社オンリーワン
株式会社オンリーワン
株式会社オンリーワン
株式会社オンリーワン
株式会社オンリーワン
有限会社グッドラック
合同会社笑顔の食卓
社会福祉法人芙蓉の家

代表取締役

倉島 秀典 福山市箕島町５８１６番地１１０

ボントレコーヒー店ホノルルベース

代表取締役

末吉旅館
シンコーフーヅ

代表取締役

福山市本郷町３９８番地
桑原 靖 福山市本郷町２９１６番地２
日色 保 福山市津之郷町大字津之郷１９２３番地

マクドナルド福山サービスエリア店

麺類製造業 一般 第180254号 2018-07-01 2024-06-30 2018-06-22 2007-05-22
飲食店営業 一般 第180255号 2018-07-01 2024-06-30 2018-06-22 2013-03-26

代表取締役

山崎 雅司 福山市南松永町一丁目１９番３２号

まかないキッチンやまさき

そうざい製造業

福山市松永町四丁目１０番１５号 創和７ビル１階 ｍｉｎｉ
代表取締役

代表取締役
代表取締役

森 吉平 福山市引野町一丁目１番１号
福山市元町１３番２５号
福山市山手町六丁目４番７号
森 信
福山市今津町三丁目８番６０号
森 信
福山市鞆町鞆８９２番地

福山市木之庄町一丁目１８番２５号
福山市木之庄町一丁目１８番２５号

オンリーワン 木之庄店（寿司）

飲食店営業

福山市木之庄町一丁目１８番２５号

オンリーワン 木之庄店
合コンＣＬＵＢ花鳥風月
合同会社笑顔の食卓
社会福祉法人芙蓉の家

加工水産物販売業

福山市本庄町中二丁目３番１０号
福山市本庄町中二丁目３番１０号
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

下井 豊
下井 豊
下井 豊
下井 豊
下井 豊

福山市木之庄町一丁目１８番２５号
福山市木之庄町一丁目１８番２５号

取締役 金﨑 和芳 福山市入船町二丁目４番２０号
代表社員

安藤 健

一般 第180256号 2018-07-01 2024-06-30 2018-06-22 2013-04-04
飲食店営業 一般 第180259号 2018-07-01 2024-06-30 2018-06-26 2013-03-07
喫茶店営業 自動販売機 第180263号 2018-06-27 2023-07-31 2018-06-27 2018-06-27

此花食堂（ＣＣＷ）
肴家 渡部
ザグザグ山手店
ザグザグ松永店
夢ごこち
ジンジャーダイヤモンド
ジンジャーダイヤモンド
ジンジャーダイヤモンド
オンリーワン 木之庄店
オンリーワン 木之庄店
オンリーワン 木之庄店

福山市本庄町中二丁目３番１０号

代表取締役

飲食店営業 一般 第180252号 2018-06-22 2023-07-31 2018-06-22 2018-06-22
飲食店営業 一般 第180253号 2018-07-01 2024-06-30 2018-06-22 2001-02-16

福山市津之郷町大字津之郷９４２番地１

理事長 井出 和人 福山市松永町六丁目１３番３号

ソフトタウン１階西側
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飲食店営業 一般 第180264号 2018-06-28 2023-11-30 2018-06-28 2018-06-28
加工水産物販売業
加工水産物販売業

飲食店営業
菓子製造業
そうざい製造業
清涼飲料水製造業

飲食店営業
魚介類販売業

食肉販売業

飲食店営業
菓子製造業
菓子製造業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第180271号 2018-07-01 2024-06-30 2018-06-29 2013-02-28
第180272号 2018-07-01 2024-06-30 2018-06-29 2013-04-22
第180283号 2018-06-29 2023-08-31 2018-06-29 2018-06-29
第180286号 2018-07-03 2023-11-30 2018-07-03 2018-07-03
第180287号 2018-07-03 2023-11-30 2018-07-03 2018-07-03
第180288号 2018-07-03 2023-11-30 2018-07-03 2018-07-03
第180289号 2018-07-03 2023-11-30 2018-07-03 2018-07-03
第180290号 2018-07-03 2023-11-30 2018-07-03 2018-07-03
第180292号 2018-07-03 2023-11-30 2018-07-03 2018-07-03
第180293号 2018-07-03 2023-11-30 2018-07-03 2018-07-03
第180294号 2018-07-03 2023-11-30 2018-07-03 2018-07-03
第180295号 2018-07-06 2023-09-30 2018-07-06 2018-07-06
第180296号 2018-07-06 2023-12-31 2018-07-06 2018-07-06
第180297号 2018-07-06 2023-12-31 2018-07-06 2018-07-06

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
株式会社アペックス西日本
株式会社敦煌
斉藤 文昭
占部水産株式会社
松本 宏美
備南ハイフーズ株式会社
株式会社ブレインフードサービス

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１

代表取締役

森 吉平

福山市津之郷町大字津之郷１８３番地１

代表取締役

村岡 秀治 福山市南蔵王町六丁目１１番１３号

代表取締役

西日本高速 山陽自動車道
和食 鍋 しゃぶしゃぶ清水
若竹
占部水産株式会社
創作酒膳 ふぅ

福山市内一円
福山市一文字町２０番１６号
福山市引野町一丁目１４番３０号 Ａ１０１

代表取締役
代表取締役

中根 稔文
宮田 浩靖
宮田 浩靖
特定非営利活動法人りべらる 理事
代表取締役
株式会社ハローズ
代表取締役
ファースト食品株式会社
株式会社シンクライズマーケティング

代表取締役

株式会社シンクライズマーケティング

代表取締役

株式会社シンクライズマーケティング

代表取締役

株式会社セブン－イレブン・ジャパン

代表取締役

株式会社セブン－イレブン・ジャパン

代表取締役

ＡＤＨＩＫＡＲＩ ＹＡＭ ＢＡＨＡＤＵＲ

近藤 有加
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
窪田 雪峰
岡林 田鶴美
窪田 千歳
株式会社イタリアントマト
児玉 達史
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
ダイレックス株式会社
池田糖化工業株式会社
池田糖化工業株式会社
池田糖化工業株式会社
池田糖化工業株式会社
池田糖化工業株式会社
永月 愛之介
田中 裕樹
社会福祉法人芙蓉の家
田中 ウイニーペラヒオ
Ｆ－ｃｒｅｗ株式会社
髙島 多津枝

占部 修

営業所所在地２ 営業所名称１

代表取締役
代表取締役

代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

小澤 信宏 福山市神辺町大字新道上１０番地２６ フジグラン神辺１Ｆ イタリアン・トマト カフェジュニア

佐藤 利行 福山市引野町三丁目３５番１１号
佐藤 利行 福山市引野町三丁目３５番１１号
多田 高志 福山市明神町一丁目７番２７号
池田
池田
池田
池田
池田

直之
直之
直之
直之
直之

福山市箕沖町９７番地
福山市箕沖町９７番地
福山市箕沖町９７番地
福山市箕沖町９５番地
福山市箕沖町９５番地
福山市内一円
福山市松永町五丁目７番５号
福山市松浜町一丁目４番６号

立花ビル１０１号室

ユニオン第９ビル１階

一般 第180309号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-09 2013-02-14
飲食店営業 一般 第180310号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-09 2013-05-13
一般 第180312号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-09 2001-02-07
飲食店営業 一般 第180313号 2018-07-09 2023-07-31 2018-07-09 2018-07-09
飲食店営業 一般 第180315号 2018-07-09 2023-12-31 2018-07-09 2018-07-09

加工水産物の製造業

飲食店営業 一般 第180316号 2018-07-10 2023-09-30 2018-07-10 2018-07-10
飲食店営業 一般 第180317号 2018-07-10 2023-09-30 2018-07-10 2018-07-10
飲食店営業

移動販売車 第180318号 2018-07-10 2023-11-30 2018-07-10 2018-07-10
菓子製造業 一般 第180321号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-10 2007-03-12

一般 第180322号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-10 2013-03-28
飲食店営業 一般 第180323号 2018-07-10 2023-07-31 2018-07-10 2018-07-10

そうざい製造業

魚介類販売業
そうざい製造業

飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業
喫茶店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
フジグラン神辺店

飲食店営業

加工水産物販売業

池田糖化工業株式会社 箕島工場Ｅ２棟１階 ドラムドライヤー

菓子製造業
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初回許可年月日 当初許可年月日

第180298号 2018-07-06 2023-12-31 2018-07-06 2018-07-06

食品の冷凍又は冷蔵業

カフェ コダマ
株式会社ハローズ東福山店
株式会社ハローズ東福山店
ダイレックス明神店

池田糖化工業株式会社
池田糖化工業株式会社
第三十三豊永丸
かき氷 ｔｅｔｅ
社会福祉法人芙蓉の家
ＫＡＬＥＳＡ
やきにく 孫悟空
カラオケたか子

自動販売機

飲食店営業 一般 第180304号 2018-07-06 2023-07-31 2018-07-06 2018-07-06
飲食店営業 移動販売車 第180307号 2018-08-01 2023-07-31 2018-07-09 1998-03-06

飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業

池田糖化工業株式会社 箕島工場Ｅ２棟１階 ドラムドライヤー 添加物製造業

広川 永哲 福山市東深津町三丁目３番２９号
福山市引野町北四丁目１６番１７号

喫茶店営業

池田糖化工業株式会社 箕島工場Ｅ２棟１階 ドラムドライヤー 乳製品製造業

理事長 井出 和人 福山市松永町六丁目１３番３号
代表取締役

広島福山蔵王店

備南ハイフーズ株式会社第１工場
足立 永 福山市曙町二丁目１７番１２号
鈴木 仁 福山市明神町二丁目１７番２２号
情熱食堂 明神町店
福山市柳津町一丁目４番４号 コーポ村上１０２ すずめクラブ
福山市住吉町３番３２号
立樹
福山市住吉町３番３２号
おむすびや立樹
森鳰 真嗣 福山市内一円
Ｓｏｒａ
佐藤 利行 福山市南蔵王町六丁目２６番７号
株式会社ハローズ 引野店
門田 和子 福山市引野町一丁目１番１号 福山地方卸売市場内 ファースト食品株式会社
内田 弘人 福山市南手城町四丁目１２番９号
旬菜わくわく市場本店
内田 弘人 福山市南手城町四丁目１２番９号
旬菜わくわく市場本店
内田 弘人 福山市南手城町四丁目１２番９号
旬菜わくわく市場本店
古屋 一樹 福山市曙町四丁目１番１号
セブン－イレブン福山曙町店
古屋 一樹 福山市曙町四丁目１番１号
セブン－イレブン福山曙町店
福山市大門町大門３３４９番地５０
マ・デビ
福山市松浜町一丁目２番１８号 ほっと館２－Ｃ ＰＡＲＩＳ
佐藤 利行 福山市沼隈町大字草深１９８１番地１
株式会社ハローズ沼南店
佐藤 利行 福山市沼隈町大字草深１９８１番地１
株式会社ハローズ沼南店
福山市松永町四丁目９番１５号
中華料理 蓮華亭
福山市青葉台一丁目９番２０号
Ｔａｚｕｍｉｙａ
福山市新市町大字新市７７５番地１５
ちいちゃん ち

福山市新涯町一丁目３０番１号
代表取締役

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日
福山ＳＡ上り（ＳＨＤ）カップ機

箕島工場ＡＡ棟１階

乳製品製造業

箕島工場ＡＡ棟２階ＦＦ室

乳製品製造業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第180324号 2018-07-10 2023-07-31 2018-07-10 2018-07-10
第180325号 2018-07-10 2023-07-31 2018-07-10 2018-07-10
第180326号 2018-07-11 2023-07-31 2018-07-11 2018-07-11
第180330号 2018-07-11 2023-07-31 2018-07-11 2018-07-11
第180331号 2018-07-12 2023-07-31 2018-07-12 2018-07-12
第180333号 2018-07-12 2023-09-30 2018-07-12 2018-07-12
第180335号 2018-07-13 2023-08-31 2018-07-13 2018-07-13
第180336号 2018-07-13 2023-08-31 2018-07-13 2018-07-13
第180337号 2018-07-13 2023-12-31 2018-07-13 2018-07-13
第180338号 2018-07-17 2023-07-31 2018-07-17 2018-07-17
第180339号 2018-07-17 2023-10-31 2018-07-17 2018-07-17
第180340号 2018-07-17 2023-10-31 2018-07-17 2018-07-17
第180341号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-17 2007-02-01
第180343号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-17 2013-04-24
第180344号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-17 2013-04-24
第180349号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-17 2013-07-03
第180350号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-17 2007-02-27
第180351号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-17 2007-02-27
第180352号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-17 2007-02-27
第180353号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-17 2007-03-23
第180354号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-17 2007-03-23

第180355号 2018-07-18 2023-08-31 2018-07-18 2018-07-18
飲食店営業 一般 第180356号 2018-07-18 2023-12-31 2018-07-18 2018-07-18

魚介類販売業

移動販売車

一般 第180357号 2018-07-18 2023-12-31 2018-07-18 2018-07-18
飲食店営業 一般 第180358号 2018-07-20 2023-09-30 2018-07-20 2018-07-20
飲食店営業 一般 第180360号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-23 2001-05-24

加工水産物の製造業

飲食店営業 一般 第180362号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-23 2001-03-07

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
因島青果株式会社
川辺 幸雄
福山栄養給食株式会社
因島青果株式会社
折尾 朋也
有限会社リカーズアオヤマ
ユウベル株式会社
株式会社あじかん
有限会社リカーズアオヤマ
髙橋 公一郎
梶原 英志
菅原 邦洋
菅原 邦洋
藤田 順子
株式会社Ａ．Ｔ．Ｓ
株式会社Ａ．Ｔ．Ｓ
株式会社グラットン
株式会社グラットン
神原 芳則
神原 芳則

営業所所在地１

営業所所在地２ 営業所名称１

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

申請者＿代表者

代表取締役

新藤 元紀 福山市東深津町一丁目２３番３４号

代表取締役

代表取締役

廣中 信次 福山市引野町南一丁目１６番１号
新藤 元紀 福山市西新涯町一丁目１９番１０号
福山市春日町一丁目６番４３号
弓井 誠 福山市手城町三丁目１４番８号
上田 堅司 福山市新涯町一丁目４１番８号

平安祭典家族親族葬ホール福山

飲食店営業 一般 第180379号 2018-07-23 2023-07-31 2018-07-23 2018-07-23

代表取締役

足利 直純 福山市引野町五丁目１８番１２号

株式会社あじかん福山営業所

加工水産物販売業

代表取締役

弓井 誠

福山市手城町三丁目１４番８号

セブン－イレブン福山手城町３丁目店

加工水産物販売業

福山市春日町三丁目２番７号
福山市春日台１番１１号

お好み焼きたかちゃん
英

飲食店営業

福山市東深津町三丁目３番２１号

セブン－イレブン 福山東深津３丁目店

飲食店営業

福山市東深津町三丁目３番２１号

セブン－イレブン 福山東深津３丁目店

加工水産物販売業

福山市西新涯町二丁目１番１４号

飲食店営業
加工水産物販売業

福山市春日町六丁目１番２号
福山市春日町六丁目１番２号

喫茶 ちゃっぷりん
株式会社Ａ．Ｔ．Ｓ
株式会社Ａ．Ｔ．Ｓ
食辛房 春日店
食辛房 春日店

福山市東手城町三丁目３３番２２号

セブン－イレブン福山東手城３丁目店

飲食店営業

福山市東手城町三丁目３３番２２号

セブン－イレブン福山東手城３丁目店

加工水産物販売業

海鮮寿司居酒屋 小海老
やぐら
ＪＦＥディマーネ福山壱番館

福山市新涯町一丁目４１番１９号
代表取締役

代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

三谷
三谷
徳永
徳永

智子
智子
孝進
孝進

海鮮寿司居酒屋すだちや西新涯店

焼鳥ジロー
セブン－イレブン福山手城町３丁目店

福山市明神町一丁目４番２９号
福山市明神町一丁目４番２９号

飲食店営業 一般 第180367号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-23 2001-05-22
飲食店営業 一般 第180368号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-23 2001-07-04
飲食店営業 一般 第180369号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-23 2007-03-01
飲食店営業 一般 第180370号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-23 2007-05-17
飲食店営業 一般 第180373号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-23 2013-02-13
飲食店営業 一般 第180374号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-23 2013-05-29

飲食店営業

魚介類販売業

飲食店営業
加工水産物販売業

有限会社エッグセンターヤマテ

代表取締役

山手 喜夫 福山市明神町一丁目１１番７号

有限会社エッグセンターヤマテ

そうざい製造業

株式会社全国チェーン竜鳳
株式会社ピートラボ
ケイワイ油脂製薬株式会社
株式会社夢つむぎ
株式会社ふぉれすと

代表取締役

鈴木 明治 福山市内一円
岡本 正志 福山市明神町一丁目５番３１号
山口 浩市 福山市春日町六丁目２７番２号

やきとり竜鳳 宇都宮８８０あ１６１９

飲食店営業

代表取締役

小田 佳

福山市神辺町大字新湯野５４番地５

総合福祉施設いぶき いぶき庵

代表取締役

石井 宣行 福山市三吉町五丁目３番５号

株式会社ホスピタルレストランサービス

代表取締役

島﨑 英基 福山市蔵王町五丁目２３番１号

株式会社ホスピタルレストランサービス

代表取締役

島﨑 英基 福山市蔵王町五丁目２３番１号

株式会社ホスピタルレストランサービス

代表取締役

島﨑 英基 福山市蔵王町五丁目２３番１号

あいる三吉
福山市民病院内 食堂喫茶
ローソン福山市民病院店
ローソン福山市民病院店
茂助
長崎飯店
お好み焼 紅葉
カラオケ喫茶アール２
福山通運株式会社福山支店
丸亀製麺 福山新涯店
蔵王温泉 ゴルフガーデンＺ

茂浦口 浩三
上野 勝幸
西原 明治
薮崎 信之
株式会社アペックス西日本
株式会社丸亀製麺
株式会社アペックス西日本
岡田 憲司
株式会社リンダ
株式会社梅の花ｐｌｕｓ
株式会社梅の花ｐｌｕｓ
株式会社梅の花ｐｌｕｓ

初回許可年月日 当初許可年月日

申請者＿役職名

代表取締役
代表取締役

レモラキッチン
日本一富士山

福山市南蔵王町五丁目３番１０号
福山市引野町北四丁目１６番４号
福山市東深津町一丁目９番４０号

福山市青葉台一丁目１３番２６号

代表取締役

森 吉平 福山市東深津町四丁目２０番１号
山口 寛 福山市新涯町一丁目２５番４１号
森 吉平 福山市蔵王町１６２番地１

代表取締役

難波 早苗 福山市東手城町一丁目３番１２号

代表取締役

鬼塚 崇裕 福山市明神町二丁目１５番５２号

代表取締役

鬼塚 崇裕 福山市明神町二丁目１５番５２号

代表取締役

鬼塚 崇裕 福山市明神町二丁目１５番５２号

代表取締役
代表取締役

福山市西深津町二丁目１番２１号

バゲットカンパニー グラマーペイン
東手城ヘルスケアモール内

カフェリンダ フェリーチェ
おしとり福山
おしとり福山
おしとり福山
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一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第180381号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-23 2001-06-11
第180382号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-23 2013-05-29
第180383号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-25 2001-03-07
第180384号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-25 2001-03-07
第180385号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-25 2001-06-27
第180389号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-25 2001-06-27
第180390号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-25 2007-05-01
第180391号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-25 2013-07-05
第180392号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-25 2013-07-05
第180393号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-25 2013-07-26
第180394号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-25 2013-07-26
第180395号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-25 2013-02-15
第180399号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-25 2013-02-15
第180400号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-25 2013-05-01

第180401号 2018-07-26 2023-11-30 2018-07-26 2018-07-26
菓子製造業 一般 第180402号 2018-07-30 2023-07-31 2018-07-30 2018-07-30
飲食店営業 一般 第180403号 2018-07-30 2023-07-31 2018-07-30 2018-07-30
移動販売車

飲食店営業 一般 第180404号 2018-07-30 2023-10-31 2018-07-30 2018-07-30
飲食店営業 一般 第180405号 2018-07-30 2023-11-30 2018-07-30 2018-07-30
飲食店営業 一般 第180406号 2018-07-30 2023-07-31 2018-07-30 2018-07-30
飲食店営業 一般 第180407号 2018-07-30 2023-07-31 2018-07-30 2018-07-30

一般 第180411号 2018-07-30 2023-07-31 2018-07-30 2018-07-30
飲食店営業 一般 第180412号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-31 2001-05-18
飲食店営業 一般 第180413号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-31 2007-04-06

加工水産物販売業

飲食店営業 一般 第180414号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-31 2007-06-13
飲食店営業 一般 第180415号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-31 2007-07-18
喫茶店営業

自動販売機 第180417号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-31 2001-07-30
飲食店営業 一般 第180418号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-31 2013-04-19
喫茶店営業 自動販売機 第180419号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-31 2013-05-09

菓子製造業 一般 第180421号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-31 2001-07-04
飲食店営業 一般 第180422号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-31 2013-02-05
飲食店営業 一般 第180423号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-31 2013-02-27
飲食店営業 一般 第180424号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-31 2013-02-27
加工水産物販売業

一般

第180428号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-31 2013-02-27

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
株式会社ブルーメイト
木村 繁昌
木村 繁昌
日本畜産株式会社
日本畜産株式会社
日本畜産株式会社
下山 大輔
藤川 渉一
十河 小夜美
坂田 光弘
坂田 光弘
髙橋 正光
真砂 祐子
鄭 立偉
野崎 真司

営業所所在地１

申請者＿役職名

申請者＿代表者

代表取締役

吉川 一之 福山市曙町三丁目１８番２０号

営業所所在地２ 営業所名称１
ハンプティーダンプティー福山曙店

福山市新涯町四丁目１番３号 ローズ＆ピア内 ＲＯＳＥ
福山市新涯町四丁目１番３号 ローズ＆ピア内 Ｐｉａ
代表取締役 小林 茂之 福山市引野町６５４番地１２２
日本畜産株式会社引野工場
代表取締役 小林 茂之 福山市引野町６５４番地１２２
日本畜産株式会社引野工場
代表取締役 小林 茂之 福山市引野町６５４番地１２２
日本畜産株式会社引野工場
福山市南蔵王町四丁目３番４６号
味呑処 たすき
福山市春日町六丁目６番２２号
１０００馬力 春日店
福山市伊勢丘七丁目３６番６号
虎白
福山市春日町六丁目１番１３号
ダイレックス福山春日店
福山市春日町六丁目１番１３号
ダイレックス福山春日店
福山市南蔵王町三丁目８番３９号 星野コーポ１０３号 フレンチキッチン ル・それいゆ
福山市川口町二丁目２２番１８号 シティインミムラ２F カラオケ こりん
福山市多治米町六丁目１番２７号
中華料理哈尓濱食堂
福山市南蔵王町三丁目９番４号
焼鳥 生丸
株式会社梅の花サービス西日本 代表取締役 村山 芳勝 福山市明神町二丁目１５番５１号
梅の花 福山店
代表取締役 野田 祐一 福山市春日台１番２３号
ワイビー株式会社
ピザロイヤルハット福山東店
代表取締役 沼本 春美 福山市大門町六丁目２０番１１－１号
有限会社神和産業
あるがまま
福山市春日町七丁目１０番１８号 サクセスライフ１０２ 花梨
武田 直美
福山市春日町七丁目５番２３号
福島 一
鯛うどん本店
代表取締役 宮地 一文 福山市曙町四丁目５番１１号
株式会社佑善
株式会社佑善 曙工場 １Ｆ
代表取締役 宮地 一文 福山市曙町四丁目５番１１号２Ｆ
株式会社宮地
株式会社宮地 曙工場
福山市神辺町字十九軒屋２番地４
藤井 勝成
かつなり
代表取締役 髙橋 和典 福山市神辺町大字新徳田３３番地
プラスエッジ株式会社
創刻 Ｄｉｎｉｎｇ ごえん
代表取締役 岡田 佳明 福山市延広町７番１０号
ＴＯＹＯＴＡ館１０１ ＭＵＧＥＮ
株式会社夢限大
福山市加茂町字上加茂２３９番地１
山根 徹則
ローソン福山上加茂店
福山市加茂町字上加茂２３９番地１
山根 徹則
ローソン福山上加茂店
岡崎 英樹
福山市内一円
岡崎鮮魚
社会福祉法人「ゼノ」少年牧場 理事長 寳子丸 周吾 福山市沼隈町大字草深２５７９番地１， ２５８０番地１ ゆめの木・わかば
中村 循
福山市内海町ロ２４０７番地
中村屋
ツネイシチャレンジド株式会社 代表取締役 岡本 浩明 福山市沼隈町大字草深２０１１番地１ ニチエ－沼南店駐車場内 スワンベ－カリ－沼隈店
ツネイシチャレンジド株式会社 代表取締役 岡本 浩明 福山市沼隈町大字草深２０１１番地１ ニチエ－沼南店駐車場内 スワンベ－カリ－沼隈店
三阪 敏照
福山市走島町４３１番地１
三阪 敏照
福山市沼隈町大字下山南７５６番地
岡田 義行
岡田義行
代表取締役 佐藤 光正 福山市元町１３番３号
有限会社空
９５ＢＬＤＧ２Ｆ 串カツ田中福山店
福山市松浜町一丁目１０番８号 まつはまパーク２Ｆ Ｅ号 Ｆｉｎｋａ
矢野 正純
代表取締役 王 亮
福山市松永町四丁目１０番２２号
世紀グループ株式会社
アジア物産
福山市駅家町大字近田４６１番地 Ｄ
平川 典子
平かわ
代表取締役 藤田 信明 福山市沼隈町大字能登原２４９３番地２２
有限会社岩船水産
有限会社岩船水産
代表取締役 佐藤 敏昭 福山市胡町３番１０号
有限会社ずっけろさぁれ
ずっけろさぁれ
有限会社ＴＭ・クロックワーク 代表取締役 村上 正高 福山市鞆町鞆６２９番地
汀邸 遠音近音
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営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第180430号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-31 2007-07-17
喫茶店営業 一般 第180431号 2018-08-01 2023-07-31 2018-07-31 2008-04-10
喫茶店営業 一般 第180432号 2018-08-01 2023-07-31 2018-07-31 2008-04-10
食肉処理業 一般 第180433号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-31 2007-05-01
食肉製品製造業

ソース類製造業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
魚介類販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
そうざい製造業
食品の冷凍又は冷蔵業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第180434号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-31 2007-05-22
第180435号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-31 2007-05-22
第180436号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-31 2013-03-27
第180437号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-31 2013-04-09
第180439号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-31 2013-06-07
第180440号 2018-07-31 2023-07-31 2018-07-31 2018-07-31
第180441号 2018-07-31 2023-07-31 2018-07-31 2018-07-31
第180442号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-31 2001-03-28
第180449号 2018-07-31 2023-09-30 2018-07-31 2018-07-31
第180450号 2018-07-31 2023-09-30 2018-07-31 2018-07-31
第180451号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-31 2013-02-15
第180452号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-31 2013-02-27
第180453号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-31 2007-02-23
第180454号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-31 2013-07-05
第180455号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-31 2013-02-01
第180457号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-31 2013-06-26
第180458号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-31 2013-02-08
第180459号 2018-08-01 2024-07-31 2018-07-31 2013-03-14
第180460号 2018-08-01 2023-10-31 2018-08-01 2018-08-01
第180461号 2018-08-01 2023-10-31 2018-08-01 2018-08-01
第180463号 2018-08-03 2023-11-30 2018-08-03 2018-08-03
第180465号 2018-08-06 2023-10-31 2018-08-06 2018-08-06
第180469号 2018-08-06 2023-10-31 2018-08-06 2018-08-06

第180472号 2018-09-01 2024-08-31 2018-08-07 2007-04-25
飲食店営業 一般 第180473号 2018-09-01 2024-08-31 2018-08-07 2013-03-22
飲食店営業 一般 第180474号 2018-09-01 2024-08-31 2018-08-07 2013-03-28

魚介類販売業

移動販売車

飲食店営業 一般 第180475号 2018-09-01 2024-08-31 2018-08-07 2013-07-29
菓子製造業 一般 第180476号 2018-09-01 2024-08-31 2018-08-07 2013-07-29
加工水産物の製造業

魚介類販売業

飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
加工水産物の製造業

飲食店営業
飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第180478号 2018-09-01 2024-08-31 2018-08-07 2013-07-12
第180479号 2018-09-01 2024-08-31 2018-08-08 2013-03-05
第180485号 2018-08-08 2023-11-30 2018-08-08 2018-08-08
第180486号 2018-08-09 2023-09-30 2018-08-09 2018-08-09
第180489号 2018-08-09 2023-12-31 2018-08-09 2018-08-09
第180490号 2018-08-09 2023-10-31 2018-08-09 2018-08-09
第180491号 2018-09-01 2024-08-31 2018-08-13 2013-05-28
第180492号 2018-08-13 2023-11-30 2018-08-13 2018-08-13
第180493号 2018-09-01 2024-08-31 2018-08-13 2013-06-24

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
鳥越 拓
株式会社福の山印
桒田 健吾
永柄 智幸
井上 淳
大内 雅博
大内 雅博

申請者＿役職名

代表取締役

株式会社トップオブザワールド

代表取締役

下花商事株式会社
下花商事株式会社
合同会社ＲＩＳＩＮＧ
胡子 敬志
佐藤 美和
里村 あゆみ
佐藤 大悟
有限会社満麺カンパニー
有限会社魚壱
有限会社魚壱
株式会社広鉄二葉サービス
占部 将
有限会社魚壱
有限会社タートル
有限会社タートル
有限会社神田製菓所
ニュースイ商事株式会社
田丸 昭博
徳永製菓株式会社
合同会社ファインド
渡邉 浩一
渡邉 浩一
有限会社シンコーグループ
加塩 陽子
株式会社アミダ企画
石見 文秋
株式会社ジョリーパスタ
株式会社ファイブワン
土屋 陽子
石内 貢治
株式会社マロンドール
川本 加奈恵
アイデル合同会社

代表取締役
代表取締役

代表社員

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役

代表社員

代表取締役

代表取締役

代表取締役
代表取締役

代表取締役

代表社員

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日 初回許可年月日
営業所所在地２ 営業所名称１
営業所所在地１
飲食店営業 一般 第180494号 2018-08-14 2023-09-30 2018-08-14 2018-08-14
福山市松浜町一丁目７番９号 マリンタワービル５ １Ｆ ＣＬＵＢ 楼蘭
そうざい製造業 一般 第180495号 2018-08-14 2024-01-31 2018-08-14 2018-08-14
入江 静樹 福山市曙町三丁目２番４３号
鉄板焼 わっしょい
福山市松浜町一丁目１０番８号 松浜パーク２Ｆ－Ｅ Ｂａｒ Ｆｉｎｋａ
飲食店営業 一般 第180496号 2018-08-17 2023-09-30 2018-08-17 2018-08-17
飲食店営業 一般 第180497号 2018-08-17 2023-11-30 2018-08-17 2018-08-17
福山市元町１２番４号４Ｆ
ＪＩＧＧＥＲ ＢＡＲ 明治館
福山市松浜町一丁目９番２８号 中山第３ビル１Ｆ ガールズバー クロエ
飲食店営業 一般 第180498号 2018-08-20 2023-09-30 2018-08-20 2018-08-20
セブン－イレブン福山昭和町店
飲食店営業 一般 第180499号 2018-08-20 2023-09-30 2018-08-20 2018-08-20
福山市昭和町２番５号
加工水産物販売業 一般 第180503号 2018-08-20 2023-09-30 2018-08-20 2018-08-20
セブン－イレブン福山昭和町店
福山市昭和町２番５号
珈琲所 コメダ珈琲店 福山松永店
狩野 牧人 福山市高西町二丁目２番３８号
飲食店営業 一般 第180508号 2018-08-23 2023-12-31 2018-08-23 2018-08-23
下花 健男 福山市赤坂町大字赤坂１２７６番地１０
飲食店営業 一般 第180509号 2018-08-23 2023-12-31 2018-08-23 2018-08-23
ファミリーマート福山赤坂店
加工水産物販売業 一般 第180513号 2018-08-23 2023-12-31 2018-08-23 2018-08-23
下花 健男 福山市赤坂町大字赤坂１２７６番地１０
ファミリーマート福山赤坂店
長谷川 敏彦 福山市松浜町一丁目７番６号 マリンタワー１階１０１ ＣＬＵＢ ＲＥＧＡＬＩＡ
飲食店営業 一般 第180514号 2018-08-23 2023-09-30 2018-08-23 2018-08-23
飲食店営業 一般 第180515号 2018-08-23 2023-09-30 2018-08-23 2018-08-23
福山市松浜町一丁目７番７号 マリンタワー２ １０１号室 Ｅｓｐｏｉｒ
飲食店営業 移動販売車 第180516号 2018-08-23 2023-12-31 2018-08-23 2018-08-23
福山市内一円
ＫＭ ｃａｆｅ
飲食店営業 一般 第180518号 2018-08-24 2023-09-30 2018-08-24 2018-08-24
福山市昭和町７番５号
イケダビル２Ｆ Ａｉｒｙ
福山市沼隈町大字能登原２５４３番地
飲食店営業 一般 第180519号 2018-09-01 2024-08-31 2018-08-28 2013-03-29
山ふく
飲食店営業 移動販売車 第180534号 2018-10-01 2023-09-30 2018-08-30 2013-09-05
後藤 尚通 福山市内一円
満麺亭
魚介類販売業 一般 第180536号 2018-09-01 2024-08-31 2018-08-30 2013-03-01
藤原 章敬 福山市鞆町鞆１７５番地８
有限会社魚壱
そうざい製造業 一般 第180537号 2018-09-01 2024-08-31 2018-08-30 2013-03-06
藤原 章敬 福山市鞆町鞆１７５番地８
有限会社魚壱
飲食店営業 一般 第180538号 2018-09-01 2024-08-31 2018-08-30 2013-04-23
濵谷 英樹 福山市沼隈町大字中山南１３８７番地
まり高齢者複合施設 山南
飲食店営業 一般 第180539号 2018-08-30 2022-07-31 2018-08-30 2018-08-30
福山市箕島町６５１８番地
ローソン福山箕島町店
加工水産物の製造業 一般 第180540号 2018-09-01 2024-08-31 2018-08-30 2013-03-01
藤原 章敬 福山市鞆町鞆１７５番地８
有限会社魚壱
飲食店営業 一般 第180541号 2018-08-30 2023-11-30 2018-08-30 2018-08-30
山本 泰弘 福山市三吉町南一丁目７番３７号
タートル
菓子製造業 一般 第180542号 2018-08-30 2023-11-30 2018-08-30 2018-08-30
山本 泰弘 福山市三吉町南一丁目７番３７号
タートル
神田 雅志 福山市道三町２番６号
飲食店営業 一般 第180543号 2018-08-31 2023-09-30 2018-08-31 2018-08-31
杵福かんだ
飲食店営業 一般 第180544号 2018-08-31 2023-11-30 2018-08-31 2018-08-31
桑田 雄 福山市三之丸町３番１号
１Ｆ，２Ｆ
焼肉ジャーニー
飲食店営業 一般 第180545号 2018-09-01 2024-08-31 2018-08-31 2013-04-05
福山市水呑町３３８６番地１
居酒屋・田
菓子製造業 一般 第180547号 2018-09-03 2024-01-31 2018-09-03 2018-09-03
上迫 豊 福山市大門町四丁目１９番５号
徳永製菓株式会社
金廣 慶太 福山市松浜町一丁目６番６号 サンクスビル２Ｆ エル グランデ
飲食店営業 一般 第180548号 2018-09-04 2023-09-30 2018-09-04 2018-09-04
そうざい製造業 一般 第180554号 2018-09-05 2023-09-30 2018-09-05 2018-09-05
福山市東川口町四丁目１番２５号
文屋
加工水産物の製造業 一般 第180555号 2018-10-01 2023-09-30 2018-09-05 2013-06-25
福山市東川口町四丁目１番２５号
文屋
金﨑 和芳 福山市松浜町一丁目７番１号 シンコービル１Ｆ Ｓｈｏｗ Ｈｏｕｓｅ Ｄｒｅａｍ
飲食店営業 一般 第180556号 2018-10-01 2024-09-30 2018-09-06 2001-04-12
飲食店営業 一般 第180557号 2018-10-01 2024-09-30 2018-09-06 2007-05-02
福山市昭和町９番１８号
五番館Ｂ１Ｆ 酒房 華汐
飲食店営業 一般 第180559号 2018-10-01 2024-09-30 2018-09-06 2013-09-30
満田 浩一 福山市入船町二丁目１１番４号 第２アミダビル１Ｆ ドレミファクラブ
飲食店営業 一般 第180560号 2018-10-01 2024-09-30 2018-09-06 2001-05-30
福山市昭和町８番１１号
ＫＯビル１階 ぶんぶん
飲食店営業 一般 第180562号 2018-10-01 2024-09-30 2018-09-06 2001-08-28
堤 秀一 福山市野上町二丁目１番１号
ジョリーパスタ 野上店
岡﨑 宏一 福山市野上町二丁目１０番４０号 ３Ｆ
飲食店営業 一般 第180563号 2018-10-01 2024-09-30 2018-09-06 2007-04-19
喫茶 ５１
飲食店営業 一般 第180564号 2018-10-01 2024-09-30 2018-09-06 2007-04-20
福山市松浜町一丁目４番８号 ワイワイビル１－Ａ スナック きゃら
飲食店営業 一般 第180565号 2018-10-01 2024-09-30 2018-09-06 2001-06-28
福山市道三町３番７号
京橋食堂
徳永 行紀 福山市多治米町一丁目６番１１号
菓子製造業 一般 第180566号 2018-10-01 2024-09-30 2018-09-06 2007-08-30
株式会社マロンドール
福山市松浜町一丁目２番１８号 ほっと館２－Ｇ エグゼクティブ
飲食店営業 一般 第180568号 2018-09-07 2023-09-30 2018-09-07 2018-09-07
飲食店営業 一般 第180569号 2018-09-10 2023-09-30 2018-09-10 2018-09-10
勝又 楓 福山市松浜町一丁目１番１２号 ゴールドパレス１Ｆ リオン

申請者＿代表者
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当初許可年月日

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
藤田 裕
株式会社モラブス
株式会社モラブス
有限会社十八番

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１

営業所所在地２ 営業所名称１

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

初回許可年月日 当初許可年月日

福山市駅家町大字倉光３０３番地１

大阪塩系ラーメン しおゑもん福山駅家店

代表取締役

濱田 展宏 福山市三吉町五丁目１番５号

ファミリーマート ＴＳＵＴＡＹＡ三吉

飲食店営業 一般 第180571号 2018-09-11 2023-10-31 2018-09-11 2018-09-11
飲食店営業 一般 第180572号 2018-09-11 2023-11-30 2018-09-11 2018-09-11

代表取締役

濱田 展宏 福山市三吉町五丁目１番５号

ファミリーマート ＴＳＵＴＡＹＡ三吉

加工水産物販売業

代表取締役

加藤 成幸 福山市南蔵王町一丁目６番８号

一冨士フードサービス株式会社

代表取締役

大西 博史 福山市水呑町７１４１番地１

十八番 製麺所
２８０３２

一般 第180576号 2018-09-11 2023-11-30 2018-09-11 2018-09-11
麺類製造業 一般 第180578号 2018-09-11 2024-01-31 2018-09-11 2018-09-11
飲食店営業 一般 第180579号 2018-09-12 2024-02-29 2018-09-12 2018-09-12

株式会社ププレひまわり
有限会社シンコーグループ
吉田 幸弘
相馬 幸乃
塚原 章良
岡田 圭子
映クラ株式会社
有限会社勉強堂
有限会社勉強堂
湯川 貴司
湯川 貴司
中谷 将
株式会社なかやま牧場
株式会社なかやま牧場
小林 雅幸
有限会社デイズ
田辺 弘成
有限会社中国料理長城
池田 紀子
小川 林太郎
姜 冬

代表取締役

梶原 聡一 福山市三吉町五丁目１番５０号

スーパードラッグひまわり三吉北店

加工水産物販売業

福山市川口町二丁目１０番３４号

一般 第180586号 2018-09-12 2023-11-30 2018-09-12 2018-09-12
飲食店営業 一般 第180588号 2018-09-18 2023-09-30 2018-09-18 2018-09-18
飲食店営業 一般 第180589号 2018-09-18 2023-09-30 2018-09-18 2018-09-18

福山市霞町二丁目５番２号
福山市昭和町４番１８号

飲食店営業 一般 第180591号 2018-09-19 2023-09-30 2018-09-19 2018-09-19
飲食店営業 一般 第180592号 2018-10-01 2024-09-30 2018-09-21 2001-07-04

取締役 金﨑 和芳 福山市松浜町一丁目７番１号 シンコービル２階 ＬＥＧＥＮＤ ＣＬＵＢ 月世界

お食事処魚安食堂
おかず屋 ゆきの
６番館１Ｆ
小料理屋 塚原
福山市松浜町一丁目１３番４号 グリーン松浜１Ｆ フローレス
代表取締役 山西 健三 福山市川口町四丁目１３番２号
大阪王将 福山川口店
代表取締役 門田 治己 福山市川口町四丁目１２番２２号
御菓子所 勉強堂
代表取締役 門田 治己 福山市川口町四丁目１２番２２号
御菓子所 勉強堂
福山市松浜町三丁目８番４６号
ファミリーマート福山松浜町店
福山市松浜町三丁目８番４６号
ファミリーマート福山松浜町店
トライアングルビル２Ｆ タン タン
福山市元町１３番８号
代表取締役 増成 吉彦 福山市加茂町字中野２６２番地１
加茂工場
代表取締役 増成 吉彦 福山市加茂町字中野２５６番地４
ハート加茂店 寿司作業場
福山市幕山台一丁目１４番１８号
Ｋｉｔｃｈｅｎ Ｄｅｃｏ
取締役 能島 修 福山市神辺町字十九軒屋２番地４
備後府中焼き一宮 神辺店
福山市霞町二丁目７番２号
家族菜館
代表取締役 細谷 俊生 福山市川口町一丁目８番１号
中国料理 長城
サンライズビル２Ｆ－Ａ 青山
福山市昭和町２番１５号
福山市霞町一丁目５番６号 橘高ビル１Ｆ
中国料理 蓮華
ＳＡＴＯ８ビル５Ｆ－Ａ ラウンジ 友友
福山市昭和町１０番１０号
株式会社シモデンフードサービス 代表取締役 永山 雅己 福山市三之丸町３０番１号
ごまそば高田屋 さんすて福山店
福山市南蔵王町六丁目２５番３号
楠 弘暢
ＣＡＦＥ＆ＤＥＬＩ ＭＡＲＧＡＵＸ
福山市野上町三丁目１６番５３号
デイリーヤマザキ 福山野上町店
西村 正樹
渡邉 敏幸
福山市住吉町８番２９号
Ｋ＆Ｋビル１Ｆ 壱番鶏
井上 美雪
福山市昭和町６番１３号
鉄板・ごはん家 幸あかり
福山市野上町三丁目１６番５３号
デイリーヤマザキ 福山野上町店
西村 正樹
昼田 友清
福山市内一円
豆吉郎
代表取締役 小川 佳孝 福山市松永町五丁目６番８号
ローソン福山松永町五丁目店
有限会社ゆたか
代表取締役 小川 佳孝 福山市松永町五丁目６番８号
ローソン福山松永町五丁目店
有限会社ゆたか
代表取締役 大西 正剛 福山市松永町五丁目５番１２号
株式会社ＳＩＮ
牛角 松永店
代表取締役 小川 佳孝 福山市松永町五丁目６番８号
ローソン福山松永町五丁目店
有限会社ゆたか
福山市川口町四丁目２０番５号
盛谷 和美
ぶに家 盛たに 本店
千成宝ビル１Ｆ 旬彩美酒あじさい
三谷 秀樹
福山市昭和町９番１３号
メゾン丸谷２Ｆ手前 ひまわりサン
岡田 薫里
福山市南町５番１６号
福山市昭和町５番６号 タカラ１
原 みどり
ラウンジ ベリー
サンステーションテラス福山（さんすて福山）
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飲食店営業 一般 第180593号 2018-10-01 2024-09-30 2018-09-21 2007-08-23
飲食店営業 一般 第180595号 2018-10-01 2024-09-30 2018-09-21 2007-05-10
菓子製造業 一般 第180596号 2018-10-01 2024-09-30 2018-09-21 2007-09-27
喫茶店営業 一般 第180597号 2018-10-01 2024-09-30 2018-09-21 2007-09-27
飲食店営業 一般 第180598号 2018-10-01 2024-09-30 2018-09-21 2013-08-23

一般 第180602号 2018-10-01 2024-09-30 2018-09-21 2013-08-23
飲食店営業 一般 第180603号 2018-09-21 2023-11-30 2018-09-21 2018-09-21

加工水産物販売業

一般 第180605号 2018-09-21 2023-10-31 2018-09-21 2018-09-21
飲食店営業 一般 第180606号 2018-09-21 2023-10-31 2018-09-21 2018-09-21
飲食店営業 一般 第180607号 2018-09-21 2024-01-31 2018-09-21 2018-09-21

添加物製造業

飲食店営業 一般 第180608号 2018-09-21 2023-10-31 2018-09-21 2018-09-21
飲食店営業 一般 第180609号 2018-10-01 2024-09-30 2018-09-25 2001-04-27
飲食店営業 一般 第180610号 2018-10-01 2024-09-30 2018-09-25 2007-04-25
飲食店営業 一般 第180611号 2018-10-01 2024-09-30 2018-09-25 2007-07-19
飲食店営業 一般 第180612号 2018-10-01 2024-09-30 2018-09-25 2007-09-27
飲食店営業 一般 第180615号 2018-09-25 2023-09-30 2018-09-25 2018-09-25
飲食店営業 一般 第180617号 2018-09-25 2023-11-30 2018-09-25 2018-09-25
飲食店営業 一般 第180618号 2018-09-25 2024-01-31 2018-09-25 2018-09-25
飲食店営業 一般 第180619号 2018-10-01 2024-09-30 2018-09-26 2001-05-25
飲食店営業 一般 第180622号 2018-10-01 2024-09-30 2018-09-26 2013-04-10
飲食店営業 一般 第180623号 2018-10-01 2024-09-30 2018-09-26 2013-05-07
加工水産物販売業

一般

第180625号 2018-10-01 2024-09-30 2018-09-26 2001-05-25

第180626号 2018-09-26 2024-01-31 2018-09-26 2018-09-26
飲食店営業 一般 第180627号 2018-09-26 2023-12-31 2018-09-26 2018-09-26
飲食店営業 一般 第180628号 2018-09-26 2023-12-31 2018-09-26 2018-09-26

加工水産物販売業

移動販売車

飲食店営業 一般 第180632号 2018-09-26 2023-12-31 2018-09-26 2018-09-26

一般 第180633号 2018-09-26 2023-12-31 2018-09-26 2018-09-26
飲食店営業 一般 第180635号 2018-09-27 2023-09-30 2018-09-27 2018-09-27
飲食店営業 一般 第180636号 2018-09-27 2023-09-30 2018-09-27 2018-09-27

加工水産物販売業

飲食店営業 一般 第180637号 2018-10-01 2024-09-30 2018-09-27 2007-05-16
飲食店営業 一般 第180640号 2018-10-01 2024-09-30 2018-09-28 2007-08-16

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
副島 クニ
株式会社天満屋ストア
宮里 浩司
三宅 一史
三宅 一史
橋本 秀行
西川 洋子
有限会社ａｓｋｙ
岡田 みずえ
合同会社ステラグループ
頃末 康博
外林 朋子
井上 みゆき
株式会社良品計画
髙橋 広幸
今井 正哲
藤井 孝憲
髙橋 章郎
株式会社ベッセル
小川 創太郎
岡田 陽子
株式会社ププレひまわり
株式会社Ｒ，Ｒ＆Ｋ
田中 健太郎
北﨑 進
ユウベル株式会社
藤井 五月
柳本 純子
吉澤 輝彦
吉澤 輝彦
西本 好伸
砂原 英司
株式会社岩本フーズ
株式会社岩本フーズ
松井 登毛子
井上 由佳里
安藤 克洋
株式会社阿藻珍味
福山市農業協同組合
株式会社コスモス薬品
佐藤 恵子

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１
福山市沖野上町二丁目９番２２号

代表取締役

野口 重明 福山市入船町三丁目１番２５号

営業所所在地２ 営業所名称１

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

飲食店営業 一般 第180641号 2018-10-01 2024-09-30 2018-09-28 2013-08-23
天満屋ハピータウン ポートプラザ店 １Ｆフロア催事 飲食店営業 一般 第180642号 2018-10-01 2023-09-30 2018-09-28 2013-09-11

福山市松浜町一丁目９番２７号 アートイン一乗１Ｆ ｈａｎｇ－ｏｕｔ ＣＲＯＷＢＡＲ
福山市草戸町一丁目２番１２号
三宅

飲食店営業 一般 第180643号 2018-10-01 2024-09-30 2018-09-28 2013-09-30
魚介類販売業

三宅
ＥＬコレクション宮通り１Ｆ Ｈｕｓｓｙ’ｓ Ｂａｒ
福山市元町１３番１８号
福山市御門町一丁目１０番２号ローズタウン
Ｌｏｕｎｇｅ にし川
秋山 浩二 福山市霞町二丁目３番１号 高橋ビル１階 ＢＩＳＴＲＯ ＧＡＬＵＥ
福山市松浜町一丁目２番１８号 ほっと館２０４号 パルティール
今畑 吉博 福山市松浜町一丁目７番１１号 Ｚビル６階
ｃｌｕｂ ｓｔｅｌｌａ
福山市川口町一丁目２０番５号
あぶりん祭
福山市昭和町９番５号
Ｓビル１Ｆ
Ｌｏｕｎｇｅ 濱田
サンライズビル３Ｆ クォーレ
福山市昭和町２番１５号
松﨑 曉 福山市入船町三丁目１番６０号 イトーヨーカドー福山店１Ｆ 無印良品 イトーヨーカドー福山
福山市住吉町８番２８号 カーサビル１０２
パブ ギャートルズ
福山市南町１０番１６号
アレイビル１Ｆ ランダム
福山市明治町２番５号
ＫＯＫＯＮ
福山市船町１番１２号
２Ｆ
Ｌｕｓｓｏ Ｂａｒ
福山ニューキャッスルホテル（３階調理場）
澁谷 誠 福山市三之丸町８番１６号
福山市船町１番２６号
サンクビル２Ｆ ａ ｍｏｄｏ ｄｉ Ｒｕｓｃｅｌｌｏ
福山市山野町大字山野３７９６番地１
森林珈琲

加工水産物販売業

代表取締役

梶原 聡一 福山市手城町三丁目３１番１８号

スーパードラッグひまわり手城店

加工水産物販売業

代表取締役

三島 靖司 福山市東深津町二丁目７番４３号

飲食店営業

福山市草戸町一丁目２番１２号

代表取締役

代表社員

代表取締役

代表取締役

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

代表取締役

岩本 佳大 福山市神辺町字十九軒屋１１４番地１

麺屋遼太郎
炭火焼肉バル Ｂｏｓｓ Ｍｅａｔ
あび
平安祭典 福山神辺会館
ティアラ
お食事喫茶 柳本
よしざわストアー
よしざわストアー
ゲットアロング
串亭永美
焼肉酒家 肉匠 岩本

代表取締役

岩本 佳大 福山市駅家町大字万能倉１０５番地１

しゃぶしゃぶ・ぐりる Ｉｗａｍｏｔｏ

飲食店営業

御食事処 まつい
Ｃａｆｅ縁－えん－
ＳＵＩＲＥＮ＋Ｃｏｆｆｅｅ

飲食店営業

福山市南蔵王町六丁目３２番８号
福山市神辺町字道上１１３６番地４
代表取締役

上田 堅司 福山市神辺町大字新湯野２７番地６
福山市神辺町大字川南１６５３番地１Ｆ

福山市加茂町字中野１８番地７
福山市神辺町字西中条２２５０番地１
福山市神辺町字西中条２２５０番地１

福山市神辺町字東中条５２３番地２

福山市神辺町字道上６３０番地４

福山市神辺町大字川北１３１番地１
福山市加茂町大字下加茂６７番地１

福山市駅家町大字坊寺２３０番地

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業

飲食店営業

Ｒｏａｓｔｅｒ

喫茶店営業

代表取締役

粟村 元則 福山市駅家町大字倉光３０４番地１

瀬戸内馳走小魚阿も珍駅家店

飲食店営業

代表理事

佐藤 宏

ＪＡ福山市神辺アグリセンター(ふれあい市)

菓子製造業

代表取締役

横山 英昭 福山市御幸町大字中津原１７６７番地１

ドラッグコスモス御幸店
もか

加工水産物販売業

福山市神辺町大字川北１０７１番地３

福山市神辺町字道上１０番地７

初回許可年月日 当初許可年月日

なぎさ
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飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第180645号 2018-09-28 2023-09-30 2018-09-28 2018-09-28
第180646号 2018-09-28 2023-09-30 2018-09-28 2018-09-28
第180647号 2018-09-28 2023-11-30 2018-09-28 2018-09-28
第180651号 2018-10-01 2024-09-30 2018-09-28 2001-08-28
第180653号 2018-10-01 2024-09-30 2018-09-28 2007-05-09
第180654号 2018-10-01 2024-09-30 2018-09-28 2007-07-25
第180655号 2018-10-01 2024-09-30 2018-09-28 2013-04-30
第180660号 2018-10-01 2024-09-30 2018-09-28 2013-07-05
第180661号 2018-10-01 2024-09-30 2018-09-28 2013-08-02
第180662号 2018-10-01 2024-09-30 2018-09-28 2013-08-20
第180663号 2018-10-01 2024-09-30 2018-09-28 2013-07-09
第180664号 2018-10-01 2024-09-30 2018-09-28 2007-06-27
第180665号 2018-10-01 2024-09-30 2018-09-28 2013-08-14
第180666号 2018-10-01 2024-09-30 2018-09-28 2013-09-30
第180668号 2018-10-03 2023-11-30 2018-10-03 2018-10-03
第180669号 2018-10-03 2023-11-30 2018-10-03 2018-10-03
第180670号 2018-10-03 2023-11-30 2018-10-03 2018-10-03
第180676号 2018-10-04 2023-10-31 2018-10-04 2018-10-04
第180680号 2018-10-04 2024-01-31 2018-10-04 2018-10-04
第180681号 2018-10-09 2024-01-31 2018-10-09 2018-10-09
第180682号 2018-10-09 2024-01-31 2018-10-09 2018-10-09
第180683号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-09 2001-10-30
第180685号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-09 2007-08-28
第180686号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-09 2007-09-13
第180687号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-09 2007-10-19
第180689号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-09 2013-07-17
第180690号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-09 2013-07-17
第180691号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-09 2001-06-07
第180692号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-09 2001-08-24
第180693号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-09 2007-09-21
第180694号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-09 2013-06-28
第180695号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-09 2013-07-24
第180696号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-09 2013-09-05
第180697号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-09 2013-10-03
第180705号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-09 2013-10-03
第180706号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-09 2001-09-11
第180711号 2018-10-09 2023-11-30 2018-10-09 2018-10-09
第180712号 2018-10-10 2023-10-31 2018-10-10 2018-10-10

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名

申請者＿役職名

申請者＿代表者

株式会社ジェイアールサービスネット岡山

代表取締役

北條 裕介 福山市三之丸町３０番１号

さんすて福山第２－１号

株式会社ジェイアールサービスネット岡山

代表取締役

北條 裕介 福山市三之丸町３０番１号

さんすて福山第２－１号

株式会社サードプレイス

代表取締役

石井 宏和 福山市神辺町大字新道上１０番地２６

グリーンスタッフサービス株式会社

代表取締役

矢木野 雅之 福山市東深津町四丁目２０番２９号

我喜屋 信雄
株式会社ライフパス
石田 信子
山崎 敏一
波部 佳和
株式会社三和スーパー
株式会社三和スーパー
福山市農業協同組合
株式会社アペックス西日本
株式会社アペックス西日本
岩川 美保
佐藤 美鏡
岩橋 大昂
藤井 和徳
塚本 勝彦
日本マクドナルド株式会社
株式会社ハローズ
有限会社フジ
小田 敏光
三好 冨美太
株式会社すえひろ

営業所所在地１

福山市伏見町２番２号
代表取締役

米山 真和 福山市沼隈町大字草深１７１１番地３

福山市引野町６３９番地３７
福山市元町１３番１８号
福山市内一円
代表取締役
代表取締役

代表理事
代表取締役
代表取締役

営業所所在地２ 営業所名称１

生鮮館 株式会社三和スーパー

佐藤 宏 福山市神辺町字下御領２７６番地１
森 吉平 福山市神辺町大字新道上１０番地２６
森 吉平 福山市新市町大字相方１０８９番地５６
福山市船町１番２１号

ＪＡ福山市葬祭センター 御野ホール

代表取締役

佐藤 利行 福山市新市町大字戸手９３番地

代表取締役

森山 大作 福山市神辺町大字新徳田２２９番地
福山市新市町大字相方２３０３番地

代表取締役

清水 孝之 福山市三之丸町４番２０号

代表取締役

株式会社モラブス
株式会社モラブス
藤井 恵
張迫 準平
社会福祉法人一れつ会
小川 幸平
有限会社ｋａｋｏｉ－ｙａ
株式会社ＢＯＯＮ Ｆａｃｔｏｒｙ
株式会社ニチエー
株式会社ニチエー
株式会社ニチエー
西本 淳志
株式会社ニチエー
株式会社ふぉれすと
株式会社まる文

代表取締役

竹内 美夫 福山市駅家町大字万能倉８４０番地１
濱田 展宏 福山市神辺町大字新徳田３７０番地１
濱田 展宏 福山市神辺町大字新徳田３７０番地１
福山市駅家町大字近田３７５番地１

福山市神辺町字徳田７４４番地１０

理事長 小林 智久 福山市加茂町字上加茂８０５番地１
福山市駅家町大字万能倉１２４５番地１

代表取締役

杉本 薫
澤口 学

代表取締役

上野 郁夫 福山市三吉町四丁目１番８号

代表取締役

上野 郁夫 福山市三吉町四丁目１番８号

代表取締役

上野 郁夫 福山市三吉町四丁目１番８号

代表取締役

福山市昭和町４番６号
上野 郁夫 福山市三吉町四丁目１番８号

代表取締役

石井 宣行 福山市神辺町字湯野３０番地９

代表取締役

杉原 由香里 福山市高西町三丁目１４番５７号

代表取締役

加工水産物販売業

福山市駅家町大字近田１１０番地７
福山市神辺町字十九軒屋２５３番地２

ローズプラッツ２－Ｅ

菓子製造業 一般 第180724号 2018-10-15 2024-01-31 2018-10-15 2018-10-15
飲食店営業 一般 第180725号 2018-10-15 2023-11-30 2018-10-15 2018-10-15
飲食店営業

第180726号 2018-10-16 2023-11-30 2018-10-16 2018-10-16
飲食店営業 一般 第180728号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-17 2001-10-04
食肉販売業 一般 第180729号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-17 2001-10-04
移動販売車

飲食店営業 一般 第180730号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-17 2013-08-12
喫茶店営業 自動販売機 第180732号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-17 2013-05-31
自販機コーナー②

株式会社ハローズ戸手店
ファミリーフーズ
小田弘月堂
ビストロ ル レーヴ
やきとん すえひろ
備後の里まなぐら厨房
ファミリーマート ＴＳＵＴＡＹＡ 神辺店
ファミリーマート ＴＳＵＴＡＹＡ 神辺店
ＬＵＣＥ
炭火焼鳥 バド吉
ウイズ
中華そば 陽気
和み食燗かこいや
世界のマグロと北海道の魚介と寿司 さかりば
フードグラン ニチエー三吉店
フードグラン ニチエー三吉店
フードグラン ニチエー三吉店
クイーン ラウンジ
フードグラン ニチエー三吉店
ふぉれすと 静方園
香の月
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一般 第180718号 2018-10-12 2023-11-30 2018-10-12 2018-10-12
飲食店営業 一般 第180719号 2018-10-12 2023-10-31 2018-10-12 2018-10-12
飲食店営業 一般 第180720号 2018-10-12 2024-01-31 2018-10-12 2018-10-12
飲食店営業 一般 第180722号 2018-10-15 2023-11-30 2018-10-15 2018-10-15
飲食店営業 一般 第180723号 2018-10-15 2024-02-29 2018-10-15 2018-10-15

日本マクドナルド株式会社４８６万能倉店

福山市新市町大字宮内６２７番地２

株式会社ナリコマエンタープライズ

ＪＲ福山駅西店

株式会社フジ フジグラン神辺店頭入口

福山市駅家町大字万能倉６１番地１０

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第180714号 2018-10-12 2023-11-30 2018-10-12 2018-10-12

生鮮館 株式会社三和スーパー

入江株式会社 相方工場
一喜一遊
福山市松永町五丁目９番２９号
本場韓国料理 チャングム
福山市昭和町３番１号
岩橋ビル２Ｆ 酒肴 小瀬戸
福山市南蔵王町三丁目９番１８号 藤井ビル１０３号 酒肴 一和
福山市東陽台一丁目１８番２７号
Ｄｒｅａｍ５５

日色 保

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日
ＪＲ福山駅西店

大戸屋ごはん処 福山店
沖縄５８酒場
生活介護事業所ライフパス
ｐｕｒａｓａＡｄａ プラサーダ
エルコレビル１階 ひつじ
みんみん

小田 忠七 福山市新市町大字常１８１１番地１
小田 忠七 福山市新市町大字常１８１１番地１

代表取締役

代表取締役

セブン－イレブン ハート・イン
セブン－イレブン ハート・イン
マクドナルド フジグラン神辺店

喫茶店営業

自動販売機 第180733号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-17 2013-07-17
飲食店営業 一般 第180736号 2018-10-18 2023-11-30 2018-10-18 2018-10-18
飲食店営業 一般 第180737号 2018-10-18 2023-12-31 2018-10-18 2018-10-18

飲食店営業 一般 第180738号 2018-10-18 2024-03-31 2018-10-18 2018-10-18
飲食店営業 一般 第180739号 2018-10-18 2024-01-31 2018-10-18 2018-10-18
飲食店営業 一般 第180740号 2018-10-18 2024-01-31 2018-10-18 2018-10-18
飲食店営業 一般 第180741号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-18 2001-09-03
飲食店営業 一般 第180742号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-18 2001-10-09
飲食店営業 一般 第180743号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-18 2001-08-06
菓子製造業 一般 第180744号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-18 2013-10-31
飲食店営業 一般 第180745号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-18 2013-10-29
飲食店営業 一般 第180746号 2018-10-22 2023-11-30 2018-10-22 2018-10-22
飲食店営業 一般 第180747号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-24 2007-08-21
飲食店営業 一般 第180748号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-24 2013-07-17

一般 第180752号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-24 2013-07-17
飲食店営業 一般 第180754号 2018-10-24 2023-10-31 2018-10-24 2018-10-24
飲食店営業 一般 第180755号 2018-10-24 2023-10-31 2018-10-24 2018-10-24

加工水産物販売業

豆腐製造業 一般 第180756号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-26 2007-05-31
飲食店営業 一般 第180757号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-26 2013-08-06
飲食店営業 一般 第180758号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-26 2007-09-25
飲食店営業 一般 第180759号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-26 2013-07-16
飲食店営業 一般 第180760号 2018-10-29 2023-11-30 2018-10-29 2018-10-29
飲食店営業 一般 第180761号 2018-10-29 2023-11-30 2018-10-29 2018-10-29

一般 第180762号 2018-10-29 2023-11-30 2018-10-29 2018-10-29
飲食店営業 一般 第180768号 2018-10-29 2024-03-31 2018-10-29 2018-10-29

魚介類販売業

一般 第180769号 2018-10-29 2023-11-30 2018-10-29 2018-10-29
飲食店営業 一般 第180770号 2018-10-29 2023-10-31 2018-10-29 2018-10-29

加工水産物販売業

そうざい製造業

一般

第180771号 2018-10-30 2023-12-31 2018-10-30 2018-10-30

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
魚博株式会社
藤井 将海
江草 匠二
株式会社コシダカ
有限会社プチットメールダイゴ
有限会社プチットメールダイゴ
有限会社プチットメールダイゴ
藤本 久美
株式会社アリスジャパン
株式会社アリスジャパン
グリーンホスピタリティフードマネジメント株式会社

岡﨑 裕子
株式会社ヘンミ
塩飽 昌枝
エフピコ商事株式会社
妹尾 英紀
酒井 圭
金山 博道
株式会社シン・コーポレーション

宮田 浩靖
有限会社もりせん
株式会社イオンイーハート
堀 博敏
株式会社フレスタ
株式会社フレスタ
有限会社ジヤボ
有限会社もりせん
山和食品株式会社
株式会社フレスタ
株式会社フレスタ
株式会社ケアラ
土屋 裕
株式会社フューレック
米山 三喜

営業所所在地１

申請者＿役職名

申請者＿代表者

代表取締役

山口 正臣 福山市内一円

営業所所在地２ 営業所名称１

福山市駅家町大字近田４４８番地８

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

福山市内一円
腰髙 博 福山市曙町三丁目１８番３号
大村 茂 福山市神辺町字東中条４９８番地
大村 茂 福山市神辺町字東中条４９８番地
大村 茂 福山市神辺町字東中条４９８番地

アニマート
アニマート

（福山カントリークラブ内イン売店）

アニマート（福山カントリークラブ内）

スヌーピールーム

飲食店営業 一般 第180788号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-31 2007-06-07
飲食店営業 一般 第180789号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-31 2013-06-26

福山市神辺町大字川南１４３１番地１

セントラルキッチン フーディハウス

そうざい製造業

福山市神辺町大字川南１２５８番地７
菓子工房 Ｃｈｉｆｆｏｎ’ｓ ｈｏｕｓｅ
逸見 俊輔 福山市神辺町大字新道上１０番地２６ フジグラン神辺１Ｆ 無印良品 フジグラン神辺

０Ｈ３３７６広島

カラオケ＆喫茶 オアシス
モダンパック福山店
ローソン沼隈新川店
花るね
ひろちゃん

福山市新市町大字戸手４６番地１
小松 毅至 福山市引野町一丁目１２番２６号
福山市沼隈町大字草深３９５番地１
福山市南蔵王町四丁目１５番３０号

福山市内一円
代表取締役

加藤 伸司 福山市南本庄一丁目１２番２２号

代表取締役

森 宣二

代表取締役

奥野 善德 福山市三之丸町３０番１号

カラオケＢａｎＢａｎ 福山本庄店

福山市住吉町３番３２号
福山市木之庄町三丁目２番１３号
サンステーションテラス福山内

福山市伏見町４番１６号
宗兼 邦生 福山市三吉町四丁目１０番２２号
宗兼 邦生 福山市三吉町四丁目１０番２２号
福原 浩一 福山市大黒町２番５号

森 宣二

福山市三之丸町３０番１号

サンステーションテラス福山内

松本 太一 福山市三之丸町３０番１号

サンステーションテラス福山内

代表取締役

宗兼 邦生 福山市三吉町四丁目１０番２２号
宗兼 邦生 福山市三吉町四丁目１０番２２号
前田 辰吾 福山市新涯町五丁目８番３７号
福山市伊勢丘六丁目４番１５号

代表取締役

藤本 慎介 福山市伏見町４番３３号

ＦＵＪＩＭＯＴＯ ＢＬＤＧ １Ｆ

福山市駅家町大字近田２３０番地１ プラザコスモス２F

福山市東手城町四丁目４番１７号

ＫＨＡＴＲＩ ＣＨＨＡＭ ＢＡＨＡＤＵＲ

株式会社大庄
黒瀬 康平
株式会社全国チェーン竜鳳
皿海 佳子
社会福祉法人アンダンテ

代表取締役

株式会社ばらもち本舗千萬喜家

代表取締役

平 了寿

福山市伏見町１番２０号ニチホ興産ビル１階

福山市三吉町南一丁目１１番１５号
代表取締役

鈴木 明治 福山市内一円
福山市北吉津町三丁目１２番２３－１号

理事長 池田 正則 福山市三吉町南二丁目１１番２２号
越智 良子 福山市草戸町一丁目２番１０号

一般 第180790号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-31 2013-06-26
飲食店営業 一般 第180791号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-31 2013-09-10
菓子製造業 一般 第180792号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-31 2013-10-15
一般 第180794号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-31 2013-07-23
飲食店営業 一般 第180795号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-31 2013-09-19

加工水産物販売業

一般 第180796号 2018-11-06 2024-01-31 2018-11-06 2018-11-06
飲食店営業 一般 第180797号 2018-11-06 2024-02-29 2018-11-06 2018-11-06
飲食店営業 一般 第180798号 2018-11-06 2024-01-31 2018-11-06 2018-11-06

加工水産物販売業

飲食店営業

移動販売車 第180799号 2018-12-01 2023-11-30 2018-11-06 2008-06-02
飲食店営業 一般 第180800号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-06 2013-06-07

一般 第180801号 2018-11-07 2024-03-31 2018-11-07 2018-11-07
麺類製造業 一般 第180802号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-08 2001-11-27
飲食店営業 一般 第180803号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-08 2007-10-23

そうざい製造業

菓子製造業 一般 第180806号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-08 2013-10-15
飲食店営業 一般 第180807号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-09 2001-07-16

地中海料理 食 ＦＵＫＵＨＡＲＡ

飲食店営業 一般 第180808号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-09 2001-07-16
飲食店営業 一般 第180809号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-09 2001-10-30

おにぎり奉行・もりせん
たごさく・好味香

飲食店営業 一般 第180810号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-09 2007-10-23
飲食店営業 一般 第180811号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-09 2007-10-23

株式会社フレスタ 福山三吉店 惣菜

代表取締役

代表取締役

おむすびや立樹
有限会社もりせん
四六時中
富久屋製菓
株式会社フレスタ 福山三吉店 寿司

代表取締役

代表取締役

飲食店営業 一般 第180786号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-31 2007-07-19
飲食店営業 一般 第180787号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-31 2007-07-19

セントラルキッチン フーディハウス

代表取締役

代表取締役

飲食店営業 一般 第180784号 2018-10-31 2024-01-31 2018-10-31 2018-10-31
飲食店営業 一般 第180785号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-31 2007-07-19

福山市神辺町大字川南１４３１番地１

丹井 一人 福山市神辺町字道上１５８８番地２

代表取締役

初回許可年月日 当初許可年月日

第180778号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-30 2013-05-21

福山市駅家町大字倉光４５４番地１

代表取締役

代表取締役

移動販売車

飲食店営業 一般 第180779号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-30 2013-08-02
菓子製造業 移動販売車 第180780号 2018-11-01 2024-10-31 2018-10-30 2013-09-20
（福山カントリークラブアウト売店）

代表取締役

代表取締役

加工水産物販売業

カラオケまねきねこ 福山曙店

松森 茂
松森 茂

代表取締役

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

魚博株式会社
中華料理 昇龍
スパイスノート

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

株式会社フレスタ 福山三吉店

魚介類販売業

株式会社フレスタ 福山三吉店

加工水産物販売業

おうちカフェみのり
リッツ
ＡＲＥＡＩＮＮ ＦＵＳＨＩＭＩＣＨＯ ＣＡＦＥ
いざかや ＨＡＲＵ
アジア料理 ＮＡＭＡＳＴＥ
瀬戸内海庄や福山駅前店
すこやかサロン
（宇都宮８８０ あ ７４５）
やきとり竜鳳
グラン・デ・ブレ
彩プラザ

飲食店営業

株式会社ばらもち本舗千萬喜家

菓子製造業 一般 第180831号 2018-11-15 2024-03-31 2018-11-15 2018-11-15
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飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

第180812号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-09 2001-07-16
第180815号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-09 2001-07-16
第180816号 2018-11-09 2024-01-31 2018-11-09 2018-11-09
第180818号 2018-11-09 2024-01-31 2018-11-09 2018-11-09
第180819号 2018-11-09 2023-11-30 2018-11-09 2018-11-09
第180821号 2018-11-13 2024-04-30 2018-11-13 2018-11-13
第180822号 2018-11-13 2024-01-31 2018-11-13 2018-11-13
第180823号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-14 2007-06-27
第180825号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-14 2013-11-25

第180827号 2018-11-14 2023-11-30 2018-11-14 2018-11-14
菓子製造業 一般 第180828号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-14 2013-09-03
飲食店営業 一般 第180829号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-14 2013-07-09
移動販売車

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
株式会社グラットン
株式会社グラットン

営業所所在地１

申請者＿役職名

申請者＿代表者

代表取締役

徳永 孝進 福山市松浜町四丁目４番３９号

代表取締役

徳永 孝進 福山市松浜町四丁目４番３９号

代表取締役

松田 吉博 福山市宝町２番３０号

株式会社コーワＫ．Ｎカンパニー

代表取締役

株式会社ＯＮＥ
三宅 秀人
桒本 弘
林 竜平
佐々木 衛
株式会社オレンジフードコート
株式会社フューレック
山口 哲朗
星田 祐希
横井 建人

代表取締役

福山市東町一丁目５番３９号
福山市伏見町３番２１号
和田 明久 福山市伏見町２番１５号

株式会社ジェイアールサービスネット岡山

代表取締役

北條 裕介

株式会社阿藻珍味

代表取締役

粟村 元則

株式会社ジェイアールサービスネット岡山

代表取締役

北條 裕介

株式会社スリーワイ・エム・ディ

坂根 修

営業所所在地２ 営業所名称１

松川 直

福山市南本庄四丁目１０番３９号

福山市元町１３番１号２Ｆ
福山市船町７番８号西端
福山市引野町三丁目２３番１０号
代表取締役

越智 雅也 福山市三之丸町３０番１号

代表取締役

藤本 慎介 福山市伏見町４番３３号
福山市西町三丁目１２番２４号

陳 自東
株式会社グリーンハウスフーズ

代表取締役

田沼 千秋

株式会社コシダカ
有限会社エムアンドケイ
株式会社土屋本店
石井 隆成
木村 喜彦
株式会社オノ
株式会社オーエムツーミート
株式会社キャンドゥ
中宅間 公教
株式会社ＪＦＣ
上田 良宣
株式会社グラットン
株式会社Ｔ’ｓ
児玉 秀子
株式会社岡田園
エスジープラス株式会社
藤田 裕二
株式会社トロワ
中元 敏江
株式会社繁廣
笹井 正雄

代表取締役

腰髙 博

代表取締役

小林 眞理子

代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役

代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役

代表取締役

代表取締役

福山市三之丸町１４番１８号
福山市延広町６番２０号
福山市三之丸町３０番１号
福山市三之丸町３０番１号
福山市三之丸町３０番１号
福山市松永町四丁目７番６号
福山市三之丸町３０番１号
福山市元町１５番３４号
福山市三之丸町３０番１号
福山市三之丸町３０番１号
福山市住吉町３番２５号

サンステーションテラス福山内

堤ビル１Ｆ
サンステーションテラス福山内

さんすて１F
３Ｆ－５Ｆ

株式会社グラットン
株式会社グラットン
福山ターミナルホテル
炭焼屋 さわ田
四季鮮菜ほろよい
魚鮮
和食みやけ
喫茶ブラボー
春吉
ほていや本舗
ディッパーダン
福山駅前シネマモード
ｙｕｍｅｙａ
Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ
静流
あじわい処 麺
阿藻珍味 さんすて福山店
セブン・イレブン・ハートイン
牛楽屋
とんかつ新宿 さぼてん

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

一般 第180833号 2018-11-15 2024-03-31 2018-11-15 2018-11-15
飲食店営業 一般 第180834号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-16 1995-11-16
飲食店営業 一般 第180835号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-16 2007-07-12

そうざい製造業

飲食店営業 一般 第180836号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-16 2007-07-26
飲食店営業 一般 第180837号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-16 2007-09-14
飲食店営業 一般 第180838号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-16 2007-09-21
飲食店営業 一般 第180839号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-16 2007-11-16
飲食店営業 一般 第180840号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-16 2007-10-30
飲食店営業 一般 第180841号 2018-11-16 2024-01-31 2018-11-16 2018-11-16
飲食店営業 一般 第180842号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-20 2007-10-23
飲食店営業 一般 第180844号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-20 2007-11-30
Ｓｕｎｎｙ’ｓ Ｒｏｃｋ

加工水産物販売業

ＪＲ福山駅南口店 加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業

サンステーションテラス福山内
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飲食店営業 一般 第180845号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-20 2013-06-25
飲食店営業 一般 第180846号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-20 2013-09-19
飲食店営業 一般 第180847号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-20 2013-09-27
飲食店営業 一般 第180848号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-20 2013-11-28

カラオケ本舗まねきねこ福山駅前店

地酒屋アンクル
サンステーションテラス福山内 株式会社土屋本店
土屋 欣也
ローズシティ１Ｆ ０ ＢＡＲ
福山市神辺町字湯野１７９８番地１
自然食房 きむら
小野 浩 福山市内一円
３６’ｓ Ｃｒｅｐｅ
大越 勤 福山市西町一丁目１番１号 リム・ふくやま地下１Ｆ オオクボ
さんすて福山１階 １００円ショップキャンドゥ
城戸 一弥 福山市三之丸町３０番１号
福山市延広町４番１７号
まるぎゅう
村山 浩司 福山市船町１番２３号
創菜酒膳 肴蔵
福山市東桜町６番１号
カーサ・パスト
徳永 孝進 福山市延広町２番２号
５２９ ＭＥＡＴ ＢＯＸ
髙橋 徳哲 福山市延広町６番４号
Ｑｏｏ Ｑｏｏ ｃａｆｅ
福山市三吉町三丁目１０番６号
らうんじ 華麗志
岡田 隆作 福山市宝町３番９号
お茶の岡田園 宝町本店
田中 成樹 福山市駅家町大字上山守４５０番地５
Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ Ｒｅｓｏｒｔ
福山市御船町二丁目７番１７号 レインボービル７０１ Ｆ
菅原 泉 福山市延広町７番１号
ぴあっと
福山市瀬戸町大字地頭分２２３３番地１
中元ベーカリー
川上 茂 福山市瀬戸町大字長和６７３番地３
繁廣本部工場
福山市松永町四丁目２１番５－３号
夢かぐら

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第180832号 2018-11-15 2024-03-31 2018-11-15 2018-11-15

加工水産物販売業

飲食店営業
菓子製造業
飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第180850号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-20 2007-10-23
第180851号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-20 2013-11-28
第180852号 2018-11-20 2023-12-31 2018-11-20 2018-11-20
第180853号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-21 2007-10-31
第180855号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-21 2013-06-06
第180858号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-21 2007-10-23
第180859号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-21 2007-10-23
第180860号 2018-11-21 2024-03-31 2018-11-21 2018-11-21
第180863号 2018-11-22 2024-04-30 2018-11-22 2018-11-22

第180864号 2018-11-27 2023-11-30 2018-11-27 2018-11-27
食肉販売業 一般 第180866号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-27 2013-09-18
さんすて福山店

移動販売車

一般 第180869号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-27 2013-11-14
飲食店営業 一般 第180870号 2018-11-27 2023-11-30 2018-11-27 2018-11-27
飲食店営業 一般 第180871号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-27 2001-09-18

加工水産物販売業

飲食店営業 一般 第180872号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-27 2013-07-10
飲食店営業 一般 第180874号 2018-11-28 2023-11-30 2018-11-28 2018-11-28
飲食店営業 一般 第180875号 2018-11-29 2023-11-30 2018-11-29 2018-11-29
飲食店営業 一般 第180876号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-29 2007-07-05
飲食店営業 一般 第180877号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-29 2013-07-03

一般 第180880号 2018-11-29 2024-04-30 2018-11-29 2018-11-29
飲食店営業 一般 第180881号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-29 2013-06-14
飲食店営業 一般 第180882号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-29 2013-08-30

Ｃａｆｅ 駅家店 喫茶店営業

飲食店営業 一般 第180883号 2019-01-01 2024-12-31 2018-11-29 1995-11-15

一般 第180884号 2019-01-01 2024-12-31 2018-11-29 1995-11-29
飲食店営業 一般 第180885号 2019-01-01 2024-12-31 2018-11-29 2001-07-12

そうざい製造業

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名

申請者＿役職名

申請者＿代表者

株式会社すかいらーくレストランツ

代表取締役

大川原 利明 福山市松永町六丁目１０番４１－１４号

営業所所在地１

株式会社ＭＫＪ
有限会社十八番
小宮山 宏
株式会社広島丸福
株式会社広島丸福
株式会社広島丸福
株式会社サンマルクカフェ
株式会社サンマルクカフェ

代表取締役

松村 賢吾 福山市千田町三丁目１番７号

代表取締役

加藤 成幸 福山市千田町千田２９７５番地
プレステージ住吉 １Ｆ－Ｃ号
福山市住吉町８番３号
福山市西町一丁目１番１号 リム・ふくやま地下１Ｆ
福山市西町一丁目１番１号 リム・ふくやま地下１Ｆ
福山市西町一丁目１番１号 リム・ふくやま地下１Ｆ
福山市三之丸町３０番１号 サンステーションテラス福山内
福山市三之丸町３０番１号 サンステーションテラス福山内
福山市元町１３番３号
９５ビルＢ１
福山市川口町二丁目５番７号
福山市川口町二丁目５番７号
福山市川口町二丁目５番７号
福山市川口町二丁目５番７号

代表取締役

最上 賢一
最上 賢一
最上 賢一

代表取締役

下山 能生

代表取締役

下山 能生

株式会社ダイニングファクトリー

代表取締役

人見 洋二郎

株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
有限会社北斗
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
有限会社池口精肉店
井上 みどり

代表取締役

岡﨑 浩樹

代表取締役

岡﨑 浩樹

代表取締役

岡﨑 浩樹

代表取締役

岡﨑 浩樹

株式会社一心ファインダイニング

代表取締役

小西 克典 福山市昭和町３番２６号

株式会社一心ファインダイニング

代表取締役

小西 克典 福山市昭和町３番２６号

小川 尚範
池尻 三津男
池尻 三津男
吉田 光典
有限会社魚壱
有限会社魚壱
有限会社魚壱
株式会社サクセスズ
岩佐 民夫
鹿田 忠晴
梶井 篤志
梶井 篤志
株式会社阿藻珍味
株式会社成承
児玉 正和
延岡 大介
株式会社ガスエナジーヤブタ
吉野 莉沙

代表取締役
代表取締役

営業所所在地２ 営業所名称１

取締役 佐山 公明 福山市王子町二丁目１１番１８号

ガスト福山松永店
ローソン福山千田町三丁目店
十八番千田店
ＳＯＮＧＳ

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

飲食店営業 一般 第180888号 2018-11-30 2023-11-30 2018-11-30 2018-11-30
飲食店営業 一般 第180890号 2018-11-30 2024-03-31 2018-11-30 2018-11-30

株式会社広島丸福 リム福山店

飲食店営業 一般 第180891号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-30 2013-09-18

株式会社広島丸福 リム福山店

魚介類販売業

株式会社広島丸福 リム福山店

加工水産物販売業

サンマルクカフェさんすて福山店

飲食店営業

サンマルクカフェさんすて福山店

菓子製造業

九州男児
エブリイ川口店
エブリイ川口店
エブリイ川口店
エブリイ川口店
ＨＯＴＥＬ ａｇｅｈＡ 福山

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
魚介類販売業

食肉販売業
飲食店営業

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市引野町四丁目９番３０号

引野新鮮市場 ｓｉｎｓｅｎエブリイ

飲食店営業

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市引野町四丁目９番３０号

引野新鮮市場 ｓｉｎｓｅｎエブリイ

魚介類販売業

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市引野町四丁目９番３０号

引野新鮮市場 ｓｉｎｓｅｎエブリイ

食肉販売業

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市引野町四丁目９番３０号

引野新鮮市場 ｓｉｎｓｅｎエブリイ

加工水産物販売業

代表取締役

池口 章人 福山市伏見町１番１６号

池口精肉店 福山駅前店
カラオケ喫茶出逢い
いけの
いけの
Ｂａｎ′ｓ ｇｒｉｌｌ ａｎｄ ｃａｆｅ
ピアーザ
ピアーザ
らーめん まるよし
有限会社魚壱
有限会社魚壱
有限会社魚壱
ローソン福山引野町一丁目店
軽食喫茶 民
アンカー バー
ローソン福山日吉台店
ローソン福山日吉台店
小魚阿も珍松永店
讃岐きんだこ
居酒屋 どん
ライク ステーキ
ｙｏｕｒ ｎｅｉｇｈｂｏｒ
スナック 長安

飲食店営業

１，２Ｆ

福山市御幸町大字森脇４４３番地１２

福山市松永町五丁目１６番１１号
福山市沖野上町二丁目１２番２８号 エステートセラ１Ｆ
福山市沖野上町二丁目１２番２８号 エステートセラ１Ｆ

代表取締役

福山市宝町７番２６号
藤原 章敬 福山市鞆町鞆４１６番地１
藤原 章敬 福山市鞆町鞆４１６番地１
藤原 章敬 福山市鞆町鞆４１６番地１

代表取締役

作野 幸治 福山市引野町一丁目１４番２０号

代表取締役
代表取締役

福山市明神町二丁目５番３３号
福山市城見町一丁目１番１０号
福山市蔵王町五丁目１４番９号
福山市蔵王町五丁目１４番９号
代表取締役

粟村 元則 福山市松永町六丁目１番２０号

代表取締役

金原 承熙 福山市内一円

福山市松浜町一丁目６番８号
福山市東深津町一丁目２０番１１号
代表取締役

籔田 佑一 福山市引野町北一丁目１８番１４号

福山市住吉町８番２８号

カーサビル１－３号

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第180886号 2019-01-01 2024-12-31 2018-11-29 2001-10-25
飲食店営業 一般 第180887号 2018-11-30 2023-11-30 2018-11-30 2018-11-30
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飲食店営業
飲食店営業
そうざい製造業

飲食店営業
飲食店営業
そうざい製造業

飲食店営業
飲食店営業
そうざい製造業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第180892号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-30 2013-09-18
第180894号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-30 2013-09-18
第180904号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-30 2007-10-23
第180905号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-30 2007-10-23
第180906号 2018-12-01 2024-11-30 2018-11-30 2013-10-04
第180907号 2018-12-03 2024-03-31 2018-12-03 2018-12-03
第180908号 2018-12-03 2024-03-31 2018-12-03 2018-12-03
第180909号 2018-12-03 2024-03-31 2018-12-03 2018-12-03
第180910号 2018-12-03 2024-03-31 2018-12-03 2018-12-03
第180911号 2019-02-01 2025-01-31 2018-12-05 2002-01-28
第180914号 2019-02-01 2025-01-31 2018-12-05 2013-10-11
第180915号 2019-02-01 2025-01-31 2018-12-05 2013-10-11
第180917号 2019-02-01 2025-01-31 2018-12-05 2013-10-11
第180918号 2019-02-01 2025-01-31 2018-12-05 2013-10-11
第180919号 2018-12-05 2024-05-31 2018-12-05 2018-12-05
第180920号 2018-12-05 2024-05-31 2018-12-05 2018-12-05
第180922号 2018-12-07 2024-03-31 2018-12-07 2018-12-07
第180923号 2018-12-07 2024-03-31 2018-12-07 2018-12-07
第180924号 2018-12-07 2023-12-31 2018-12-07 2018-12-07
第180925号 2018-12-10 2024-03-31 2018-12-10 2018-12-10
第180926号 2018-12-10 2024-03-31 2018-12-10 2018-12-10
第180927号 2018-12-10 2024-05-31 2018-12-10 2018-12-10
第180928号 2018-12-10 2024-02-29 2018-12-10 2018-12-10
第180929号 2018-12-10 2024-02-29 2018-12-10 2018-12-10
第180931号 2018-12-10 2024-02-29 2018-12-10 2018-12-10
第180932号 2018-12-10 2024-01-31 2018-12-10 2018-12-10
第180934号 2018-12-11 2024-01-31 2018-12-11 2018-12-11
第180935号 2018-12-12 2024-05-31 2018-12-12 2018-12-12
第180936号 2018-12-13 2024-01-31 2018-12-13 2018-12-13
第180940号 2018-12-13 2024-01-31 2018-12-13 2018-12-13
第180946号 2019-01-01 2024-12-31 2018-12-13 2013-10-30

第180948号 2018-12-13 2024-05-31 2018-12-13 2018-12-13
飲食店営業 一般 第180949号 2018-12-13 2024-03-31 2018-12-13 2018-12-13
飲食店営業 一般 第180950号 2018-12-14 2024-01-31 2018-12-14 2018-12-14
移動販売車

飲食店営業 一般 第180951号 2018-12-14 2024-01-31 2018-12-14 2018-12-14
飲食店営業 一般 第180952号 2018-12-14 2024-03-31 2018-12-14 2018-12-14

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
深川 英樹
長谷川 弥永子
田森 敬子
井土 克己
株式会社日本セレモニー
株式会社日本セレモニー
井土 克己
宮地 志津江
株式会社吉田フーズ
柳生 澄夫
ＲＩＪＡＬ ＡＮＡＮＴＡ
妹尾 英紀
妹尾 英紀
株式会社Ａ．Ｅ．Ｕ．Ｇ．
株式会社Ａ．Ｅ．Ｕ．Ｇ．

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日 初回許可年月日
営業所所在地２ 営業所名称１
営業所所在地１
加工水産物販売業 移動販売車 第180956号 2018-12-17 2024-05-31 2018-12-17 2018-12-17
福山市内一円
とくし丸１１号車
飲食店営業 移動販売車 第180957号 2018-12-17 2024-04-30 2018-12-17 2018-12-17
福山市内一円
ｋｏｉ ｃａｆｅ
飲食店営業 移動販売車 第180958号 2018-12-17 2024-05-31 2018-12-17 2018-12-17
福山市内一円
リストーロ
セブン－イレブン福山松永町店
飲食店営業 一般 第180960号 2019-01-01 2024-12-31 2018-12-19 2001-11-07
福山市松永町五丁目８番８号
代表取締役 神田 忠 福山市佐波町１８１番地１
飲食店営業 一般 第180965号 2019-01-01 2024-12-31 2018-12-19 2001-12-07
福山典礼会館 ３Ｆ
代表取締役 神田 忠
飲食店営業 一般 第180966号 2019-01-01 2024-12-31 2018-12-19 2001-12-07
福山市佐波町１８１番地１
福山典礼会館 ２Ｆ
加工水産物販売業 一般 第180967号 2019-01-01 2024-12-31 2018-12-19 2001-11-07
セブン－イレブン福山松永町店
福山市松永町五丁目８番８号
飲食店営業 一般 第180968号 2019-01-01 2024-12-31 2018-12-19 2007-07-12
福山市松永町五丁目８番２号
喫茶花夢
代表取締役 吉田 亮太郎 福山市高西町三丁目２番２８号
博多ラーメン とんとん 東尾道店
飲食店営業 一般 第180970号 2019-01-01 2024-12-31 2018-12-19 2013-10-03
加工水産物販売業 一般 第180972号 2019-01-01 2024-12-31 2018-12-19 2013-11-08
福山市松永町二丁目１３番２４号
柳生食料品店
福山市木之庄町一丁目１６番２５号
飲食店営業 一般 第180973号 2018-12-19 2024-05-31 2018-12-19 2018-12-19
インド料理サンガム
飲食店営業 一般 第180975号 2018-12-20 2024-02-29 2018-12-20 2018-12-20
福山市田尻町４４４２番地
ローソン福山田尻町店
加工水産物販売業 一般 第180979号 2018-12-20 2024-02-29 2018-12-20 2018-12-20
福山市田尻町４４４２番地
ローソン福山田尻町店
代表取締役 松原 宏林 福山市多治米町一丁目２８番１号
飲食店営業 一般 第180980号 2018-12-20 2024-03-31 2018-12-20 2018-12-20
Ｌａ・ｐａｉｎ ｄｅ Ａｒｇａｍａ
代表取締役 松原 宏林 福山市多治米町一丁目２８番１号
菓子製造業 一般 第180981号 2018-12-20 2024-03-31 2018-12-20 2018-12-20
Ｌａ・ｐａｉｎ ｄｅ Ａｒｇａｍａ
飲食店営業 一般 第180984号 2018-12-21 2024-01-31 2018-12-21 2018-12-21
サクセスイノベーション株式会社 代表取締役 岡田 真依 福山市大門町四丁目１１番５号
ブルウムカフェ
飲食店営業 一般 第180985号 2018-12-21 2024-01-31 2018-12-21 2018-12-21
理事長 德山 威雄 福山市坪生町南一丁目１３番３８号
認定こども園サムエル幼稚園
学校法人聖和学園
福山市川口町二丁目１０番４８号
飲食店営業 一般 第180986号 2018-12-21 2024-03-31 2018-12-21 2018-12-21
小林 弘征
朱華楼 川口店
代表取締役 髙下 穗 福山市元町１番１号
天満屋地下１階 ドルチェ天満屋 福山店
飲食店営業 一般 第180988号 2018-12-25 2024-05-31 2018-12-25 2018-12-25
株式会社ドルチェ
魚とくビル２Ｆ２０４ ＢＡＲ月Ｌｉｇｈｔ
飲食店営業 一般 第180989号 2018-12-25 2024-05-31 2018-12-25 2018-12-25
崎浜 英樹
福山市船町３番１０号
代表取締役 都村 毅 福山市津之郷町大字加屋１７５番地１
飲食店営業 一般 第180991号 2019-01-01 2024-12-31 2018-12-27 2001-11-12
株式会社江戸一
すたみな太郎 福山赤坂店
福山市松永町四丁目１６番５４号 レインボービル２Ｆ 酒場Ｔａｋ
飲食店営業 一般 第180992号 2019-01-01 2024-12-31 2018-12-27 2007-11-09
宮本 達也
代表取締役 林 倫男 福山市東町一丁目２番１０号
飲食店営業 一般 第180994号 2018-12-27 2024-05-31 2018-12-27 2018-12-27
株式会社グリル壱乃藏
グリル壱乃藏
飲食店営業 移動販売車 第180996号 2019-01-04 2024-05-31 2019-01-04 2019-01-04
岡崎 祐希
福山市内一円
Ｄｅｕｃｅ ｃａｆｅ
福山フーズプランニング株式会社 代表取締役 坂田 敬子 福山市南蔵王町四丁目１３番２１号
飲食店営業 一般 第180997号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-04 2007-08-02
クックチャム福山南蔵王店
代表取締役 山下 英二 福山市南蔵王町三丁目７番２８号
飲食店営業 一般 第180998号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-04 2007-09-27
有限会社三信商店
カフェ レピ ドゥース
エームサービスジャパン株式会社 代表取締役 小谷 周 福山市坪生町６０６番地
飲食店営業 一般 第180999号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-04 2007-10-25
エームＳＪ３６２０
エームサービスジャパン株式会社 代表取締役 小谷 周 福山市春日町七丁目６番２７号 サンビレッジ内 エームＳＪ３６２１
飲食店営業 一般 第181000号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-04 2007-10-25
サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 福山市大門町津之下１５３９番地
喫茶店営業 自動販売機 第181002号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-04 2013-12-24
ゴルフパートナー １Ｆ
サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 福山市大門町津之下１５３９番地
ゴルフパートナー 福山練習場２Ｆ
喫茶店営業 自動販売機 第181003号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-04 2013-12-24
喫茶店営業 自動販売機 第181004号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-04 2014-01-24
株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 福山市東深津町三丁目１番２８号
アシナトランジット 駐車場内
ローズシティー入船１階
福山市入船町二丁目１１番５号
飲食店営業 一般 第181009号 2019-01-10 2024-03-31 2019-01-10 2019-01-10
瀬尾 愛美
ｍａｍｉｎ
やきとり竜鳳 宇都宮８８０あ１５９５
飲食店営業 移動販売車 第181010号 2019-01-10 2024-05-31 2019-01-10 2019-01-10
株式会社全国チェーン竜鳳 代表取締役 鈴木 明治 福山市内一円
代表取締役 山本 和志 福山市沖野上町一丁目５番２９号
飲食店営業 一般 第181011号 2019-01-11 2024-03-31 2019-01-11 2019-01-11
有限会社スリーホープ
杵屋
福山市新涯町一丁目５番３０号
菓子製造業 一般 第181012号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-11 2007-10-05
福田 和明
パティスリー・ノワ
福山市新涯町一丁目５番３０号
喫茶店営業 一般 第181013号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-11 2007-10-05
福田 和明
パティスリー・ノワ
喫茶店営業 自動販売機 第181014号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-11 2007-08-15
株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 福山市曙町四丁目１９番３号
福山両備タクシー
飲食店営業 一般 第181016号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-11 2013-11-26
福山市引野町四丁目６番９号
橋本 斉良
珈琲屋
代表理事 井土 百合子 福山市鞆町後地１８３８番地３
酒類製造業 一般 第181017号 2019-01-15 2024-02-29 2019-01-15 2019-01-15
一般社団法人ともの
一般社団法人ともの
福山市東川口町四丁目１番２５号
菓子製造業 一般 第181022号 2019-01-18 2023-09-30 2019-01-18 2019-01-18
渡邉 浩一
文屋
代表取締役 山野 浩二 福山市箕沖町３０番地１
飲食店営業 一般 第181023号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-18 2013-11-05
株式会社ヤマヒロ
ローソン福山箕沖町店
申請者＿役職名

申請者＿代表者
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申請者＿代表者 営業所所在地１
営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日 初回許可年月日
営業所所在地２ 営業所名称１
申請者＿申請者名
代表取締役 山野 浩二 福山市箕沖町３０番地１
加工水産物販売業 一般 第181031号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-18 2013-11-05
株式会社ヤマヒロ
ローソン福山箕沖町店
代表取締役 梶原 聡一 福山市西新涯町二丁目１０番１１号
加工水産物販売業 一般 第181032号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-18 2013-12-13
スーパードラッグひまわり新涯店
株式会社ププレひまわり
福山市南蔵王町六丁目２０番２９号
飲食店営業 一般 第181033号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-18 1995-11-01
藤田 茂
嵯峨野
代表取締役 大舘 秀行 福山市南蔵王町五丁目１７番４３号
飲食店営業 一般 第181035号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-18 2001-08-22
有限会社秀
居酒屋 秀
福山市南蔵王町六丁目１６番２６号
飲食店営業 一般 第181036号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-18 2001-09-12
山岡 昇
カラオケスタジオ歌の楽園
飲食店営業 一般 第181037号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-18 2001-09-19
株式会社ナショナルフーズ 代表取締役 三宅 勤 福山市南蔵王町五丁目１８番３８号
どんどん亭 蔵王店
福山市南蔵王町五丁目１６番３２号
飲食店営業 一般 第181038号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-18 2002-01-22
森岡 登美恵
御食事処 とみちゃん
代表取締役 小林 康浩 福山市春日町一丁目１番４０号
飲食店営業 一般 第181039号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-18 2002-01-17
株式会社ペルゴ
餃子の王将福山春日店
加工水産物販売業 一般 第181041号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-18 1995-12-25
取締役 松本 泰昌 福山市幕山台三丁目２３番１０号
有限会社富久松
有限会社富久松
飲食店営業 一般 第181042号 2019-01-21 2024-03-31 2019-01-21 2019-01-21
藤岡 沙織
福山市昭和町９番１８号
５番館３ＦＡ
ラウンジ藤
福山市神辺町字十九軒屋２５３番地２
飲食店営業 一般 第181043号 2019-01-21 2024-04-30 2019-01-21 2019-01-21
河相 壮太郎
焼肉 河相
代表取締役 石川 豊 福山市南蔵王町五丁目１番２６号
飲食店営業 一般 第181048号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-21 2013-12-20
株式会社とん匠
とん匠 蔵王１号店
福山市南蔵王町六丁目３３番２１号
飲食店営業 一般 第181049号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-21 2014-01-07
野上 真樹
町の洋食屋さん ときら
代表取締役 髙橋 良太 福山市春日町六丁目１番５号
飲食店営業 一般 第181050号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-21 2014-01-31
株式会社ダスキン福山
コメダ珈琲店 福山春日店
代表取締役 中村 成朗 福山市春日町五丁目２番５３号
加工水産物販売業 一般 第181052号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-21 2001-11-08
株式会社桑宗
株式会社桑宗
飲食店営業 一般 第181053号 2019-01-22 2024-05-31 2019-01-22 2019-01-22
福山市西町二丁目１７番１５号
篠原 智子
ねぶとや
代表取締役 山西 健三 福山市引野町四丁目２０番２８号
飲食店営業 一般 第181054号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-22 2001-08-03
映クラ株式会社
焼肉 一楽
福山市引野町二丁目２８番３８号
飲食店営業 一般 第181055号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-22 2007-10-31
松山 美弥子
平の家
福山市新涯町二丁目３番２０号
飲食店営業 一般 第181057号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-22 2007-11-28
藤原 修宏
ＰＯＰＯ・Ｇ
飲食店営業 一般 第181059号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-22 2013-11-07
株式会社オフィスジョイイワセ 代表取締役 岩瀬 典博 福山市南手城町四丁目１２番３号
八剣伝 手城店
代表取締役 横山 英昭 福山市新涯町二丁目８番１２号
加工水産物販売業 一般 第181062号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-22 2007-09-18
スーパードラッグコスモス福山新涯店
株式会社コスモス薬品
代表取締役 下花 健男 福山市駅家町大字江良８８番地４
飲食店営業 一般 第181063号 2019-01-22 2024-04-30 2019-01-22 2019-01-22
ファミリーマート駅家町江良店
下花商事株式会社
代表取締役 下花 健男 福山市駅家町大字江良８８番地４
加工水産物販売業 一般 第181067号 2019-01-22 2024-04-30 2019-01-22 2019-01-22
ファミリーマート駅家町江良店
下花商事株式会社
飲食店営業 一般 第181068号 2019-01-23 2024-05-31 2019-01-23 2019-01-23
森元 栄二
福山市延広町４番２１号
Ｅ．ｍａｔｅ
あん類製造業 一般 第181070号 2019-01-24 2024-06-30 2019-01-24 2019-01-24
大村 拓己
福山市柳津町２１番地５
大村製パン所
代表取締役 豊川 晋年 福山市高西町四丁目４番１２号
飲食店営業 一般 第181071号 2019-01-24 2024-06-30 2019-01-24 2019-01-24
株式会社かつ庵
かつ庵 福山高西店
グリーンオートサービス株式会社 代表取締役 角 勝之 福山市東深津町四丁目１９番１３号
飲食店営業 一般 第181075号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-24 2013-09-25
ローソン福山東深津町四丁目店
加工水産物販売業 移動販売車 第181078号 2019-01-24 2024-03-31 2019-01-24 2019-01-24
劉 俊梅
福山市内一円
山陽ループ
セブン－イレブン福山箕島町店
飲食店営業 一般 第181080号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-24 2013-11-22
髙橋 直彦
福山市箕島町５８１６番地９８
加工水産物販売業 一般 第181084号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-24 2013-09-25
グリーンオートサービス株式会社 代表取締役 角 勝之 福山市東深津町四丁目１９番１３号
ローソン福山東深津町四丁目店
加工水産物販売業 一般 第181085号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-24 2013-11-22
セブン－イレブン福山箕島町店
髙橋 直彦
福山市箕島町５８１６番地９８
一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 福山市大門町六丁目１５番１３号
飲食店営業 一般 第181087号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-25 2007-08-30
１４１０
代表取締役 池田 直之 福山市南手城町二丁目３２番１４号
清涼飲料水製造業 一般 第181089号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-25 1995-11-22
池田糖化工業株式会社手城第１工場
池田糖化工業株式会社
代表取締役 池田 直之 福山市箕沖町９５番地
池田糖化工業株式会社 箕島工場ＡＡ棟２階 少量充填室 添加物製造業 一般 第181090号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-25 2007-10-10
池田糖化工業株式会社
福山市坪生町六丁目７番２８号
飲食店営業 一般 第181091号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-25 2013-09-03
桒田 倫子
カラオケ倫ちゃん
代表取締役 松田 充
福山市東川口町五丁目１６番１９号
飲食店営業 一般 第181097号 2019-01-25 2024-03-31 2019-01-25 2019-01-25
株式会社壱歩
食楽夢家 壱歩
菓子製造業 一般 第181098号 2019-01-28 2024-01-31 2019-01-28 2019-01-28
有限会社フーズセレクション 代表取締役 板倉 百合子 福山市坪生町南二丁目１１番１０号
有限会社フーズセレクション
飲食店営業 一般 第181099号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-29 2007-08-02
有限会社プチットメールダイゴ 代表取締役 大村 茂 福山市引野町五丁目３１番６号
福山東郵便局食堂
飲食店営業 一般 第181101号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-29 2013-09-18
福山市港町一丁目１４番２８号
金髙 康二
旬菜や 魚嵐 （福山店）
福山市南蔵王町二丁目１０番１４号
菓子製造業 一般 第181102号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-29 1996-01-17
杉山 益男
杉乃屋
福山市大門町五丁目６番５４号
飲食店営業 一般 第181103号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-29 2013-08-07
ファミリーマート福山大門町店
清水 美江
申請者＿役職名
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申請者＿申請者名
井上 幸香
清水 美江
井上 幸香
岩部 敬史
王 茹
株式会社ココスジャパン
栗原 真弓
株式会社トムス
山口 大策
豊田 夢子
有限会社プチットメールダイゴ
藤原 美紀子
株式会社梅の花ｐｌｕｓ
株式会社ＭＫＪ
株式会社ＭＫＪ
株式会社ＭＫＪ
ナショナル・ベンディング株式会社

藤原 雅敏
那須 広一
日清医療食品株式会社
株式会社福山コープ

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１
福山市大門町五丁目６番５４号

ファミリーマート福山大門町店

加工水産物販売業

福山市蔵王町三丁目１１番１１号

セブン－イレブン福山蔵王３丁目店

加工水産物販売業

福山市内一円
福山市松浜町一丁目４番６号

Ｋ．Ｉ カフェ
スナック 包
ココス福山蔵王店
カラオケくますけ
コメダ珈琲店福山新涯店
竹寿し
一国亭

飲食店営業

銀河学院中・高等学校 ラウンジ

飲食店営業 一般 第181129号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-31 2007-08-27
菓子製造業 一般 第181131号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-31 2013-10-21

一木 直哉 福山市南蔵王町二丁目２６番３１号

代表取締役

東山 正和 福山市西新涯町二丁目２４番８号

立花ビル２０２号室

福山市引野町北四丁目１６番１５号

福山市東深津町一丁目９番６３号

福山市新涯町三丁目２７番５号

大村 茂

福山市大門町大門１１９番地８
福山市西深津町六丁目７番１号

銀河学院中・高等学校内

一般
一般

第181112号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-29 2013-08-07
第181113号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-29 2013-10-08

第181117号 2019-01-30 2024-01-31 2019-01-30 2019-01-30
飲食店営業 一般 第181120号 2019-01-30 2024-03-31 2019-01-30 2019-01-30
飲食店営業 一般 第181121号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-31 2007-10-30
移動販売車

飲食店営業 一般 第181122号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-31 2007-10-30
飲食店営業 一般 第181126号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-31 2013-09-17
飲食店営業 一般 第181127号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-31 2002-01-18
飲食店営業 一般 第181128号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-31 2001-08-28

代表取締役

鬼塚 崇裕 福山市明神町二丁目１５番５２号

福山友の会
おしとり福山

代表取締役

松村 賢吾 福山市南蔵王町四丁目１７番３３号

ローソン福山南蔵王町四丁目店

代表取締役

松村 賢吾 福山市南蔵王町四丁目１７番３３号

ローソン福山南蔵王町四丁目店

飲食店営業 一般 第181134号 2019-01-31 2024-01-31 2019-01-31 2019-01-31

代表取締役

松村 賢吾 福山市南蔵王町四丁目１７番３３号

ローソン福山南蔵王町四丁目店

加工水産物販売業

一般

代表取締役

藤山 雄一郎

株式会社エフテックス
パン タンタン
ＲＥＤ ＳＴＲＩＮＧ
サービス付き高齢者向け住宅
株式会社福山コープ

喫茶店営業

自動販売機

福山市箕沖町９９番地１２
福山市新涯町一丁目１６番５号
福山市青葉台一丁目１０番２９号

菅井 正一 福山市新涯町一丁目７番４３号

代表取締役

河本 定 福山市明神町二丁目１４番７号

株式会社アペックスインターナショナル

代表取締役

株式会社アペックスインターナショナル

代表取締役

林原 博之 福山市南蔵王町二丁目１６番３号
林原 博之 福山市南蔵王町二丁目１６番３号
福山市松永町四丁目１３番１号

代表取締役

髙原 正志 福山市新市町大字新市３２１番地１
福山市御幸町大字中津原１６２９番地３ 北側

菓子製造業 一般 第181132号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-31 2013-12-27
飲食店営業 一般 第181133号 2019-01-31 2024-01-31 2019-01-31 2019-01-31

グランドマスト新涯

飲食店営業 一般 第181143号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-31 2014-01-24
そうざい製造業

アペックスインターナショナルＣＫセンター

魚介類販売業

アペックスインターナショナルＣＫセンター

加工水産物の製造業

おたぬき
えびす
やまひろ
ロザ パラシオ
千とせ

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

小池 喬智 福山市松浜町一丁目１番１２号

代表取締役

妹尾 陽一郎

代表取締役

濵谷 英樹 福山市沼隈町大字中山南４６９番地３

医療法人社団沼南会 老健施設ぬまくま

飲食店営業

社会福祉法人「ゼノ」少年牧場 理事長

寳子丸 周吾 福山市沼隈町大字草深２１３３番地１

ＪＯＢプラスはんど

飲食店営業

株式会社ププレひまわり
安部 絵美
合同会社Ｌｅｅｌａ
通堂 芳子
増田 政秀
有限会社瀬戸活魚センター
白井 勇二
有限会社岡崎丸
門田 恵津子

代表取締役

梶原 聡一 福山市南本庄一丁目１０番１１号

スーパードラッグひまわり本庄店

加工水産物販売業

株式会社鞆スコレ・コーポレーション

代表取締役

福山市鞆町鞆５５２番地７

福山市昭和町９番１８号
代表社員

五番館ビル１Ｆ Ｖｉｖｉ＆Ｒｏｓｅ

石本 朋宏 福山市松浜町一丁目６番１２号 １Ｆ

福山市鞆町鞆４１８番地１３
福山市沼隈町大字下山南１１番地６
代表取締役

藤木 治夫 福山市田尻町４２８９番地

代表取締役

福山市住吉町７番１６号
岡﨑 健二 福山市鞆町後地２０２８番地１
福山市沼隈町大字常石１４３０番地

村上 正高 福山市鞆町鞆４２１番地
福山市沼隈町大字常石１１０７番地

飲食店営業
飲食店営業

飲食店営業

クラブリーラ
ゴロー
○政
有限会社瀬戸活魚センター
食処 醴
有限会社岡崎丸
モンデン
景勝館漣亭
下中商店
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第181138号 2019-01-31 2024-01-31 2019-01-31 2019-01-31

第181140号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-31 2002-01-28
菓子製造業 一般 第181141号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-31 2013-10-02
飲食店営業 一般 第181142号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-31 2013-09-25

代表社員

神原 英治

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第181107号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-29 2013-10-08

代表取締役

代表取締役

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

セブン－イレブン福山蔵王３丁目店

代表取締役

佐藤 律
有限会社大黒産業
山廣 幸範
合同会社ＮＥＸＴ
有限会社千とせ別館
株式会社広鉄二葉サービス

営業所所在地２ 営業所名称１

福山市蔵王町三丁目１１番１１号

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
魚介類販売業
魚介類販売業
加工水産物販売業
加工水産物販売業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第181145号 2019-02-01 2025-01-31 2019-01-31 2001-11-29
第181147号 2019-02-01 2024-01-31 2019-02-01 2019-02-01
第181148号 2019-02-01 2024-01-31 2019-02-01 2019-02-01
第181149号 2019-02-01 2024-06-30 2019-02-01 2019-02-01
第181151号 2019-02-04 2024-04-30 2019-02-04 2019-02-04
第181152号 2019-02-05 2024-05-31 2019-02-05 2019-02-05
第181153号 2019-02-07 2024-03-31 2019-02-07 2019-02-07
第181154号 2019-03-01 2025-02-28 2019-02-07 2001-10-31
第181155号 2019-03-01 2025-02-28 2019-02-07 2001-12-26
第181157号 2019-03-01 2025-02-28 2019-02-07 2013-11-14
第181160号 2019-02-08 2024-05-31 2019-02-08 2019-02-08
第181161号 2019-02-12 2024-03-31 2019-02-12 2019-02-12
第181163号 2019-02-14 2024-03-31 2019-02-14 2019-02-14
第181164号 2019-03-01 2025-02-28 2019-02-18 1995-12-19
第181165号 2019-03-01 2025-02-28 2019-02-18 2001-10-19
第181171号 2019-03-01 2025-02-28 2019-02-18 2002-02-07
第181172号 2019-02-18 2024-03-31 2019-02-18 2019-02-18
第181173号 2019-03-01 2025-02-28 2019-02-19 2001-11-07
第181175号 2019-03-01 2025-02-28 2019-02-19 2007-10-23
第181178号 2019-03-01 2025-02-28 2019-02-19 1996-01-24
第181179号 2019-03-01 2025-02-28 2019-02-19 2002-01-25

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
有限会社桑田食品
有限会社Ｉ．Ｋ．Ｏ
麻生 雅司
三好 一徳
髙橋 源
宮内 公望
宮内 公望
藤田 里南
株式会社ｄｙマーケティング
株式会社ウエル
株式会社ウエル
倉田 幹生
小川 憲一
株式会社Ｆｏｒ ｏｔｈｅｒｓ
和田 真理
千年漁業協同組合
林 樹里
ダイレックス株式会社
大三ミート産業株式会社
株式会社イーティーズ
坂田 光弘
坂田 光弘
坂田 光弘
株式会社アイティーオー
小寺 敏弘
藤原 御幸
神原 正元
藤江 良枝
株式会社吉田フーズ
若井 マリ子
加藤 公恵
中原 勝正
峰 正樹
髙橋 雅美

申請者＿役職名

代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役

代表理事

代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役

代表取締役

ＴＡＫＡＴＡ ＭＥＬＩＮＤＡ ＰＥＴＡＴＥ

株式会社阿藻珍味
小嶺 美由紀
中野 慎二
有限会社菓匠福富
村上 彰彦
株式会社アリスジャパン

申請者＿代表者

営業所所在地１

営業所所在地２ 営業所名称１

代表取締役

代表取締役

代表取締役

有限会社桑田食品
胃甲 安俊 福山市木之庄町三丁目３番５号
ＮＡＴＵＲＡＬ ＭＡＲＫＥＴ
福山市今津町１９７１番地６
初音
福山市花園町一丁目２番５号 永尾ビル１０６ いっとく
福山市東深津町六丁目３番５８号
風の丘
福山市沼隈町大字草深１８９６番地１
ファミリーマート福山沼隈町店
福山市沼隈町大字草深１８９６番地１
ファミリーマート福山沼隈町店
福山市本庄町中一丁目１０番３号
ＬｕＬｕ ｃａｆｅ
富山 裕華 福山市引野町五丁目４４番４５号
ベジッポ食堂
富田 義久 福山市三之丸町１１番１８号
アースファミリー福山駅前店
富田 義久 福山市三之丸町１１番１８号
アースファミリー福山駅前店
福山市鞆町鞆４５４番地
鞆町カフェ－／４５４
福山市内海町ロ３０１８番地２
絵とお茶 テレレ
髙尾 裕 福山市元町６番７号
春愁秋思
ロイヤルビル１Ｆ いる・ろーざ
福山市南町１番２１号
桝井 智明 福山市沼隈町大字能登原２４９３番地６
千年漁業協同組合
福山市住吉町３番２８号
樹林
多田 高志 福山市曙町三丁目１７番１６号
ダイレックス曙店
大三ミート産業株式会社 曙店
大家 大 福山市曙町三丁目１７番１６号
原田 航太 福山市曙町三丁目１７番１６号
イーティーズ福山曙店
福山市曙町三丁目１７番１６号 ダイレックス曙店 Ｍ・ＵＯＨＡＲＵ 坂田光弘
福山市曙町三丁目１７番１６号 ダイレックス曙店 Ｍ・ＵＯＨＡＲＵ 坂田光弘
福山市曙町三丁目１７番１６号 ダイレックス曙店 Ｍ・ＵＯＨＡＲＵ 坂田光弘
住吉スクウェア３Ｆ ダンス・ダンス・ダンス
七森 博之 福山市住吉町１番４０号
福山市神辺町大字新徳田５１８番地１
肉菜ダイニング 五色
福山市霞町一丁目５番１号
新鮮工房 燦燦
福山市松浜町一丁目１１番２１号
みのきち
福山市昭和町２番２２号
ふじえ
吉田 亮太郎 福山市昭和町１０番１１号
博多ラーメン とんとん
福山市霞町二丁目２番１３号
しほ
プレステージ住吉 Ｅ号 スナック 菜里子
福山市住吉町８番３号
福山市沖野上町一丁目４番１０号
なか勝
福山市紅葉町４番１号
赤兵衛
福山市霞町一丁目９番６号
ｃａｆｅ Ｍａｒａｎｇｅ
福山市入船町二丁目１１番２７号 第二プレジャータウン スナックスコルピオン
粟村 元則 福山市東川口町三丁目１８番１８号
小魚阿も珍川口店
福山市南町５番１８号
１Ｆ
なでしこ
福山市沖野上町二丁目１３番１４号
一心堂
檀之上 賀俊 福山市松浜町三丁目８番３６号
有限会社菓匠福富

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

取締役 桑田 和俊 福山市鞆町後地６８０番地３

松森 茂

福山市川口町四丁目１０番１４号

セブン－イレブン福山川口町店

福山市川口町五丁目１３番１号

サービス付き高齢者向け住宅
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そうざい製造業

ＩＫＯ 木之庄店

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
菓子製造業
そうざい製造業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

かき作業場
飲食店営業
加工水産物販売業

食肉販売業
飲食店営業
飲食店営業
魚介類販売業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
菓子製造業
菓子製造業
飲食店営業
ロイヤルケア川口

飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

初回許可年月日 当初許可年月日

第181180号 2019-03-01 2025-02-28 2019-02-19 1996-02-28
第181181号 2019-02-20 2024-05-31 2019-02-20 2019-02-20
第181182号 2019-02-20 2024-06-30 2019-02-20 2019-02-20
第181183号 2019-02-21 2024-03-31 2019-02-21 2019-02-21
第181184号 2019-02-22 2024-07-31 2019-02-22 2019-02-22
第181185号 2019-03-01 2025-02-28 2019-02-22 2013-12-11
第181189号 2019-03-01 2025-02-28 2019-02-22 2013-12-11
第181190号 2019-02-22 2024-05-31 2019-02-22 2019-02-22
第181193号 2019-02-26 2024-07-31 2019-02-26 2019-02-26
第181200号 2019-02-27 2024-05-31 2019-02-27 2019-02-27
第181201号 2019-02-27 2024-05-31 2019-02-27 2019-02-27
第181202号 2019-03-01 2025-02-28 2019-02-28 2008-02-04
第181203号 2019-03-01 2025-02-28 2019-02-28 2013-10-01
第181206号 2019-03-01 2024-05-31 2019-03-01 2019-03-01
第181207号 2019-03-04 2024-03-31 2019-03-04 2019-03-04
第181208号 2019-03-04 2024-03-03 2019-03-04 2019-03-04
第181209号 2019-03-05 2024-03-31 2019-03-05 2019-03-05
第181213号 2019-03-06 2024-07-31 2019-03-06 2019-03-06
第181214号 2019-03-06 2024-07-31 2019-03-06 2019-03-06
第181215号 2019-03-06 2024-07-31 2019-03-06 2019-03-06
第181216号 2019-03-06 2024-07-31 2019-03-06 2019-03-06
第181217号 2019-03-06 2024-07-31 2019-03-06 2019-03-06
第181218号 2019-03-06 2024-07-31 2019-03-06 2019-03-06
第181219号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-06 2014-01-21
第181221号 2019-03-06 2024-04-30 2019-03-06 2019-03-06
第181222号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-06 1995-11-22
第181223号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-06 1996-01-31
第181224号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-06 1996-01-04
第181226号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-06 2001-12-26
第181227号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-06 2002-01-31
第181228号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-06 2002-01-31
第181229号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-06 2002-03-11
第181230号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-06 2008-02-22
第181232号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-06 2014-02-17
第181233号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-06 2014-02-21
第181234号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-06 2007-11-28
第181235号 2019-03-07 2024-03-31 2019-03-07 2019-03-07
第181237号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-08 2001-11-01
第181238号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-08 2001-11-29
第181239号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-08 1995-11-01
第181243号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-08 2013-12-11

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
村上 彰彦

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１

営業所所在地２ 営業所名称１

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

株式会社トリドールジャパン
株式会社全国チェーン竜鳳
有限会社ＳＯＲＡ
春名 賢志
赤澤 真依子
横浜鋼材合資会社
小林 佳恵
新田 康貴

代表取締役

田中 公博 福山市南手城町三丁目１３番３号

コナズ珈琲 福山店

一般
飲食店営業 一般
飲食店営業 一般

代表取締役

鈴木 明治 福山市内一円

やきとり竜鳳 宇都宮８８０あ９６１

飲食店営業

代表取締役

株式会社備後ヘルスケアプランニング

代表取締役

株式会社備後ヘルスケアプランニング

代表取締役

福山市川口町四丁目１０番１４号

セブン－イレブン福山川口町店

福山市高西町三丁目８番２８号 フジハウス１０２ ＢＲＡＳＰＥ

FIGUEROA VELEZ MARILYN ROXANA

株式会社エポカフードサービス

代表取締役

５５ ｈｅａｌｔｈｙ ｃａｆé
福山市多治米町一丁目９番１２号
尚苑
福山市住吉町３番２５号
Ａ＆Ｋビル１Ｆ スナックひとみ
南原 かおり 福山市駅家町大字大橋５５７番地１
茶香キッチン
福山市内海町ロ２４９６番地
月舟苫家
福山市鞆町鞆１８番地
茶房 船番所
神野 貴志 福山市沖野上町三丁目６番２８号 大田記念病院１Ｆ 生活彩家 大田記念病院店
神野 貴志 福山市沖野上町三丁目６番２８号 大田記念病院１Ｆ 生活彩家 大田記念病院店
福山市昭和町１０番１５号
おでん 茂吉
福山市多治米町二丁目１３番１０号
馬
福山市入船町二丁目３番３２号
ｃｌｕｂ Ｊｅｅ
福山市松永町六丁目４番２２号
お弁当屋
福山市昭和町４番５号
Ｌビル２Ｆ
やすらぎ
アートイン昭和町ビル１Ｆ ジジョ
福山市昭和町４番２８号
ＳＡＴＯ８ビル１Ｆ シンフォニー
福山市昭和町１０番１０号
松村 圭祐 福山市大門町津之下１８４４番地
日本鋼管福山病院

サルボ両備株式会社
有木 大蔵
曽我部 直美
古角 祐子
大黒天物産株式会社
藤井 英雄
ツネイシＬＲ株式会社
有限会社パシフィック実業
有限会社パシフィック実業
株式会社ココスジャパン
土屋 里沙
吉永 拓也
戸塚 今子
宮地 勝美
株式会社トモテツセブン

代表取締役

松田 敏之 福山市津之郷町大字津之郷１８３番地１

ナショナル・ベンディング株式会社

代表取締役

ナショナル・ベンディング株式会社

代表取締役

代表社員

中野 茂夫
石井 知義
大西 潤
酒井 勝義
木村 圭子
林 律子
中山 晶恵

藤井 千栄子
荒木 剛
島谷 緋佐子
有田 道弘

加工水産物販売業

山陽自動車道福山サービスエリア上り線

代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役

トーフショップ有木商店
福山市入船町二丁目１番２４号 福神ビル ３階Ｂ号 スナック Ｖｉｒｇｏ
福山市松浜町一丁目１３番１０号 栗原マンション１Ｆ１０１号 和洋酒ｄｉｎｉｎｇ祐
大賀 昭司 福山市川口町四丁目１１番２２号
ディオ福山南店
福山市霞町一丁目６番１号
あ月 ＡＺＵＫＩ
神原 秀明 福山市鞆町鞆１００３番地１４
第十一船清丸
満田 浩一 福山市入船町二丁目１１番３６号 ワールドビル２Ｆ ＦＯＵ ＹＯＵ
満田 浩一 福山市入船町二丁目１１番３６号 ワールドビル１Ｆ ｃｌｕｂ ＵＳＡ－ＧＩ
一木 直哉 福山市沖野上町二丁目７番３０号
ココス福山沖野上店
福山市霞町四丁目９番５号１Ｆ
ＬＩＲＹ ＣＵＰＣＡＫＥ
福山市松浜町一丁目２番１８号 ほっと館１－Ａ Ａｔｅｌ
福山市古野上町７番１３号
カラオケ 葉月
第２Ｓビル１Ｆ１０２ ＨＩＳＴＯＩＲＥ
福山市昭和町９番５号
林 克士 福山市津之郷町大字津之郷３３３番地２
店頭販売
藤山 雄一郎 福山市入船町一丁目６番１１号
㈱三洋メンズ
藤山 雄一郎 福山市多治米町六丁目１２番３１号
株式会社中国バス
キュービックビル２階－Ｂ号室 はんなり
福山市昭和町１０番２５号
福山市入船町二丁目４番２０号 百軒堂ビルＢ棟２－１ バーコード
福山市草戸町一丁目６番３０号
しま谷
福山市南町１番２２号
有田屋
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第181248号 2019-03-12 2024-06-30 2019-03-12 2019-03-12
第181249号 2019-03-14 2024-07-31 2019-03-14 2019-03-14

第181250号 2019-03-14 2024-05-31 2019-03-14 2019-03-14
飲食店営業 一般 第181251号 2019-03-14 2024-04-30 2019-03-14 2019-03-14
飲食店営業 一般 第181257号 2019-03-18 2024-03-31 2019-03-18 2019-03-18

永田 京子 福山市駅家町大字江良２６３番地１

福山市地吹町４番１号

初回許可年月日 当初許可年月日

第181244号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-08 1995-11-01

移動販売車

飲食店営業 一般 第181258号 2019-03-19 2024-03-31 2019-03-19 2019-03-19
飲食店営業 一般 第181262号 2019-03-20 2024-04-30 2019-03-20 2019-03-20
飲食店営業 一般 第181263号 2019-03-20 2024-08-31 2019-03-20 2019-03-20
飲食店営業 一般 第181264号 2019-03-20 2024-08-31 2019-03-20 2019-03-20
飲食店営業 一般 第181266号 2019-03-22 2024-03-31 2019-03-22 2019-03-22

一般 第181270号 2019-03-22 2024-03-31 2019-03-22 2019-03-22
飲食店営業 一般 第181271号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-22 1995-11-27
飲食店営業 一般 第181275号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-22 2013-12-12

加工水産物販売業

飲食店営業 一般 第181276号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-22 2014-03-12
飲食店営業 一般 第181278号 2019-03-22 2024-06-30 2019-03-22 2019-03-22
飲食店営業 一般 第181279号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-25 2013-10-22
飲食店営業 一般 第181280号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-25 2013-12-17
飲食店営業 一般 第181281号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-25 2014-01-22
飲食店営業 一般 第181286号 2019-03-27 2024-07-31 2019-03-27 2019-03-27

店頭販売

飲食店営業 一般 第181287号 2019-03-27 2024-06-30 2019-03-27 2019-03-27
飲食店営業 一般 第181288号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-27 1996-03-01
飲食店営業 一般 第181289号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-27 2002-03-27
飲食店営業 一般 第181290号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-27 2014-03-20

一般 第181291号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-27 2008-03-17
飲食店営業 一般 第181292号 2019-03-28 2024-03-31 2019-03-28 2019-03-28
飲食店営業 一般 第181293号 2019-03-28 2024-08-31 2019-03-28 2019-03-28

加工水産物販売業

飲食店営業 一般 第181295号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-28 2014-01-30
飲食店営業 一般 第181296号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-28 2014-02-27
飲食店営業 一般 第181297号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-28 2007-10-30
菓子製造業 一般 第181298号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-28 2013-11-20
飲食店営業 一般 第181300号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-28 2013-11-25
飲食店営業 一般 第181303号 2019-03-28 2024-03-31 2019-03-28 2019-03-28
飲食店営業 一般 第181305号 2019-03-28 2024-03-31 2019-03-28 2019-03-28
飲食店営業 一般 第181308号 2019-03-29 2024-06-30 2019-03-29 2019-03-29
喫茶店営業

自動販売機

喫茶店営業

自動販売機

第181309号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-29 2002-02-01

第181311号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-29 2007-11-06
飲食店営業 一般 第181312号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-29 2013-10-04
飲食店営業 一般 第181314号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-29 2013-10-23

飲食店営業 一般 第181315号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-29 2013-11-08
飲食店営業 一般 第181316号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-29 2014-03-27

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
岡野 敏一
日清医療食品株式会社
株式会社モーツアルト
有限会社グッドラック
出合 健司
西村 万希子
立石 円
株式会社夢笛
有限会社加山
八木 せち
久戸瀬 尚美
宋 直美
塩見 久美
スターバックスコーヒージャパン株式会社

伊藤 佐織
岸本 雅詞
有限会社プチットメールダイゴ
酒井 正巨
酒井 正巨
株式会社エムショウ
砂原 万里
リンガーハットジャパン株式会社

入江 娜娜
株式会社真心
岸本商事株式会社
檀上 真理子
前田 周一
石井 裕之
田島漁業協同組合
杉野原 尚子
篠原 彌之
株式会社Ｎｅｘｔ Ｍｉｓｓｉｏｎ
株式会社アペックスインターナショナル

申請者＿役職名

代表取締役

菅井 正一 福山市沖野上町三丁目６番２８号

代表取締役

営業所所在地２ 営業所名称１

田上 友康 福山市入船町三丁目１番２５号

取締役 金﨑 和芳 福山市入船町二丁目４番２３号

福山市入船町二丁目１１番８号

第１プレジャータウン

福山市野上町一丁目９番３号
福山市入船町二丁目４番２０号
代表取締役
代表取締役

百軒堂ビルＡ棟１－１

髙橋 英樹 福山市霞町一丁目４番３０号１・２・３Ｆ
住吉ウイング１０５
森迫 美咲 福山市住吉町８番２２号

福山市住吉町３番２２号

ローズガーデン１０９

福山市松浜町一丁目１２番１０号 バーレンビル２－Ａ

福山市住吉町３番２２号
福山市明治町８番６号
代表取締役

ローズガーデン２Ｆ ２０１

村上店舗

水口 貴文 福山市多治米町四丁目１２番１２号

福山市昭和町４番１８号

ゲームのお店 ギャラクシー
日清大田記念病院
バッケンモーツアルト
ＣＬＵＢナイトスクール
冗談パブ アップル
お好焼き にしむら
３５８
フジヤマドラゴン
らうんじ加山
ラウンジ京子
心春
Ｆｉｎｅ
お番菜 ままん
スターバックスコーヒー 福山多治米店

２階Ｄ号室

アメシスト

代表取締役

大村 茂

代表取締役

福山市松浜町一丁目１番５号
福山市松浜町一丁目１番５号
水谷 勝 福山市内一円

代表取締役

福原 扶美勇 福山市神辺町大字新道上１０番地２６

代表取締役

福山市昭和町２番１３号
檀上 眞 福山市南手城町二丁目１８番８号

代表取締役

岸本 祐宜 福山市大門町一丁目３６番８号

福山市津之郷町大字津之郷２８０番地３
福山不動産ビル１Ｆ
福山不動産ビル１Ｆ

福山市松永町四丁目７番２４号 メゾンエルＤ

福山市神辺町字道上２８３８番地３

福山市柳津町四丁目１番５号
福山市沼隈町大字上山南８１１番地
代表理事

兼田 雅彦 福山市内海町箱崎官有無番地

福山市明治町６番１１号
福山市丸之内一丁目９番７号
代表取締役

西原 健寛 福山市神辺町大字新道上１０番地２６

代表取締役

林原 博之 福山市神辺町大字新徳田３７６番地
福山市新市町大字金丸６４８番地

代表取締役

有限会社手創りケーキ工房エンジェル

代表取締役

橘髙 庸泰 福山市駅家町大字倉光２４番地１５
橘髙 庸泰 福山市駅家町大字倉光２４番地１５
福山市春日町二丁目１番３６号
福山市春日町二丁目１番３６号

ＦＵＮＴＩＭＥ娜之華
真心
大衆焼肉まいど大門店
パティスリー リコッタ
ＫＵＰＯＮＯ
ほんま家
福山市水産物加工センター
春雨
備後遺族会館
好呷～ＨＯＣＣＨＡ～
廻鮮寿司しまなみ神辺店
さるかに毎土市
有限会社手創りケーキ工房エンジェル
有限会社手創りケーキ工房エンジェル

セブン－イレブン福山春日２丁目店
セブン－イレブン福山春日２丁目店

福山市三吉町南一丁目１３番１２号

笠原ビル１Ｆ

福山市昭和町４番６号

ローズプラッツ３－Ｄ

福山市引野町四丁目１番４１号

広島県立福山特別支援学校
カーニバル
レビュー
Ｂｏｎｈｅｕｒ
スポーツバー 鯉とも
リンガーハット フジグラン神辺店

サンライズビル１－Ｃ

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

初回許可年月日 当初許可年月日

喫茶店営業 一般 第181317号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-29 2014-01-16
飲食店営業 一般 第181318号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-29 2014-03-27
飲食店営業 一般 第181319号 2019-03-29 2024-03-31 2019-03-29 2019-03-29
飲食店営業 一般 第181320号 2019-03-29 2024-03-31 2019-03-29 2019-03-29
飲食店営業 一般 第181321号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-29 2007-11-09
飲食店営業 一般 第181322号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-29 2013-11-12
飲食店営業 一般 第181324号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-29 2013-11-22
飲食店営業 一般 第181325号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-29 2008-02-14
飲食店営業 一般 第181326号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-29 2013-11-22
飲食店営業 一般 第181327号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-29 2008-02-22
飲食店営業 一般 第181328号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-29 2013-11-26
飲食店営業 一般 第181329号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-29 2014-03-17
飲食店営業 一般 第181331号 2019-04-01 2025-03-31 2019-03-29 2013-10-10
飲食店営業 一般 第190001号 2019-04-02 2024-09-30 2019-04-02 2019-04-02
飲食店営業 一般 第190003号 2019-04-02 2024-09-30 2019-04-02 2019-04-02
飲食店営業 一般 第190004号 2019-04-02 2024-09-30 2019-04-02 2019-04-02

福山市入船町二丁目４番１５号 百軒堂ビル１Ｆ１号 ＮｅＸＴ

有限会社手創りケーキ工房エンジェル

康好
康好
義治
聡
昂志

営業所所在地１
福山市松浜町一丁目１３番１号

大石 文子

中田
中田
川﨑
福本
羽原

申請者＿代表者

備後庵
Ｌｏｕｎｇｅ 妓采
ローソン福山引野町店
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飲食店営業 一般 第190005号 2019-04-02 2024-06-30 2019-04-02 2019-04-02
飲食店営業 一般 第190006号 2019-04-03 2024-09-30 2019-04-03 2019-04-03
飲食店営業 一般 第190007号 2019-04-03 2024-09-30 2019-04-03 2019-04-03
菓子製造業 移動販売車 第190008号 2019-04-03 2024-05-31 2019-04-03 2019-04-03
飲食店営業 一般 第190009号 2019-04-03 2024-06-30 2019-04-03 2019-04-03
飲食店営業 一般 第190010号 2019-04-04 2024-04-30 2019-04-04 2019-04-04
飲食店営業 一般 第190011号 2019-04-04 2024-09-30 2019-04-04 2019-04-04
飲食店営業 一般 第190012号 2019-04-08 2024-07-31 2019-04-08 2019-04-08
飲食店営業 一般 第190013号 2019-04-08 2024-07-31 2019-04-08 2019-04-08
菓子製造業 一般 第190016号 2019-05-01 2025-04-30 2019-04-08 2014-04-22
菓子製造業 一般 第190018号 2019-04-09 2024-06-30 2019-04-09 2019-04-09
飲食店営業 一般 第190019号 2019-04-11 2024-08-31 2019-04-11 2019-04-11

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
加工水産物販売業 一般
飲食店営業 一般
飲食店営業 一般
飲食店営業 一般
かき作業場
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業
喫茶店営業
飲食店営業

第190020号 2019-04-11 2024-04-10 2019-04-11 2019-04-11
第190021号 2019-04-12 2024-09-30 2019-04-12 2019-04-12
第190022号 2019-04-12 2024-05-31 2019-04-12 2019-04-12
第190023号 2019-04-12 2024-04-30 2019-04-12 2019-04-12
第190025号 2019-05-01 2025-04-30 2019-04-15 2001-11-16
第190026号 2019-05-01 2025-04-30 2019-04-15 2007-12-12
第190027号 2019-05-01 2025-04-30 2019-04-15 2008-04-28
第190028号 2019-05-01 2025-04-30 2019-04-15 2008-04-28
第190030号 2019-04-15 2024-07-31 2019-04-15 2019-04-15
第190034号 2019-04-15 2024-07-31 2019-04-15 2019-04-15
第190035号 2019-04-15 2024-05-31 2019-04-15 2019-04-15
第190036号 2019-04-15 2024-09-30 2019-04-15 2019-04-15
第190038号 2019-04-16 2024-07-31 2019-04-16 2019-04-16

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
羽原 昂志
羽原 昂志
田邊 由紀夫
有限会社企画舎
井上 和世
西本 好伸
石丸 慎也
株式会社アリスジャパン
株式会社ペルゴ
大岡 恭子
長井 康恵
高本 敏明
石口 智章
長谷川 正義
株式会社ウイズ
映クラ株式会社
映クラ株式会社
株式会社Ｓ Ｃｏ．
株式会社Ｓ Ｃｏ．
内海 康司
内海 康司
株式会社阿藻珍味
社会福祉法人一れつ会
くら寿司株式会社
藤田 恭子

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日 初回許可年月日
飲食店営業 一般 第190039号 2019-04-16 2024-07-31 2019-04-16 2019-04-16
ローソン福山引野町店
加工水産物販売業 一般 第190043号 2019-04-16 2024-07-31 2019-04-16 2019-04-16
福山市引野町四丁目１番４１号
ローソン福山引野町店
福山市新涯町二丁目４番３１号
飲食店営業 一般 第190044号 2019-04-16 2024-07-31 2019-04-16 2019-04-16
鉄板家族鬼鉄
飲食店営業 一般 第190045号 2019-04-16 2024-04-30 2019-04-16 2019-04-16
取締役 村上 公紀 福山市神辺町大字川北１４２６番地１
北海道うまいもの館 福山店
福山市駅家町大字倉光２４３番地１
飲食店営業 一般 第190046号 2019-05-01 2025-04-30 2019-04-17 2001-12-21
おしゃべりサロン 花
福山市神辺町字東中条５２３番地２
飲食店営業 一般 第190047号 2019-05-01 2025-04-30 2019-04-17 1996-01-31
ゲットアロング
福山市神辺町字十九軒屋２９７番地３
飲食店営業 一般 第190048号 2019-05-01 2025-04-30 2019-04-17 2001-12-20
つむぎ
代表取締役 松森 茂
福山市神辺町大字川南５４７番地７
飲食店営業 一般 第190049号 2019-05-01 2025-04-30 2019-04-17 2007-11-22
ビーブルかんなべ
代表取締役 小林 康浩 福山市駅家町大字万能倉１０８番地１
飲食店営業 一般 第190050号 2019-05-01 2025-04-30 2019-04-17 2007-12-17
餃子の王将 福山駅家店
福山市神辺町大字川南３１９８番地４
飲食店営業 一般 第190051号 2019-05-01 2025-04-30 2019-04-17 2007-12-27
紅屋
福山市神辺町大字新徳田５３８番地２
飲食店営業 一般 第190053号 2019-05-01 2025-04-30 2019-04-17 2008-04-16
カラオケ喫茶『若葉』
福山市駅家町大字近田１３９番地
飲食店営業 一般 第190055号 2019-05-01 2025-04-30 2019-04-17 2013-11-15
カラオケ喫茶こころ
福山市駅家町大字近田２１５番地１１
飲食店営業 一般 第190056号 2019-05-01 2025-04-30 2019-04-17 2014-03-20
Ｏｓｔｅｒｉａ Ｃｉ Ｖｅｄｉａｍｏ
福山市神辺町字下御領１３５３番地４
飲食店営業 一般 第190058号 2019-05-01 2025-04-30 2019-04-17 2014-04-24
楊貴妃
代表取締役 井上 英明 福山市駅家町大字近田６１５番地
新・和歌山らーめん ばり嗎 福山駅家店 飲食店営業 一般 第190059号 2019-05-01 2025-04-30 2019-04-17 2014-04-09
代表取締役 山西 健三 福山市神辺町字徳田８６７番地１
飲食店営業 一般 第190060号 2019-05-01 2025-04-30 2019-04-17 2014-04-16
石窯パン工房 ルヴァン
代表取締役 山西 健三 福山市神辺町字徳田８６７番地１
菓子製造業 一般 第190061号 2019-05-01 2025-04-30 2019-04-17 2014-04-16
石窯パン工房 ルヴァン
代表取締役 杉野原 啓揮 福山市神辺町大字新湯野４２番地５
ファミリーマート 神辺町新湯野
飲食店営業 一般 第190063号 2019-05-01 2025-04-30 2019-04-17 2014-02-24
代表取締役 杉野原 啓揮 福山市神辺町大字新湯野４２番地５
加工水産物販売業 一般 第190067号 2019-05-01 2025-04-30 2019-04-17 2014-02-24
ファミリーマート 神辺町新湯野
福山市新市町大字戸手７５６番地１
セブン－イレブン福山新市町店
飲食店営業 一般 第190068号 2019-05-01 2025-04-30 2019-04-17 2014-04-22
加工水産物販売業 一般 第190072号 2019-05-01 2025-04-30 2019-04-17 2014-04-22
福山市新市町大字戸手７５６番地１
セブン－イレブン福山新市町店
代表取締役 粟村 元則 福山市神辺町字十九軒屋１８番地１
加工水産物販売業 一般 第190073号 2019-05-01 2025-04-30 2019-04-17 2007-11-28
小魚阿も珍神辺店
菓子製造業 一般 第190078号 2019-05-01 2025-04-30 2019-04-18 1995-11-22
理事長 小林 智久 福山市加茂町字上加茂８１１番地
せんだんの家
代表取締役 田中 邦彦 福山市駅家町大字万能倉３４５番地１
飲食店営業 一般 第190079号 2019-05-01 2025-04-30 2019-04-18 2014-03-07
くら寿司 福山駅家店
福山市神辺町大字新湯野７４番地１５
飲食店営業 一般 第190080号 2019-05-01 2025-04-30 2019-04-18 2014-03-05
創作居酒家 ゆず
広島県立福山北特別支援学校 校長 平川 泰寛 福山市加茂町大字下加茂７００６番地
広島県立福山北特別支援学校・ フッキーカフェ 菓子製造業 一般 第190081号 2019-05-01 2025-04-30 2019-04-18 2014-04-04
広島県立福山北特別支援学校 校長 平川 泰寛 福山市加茂町大字下加茂７００６番地
広島県立福山北特別支援学校・ フッキーカフェ 喫茶店営業 一般 第190082号 2019-05-01 2025-04-30 2019-04-18 2014-04-04
福山市青葉台一丁目２番７－１０１号
飲食店営業 一般 第190084号 2019-04-18 2024-07-31 2019-04-18 2019-04-18
杉山 裕子
たばこや
飲食店営業 一般 第190085号 2019-04-19 2024-09-30 2019-04-19 2019-04-19
福山市松浜町一丁目４番６号 立花ビル２０４号 蝶恋花
馮 梅紅
代表取締役 勝田 彰宏 福山市延広町４番１５号
吉野家 ２号線福山久松通り店
飲食店営業 一般 第190086号 2019-04-19 2024-05-31 2019-04-19 2019-04-19
株式会社西日本吉野家
代表社員 末永 晃一 福山市入船町二丁目４番２０号 百軒堂ビルＡ棟１－３号 ＲＯＧＥＲ
飲食店営業 一般 第190087号 2019-04-19 2024-09-30 2019-04-19 2019-04-19
合同会社ニュートラル
飲食店営業 一般 第190089号 2019-04-19 2024-05-31 2019-04-19 2019-04-19
有限会社プチットメールダイゴ 代表取締役 大村 茂 福山市西町二丁目１０番１号 福山商工会議所１Ｆ 喫茶＆レストラン シャノン
福山市新市町大字新市９９６番地１
飲食店営業 一般 第190090号 2019-05-01 2025-04-30 2019-04-19 2014-04-09
俵原 健一郎
寿楽
代表取締役 松村 賢吾 福山市神辺町字上御領１４２８番地１
飲食店営業 一般 第190095号 2019-05-01 2025-04-30 2019-04-22 2014-05-01
株式会社ＭＫＪ
ローソン神辺上御領店
代表取締役 松村 賢吾 福山市神辺町字上御領１４２８番地１
加工水産物販売業 一般 第190099号 2019-05-01 2025-04-30 2019-04-22 2014-05-01
株式会社ＭＫＪ
ローソン神辺上御領店
飲食店営業 一般 第190100号 2019-04-22 2024-09-30 2019-04-22 2019-04-22
赤木 美枝
福山市南町１２番５号
ＥＹＲＩＥＹ
菓子製造業 一般 第190101号 2019-04-22 2024-09-30 2019-04-22 2019-04-22
赤木 美枝
福山市南町１２番５号
ＥＹＲＩＥＹ
加工水産物販売業 一般 第190105号 2019-04-23 2024-04-30 2019-04-23 2019-04-23
取締役 村上 公紀 福山市神辺町大字川北１４２６番地１
有限会社企画舎
北海道うまいもの館 福山店
代表取締役 米谷 素明 福山市鞆町鞆３２３番地
飲食店営業 一般 第190106号 2019-04-23 2024-08-31 2019-04-23 2019-04-23
株式会社日米クック
藤井病院
代表取締役 富松 高志 福山市芦田町大字福田２７６番地１
飲食店営業 一般 第190107号 2019-05-01 2024-04-30 2019-04-23 2003-02-07
有限会社ファンタゼン
有限会社ファンタゼン
福山市神辺町大字新湯野２９番地７
飲食店営業 一般 第190108号 2019-05-01 2025-04-30 2019-04-23 2007-11-13
片山 佳幸
キープ オン
申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１

営業所所在地２ 営業所名称１

当初許可年月日

福山市引野町四丁目１番４１号
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（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
株式会社阿藻珍味
株式会社はま寿司
ベネフィットホテル株式会社
ベネフィットホテル株式会社
株式会社トリアス
池田糖化工業株式会社
株式会社味万
宮迫 愛
吉岡 明美
梅田 奈美子
田上 ミチ子
株式会社ライフイート
曽祢 和則
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
ツネイシＬＲ株式会社
廣中 和子
株式会社全国チェーン竜鳳
株式会社一丁
株式会社ぐんけい
株式会社ローゼン
株式会社阿藻珍味
株式会社ｇｌｏｂ
倉島 和子
大畑 秀人
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社セリア
林 貴子
有限会社壱乃藏
酒井 哲子
冨田 征二
坪石観光株式会社
ユウベル株式会社
牧野 正幸
須賀 真一
川村 安子
山本 忠正

営業所所在地１

申請者＿役職名

申請者＿代表者

代表取締役

粟村 元則 福山市駅家町大字倉光３０４番地１

代表取締役

遠藤 哲郎 福山市駅家町大字万能倉１１１９番地１

代表取締役

小林 みな子

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

営業所所在地２ 営業所名称１

福山市鞆町鞆５５４番地１
小林 みな子 福山市鞆町鞆５５４番地１
石井 幸蔵 福山市神辺町旭丘４９番地１
池田 直之 福山市箕沖町９５番地
門田 昌欣 福山市箕島町６５３５番地２
福山市芦田町大字福田７１３番地
福山市芦田町大字上有地２３１番地１

福山市松浜町一丁目４番９号

ワコー２ビル １Ｆ Ａ号

福山市駅家町大字服部永谷３１４番地５
代表取締役

大森 康晴 福山市神辺町大字川南１１１４番地１
福山市神辺町大字川北１０８４番地１

代表取締役

佐藤 利行 福山市新市町大字戸手９３番地
佐藤 利行 福山市新市町大字戸手９３番地

代表取締役

神原 秀明 福山市藤江町６３８番地１みろくの里

代表取締役

福山市芦田町大字福田４１７番地６
代表取締役

鈴木 明治 福山市内一円

代表取締役

黒岩 光輝 福山市三之丸町３番７号
東森 由倫 福山市延広町６番３号
荒木 典雅 福山市三之丸町３０番１号

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役

代表取締役
代表取締役

小魚阿も珍駅家店
はま寿司 福山駅家店
仙酔島の塩専門店「仙酔庵」
仙酔島の塩専門店「仙酔庵」
株式会社トリアス
池田糖化工業株式会社
株式会社味万 ＡＢＣ工場
ミヤサコ
アトリエ ｃａｆｅ ｃｈｉｆｆｏｎ
花三月
ほたる灯
すし丸神辺店
麺屋 和佳
株式会社ハローズ戸手店
株式会社ハローズ戸手店
コンテナショップ
和ちゃんの店
やきとり竜鳳 倉敷８８０あ６６１

土井ビル１Ｆ

一丁
軍鶏いぶし家
マネケンＪＲ福山駅店
粟村 元則 福山市三之丸町３０番１号
さんすて福山１Ｆ 小魚阿も珍 さんすて福山店
古市 誉富 福山市御幸町大字上岩成４６４番地８
焼肉きんぐ 福山御幸店
福山市南蔵王町三丁目５番１５号
ボントレコーヒー店
福山市木之庄町一丁目１８番３６号
優香亭
岡﨑 浩樹 福山市御幸町大字下岩成３３８番地
エブリイ御幸店 すし作業場
岡﨑 浩樹 福山市御幸町大字下岩成３３８番地
エブリイ御幸店 惣菜作業場
岡﨑 浩樹 福山市御幸町大字下岩成３３８番地
エブリイ御幸店
岡﨑 浩樹 福山市御幸町大字下岩成３３８番地
エブリイ御幸店
岡﨑 浩樹 福山市御幸町大字下岩成３３８番地
エブリイ御幸店
河合 映治 福山市南本庄三丁目５番１８号
セリア 本庄店
福山市昭和町１０番１０号ＳＡＴＯ８ビル７Ｃ
Ｋｅｅｐ
自家焙煎珈琲 ＩＣＨＩ ｎｏ ＫＵＲＡ
林 倫男 福山市多治米町一丁目９番１１号
福山市千田町一丁目３１番３８号
ｃａｆｅ 千房（ＣＨＩＢＯ）
福山市伏見町１番３号
千両
坪石 正照 福山市三之丸町６番１０号
ホテル ヴィーノ
上田 堅司 福山市御幸町大字下岩成１１５５番地
平安祭典 福山北会館
福山市御船町一丁目１番３号
美酒富朗 万き乃
福山市船町２番８号
船町ビル２Ｆ フードバー荳楓
福山市御船町一丁目１３番２６号１Ｆ
スナック雫
福山市伏見町１番１７号
玄人ラーメン

62 / 155 ページ

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業
清涼飲料水製造業

箕島工場ＡＡ棟１階

菓子製造業
菓子製造業
菓子製造業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業
喫茶店営業
飲食店営業
そうざい製造業

飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

初回許可年月日 当初許可年月日

第190109号 2019-05-01 2025-04-30 2019-04-23 2007-12-05
第190110号 2019-05-01 2025-04-30 2019-04-23 2014-04-21
第190113号 2019-04-23 2024-08-31 2019-04-23 2019-04-23
第190114号 2019-04-23 2024-08-31 2019-04-23 2019-04-23
第190115号 2019-05-01 2025-04-30 2019-04-24 2013-11-27
第190116号 2019-04-24 2024-07-31 2019-04-24 2019-04-24
第190117号 2019-04-24 2024-07-31 2019-04-24 2019-04-24
第190119号 2019-05-01 2025-04-30 2019-04-25 2008-01-10
第190120号 2019-05-01 2025-04-30 2019-04-25 2013-11-01
第190126号 2019-04-25 2024-09-30 2019-04-25 2019-04-25
第190127号 2019-05-01 2025-04-30 2019-04-26 2002-01-17
第190128号 2019-05-01 2025-04-30 2019-04-26 2001-12-17
第190129号 2019-05-01 2025-04-30 2019-04-26 2013-11-06
第190130号 2019-04-26 2024-04-30 2019-04-26 2019-04-26
第190131号 2019-04-26 2024-04-30 2019-04-26 2019-04-26
第190132号 2019-04-26 2024-06-30 2019-04-26 2019-04-26
第190134号 2019-05-01 2025-04-30 2019-04-26 2014-01-07

第190135号 2019-05-07 2024-05-31 2019-05-07 2019-05-07
飲食店営業 一般 第190136号 2019-05-07 2024-05-31 2019-05-07 2019-05-07
飲食店営業 一般 第190140号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-09 2008-01-16
移動販売車

菓子製造業 一般 第190142号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-09 2013-12-02
飲食店営業 一般 第190143号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-09 2014-04-14
飲食店営業 一般 第190144号 2019-05-10 2024-05-31 2019-05-10 2019-05-10
飲食店営業 一般 第190147号 2019-05-10 2024-07-31 2019-05-10 2019-05-10
飲食店営業 一般 第190148号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-14 2002-05-24
飲食店営業 一般 第190149号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-14 2007-12-27
飲食店営業 一般 第190150号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-14 2007-12-27

一般 第190151号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-14 2007-12-27
食肉販売業 一般 第190153号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-14 2007-12-27

魚介類販売業

加工水産物販売業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第190154号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-14 2007-12-27
第190155号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-14 2014-04-08
第190156号 2019-05-14 2024-09-30 2019-05-14 2019-05-14
第190157号 2019-05-14 2024-09-30 2019-05-14 2019-05-14
第190158号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-14 1995-12-08
第190159号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-14 1995-12-13
第190160号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-14 2001-12-17
第190161号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-14 2001-12-19
第190162号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-14 2002-01-21
第190163号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-14 2002-05-17
第190164号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-14 2007-12-14
第190165号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-14 2007-12-26

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
株式会社とん匠
藤井 雅夫
株式会社めだか
高村 康弘
西迫 みづ江
株式会社アースクリエイト
松尾 広
株式会社とん匠

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日 初回許可年月日
飲食店営業 一般 第190166号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-14 2008-01-11
とん匠 駅前店
福山市三之丸町８番１５号 吉原ビル１Ｆ
飲食店営業 一般 第190167号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-14 2008-03-05
ｃａｃｈａｒｒｏｓ
代表取締役 村田 剛 福山市船町３番３号
飲食店営業 一般 第190168号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-14 2008-03-05
めだか
福山市北本庄二丁目１６番２２号
飲食店営業 一般 第190169号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-14 2014-03-14
鳥仟工房
廣川店舗２ＦＡ号室 お食事 食彩
飲食店営業 一般 第190170号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-14 2008-03-18
福山市延広町２番９号
代表取締役 三好 員弘 福山市伏見町４番２５号
オンリービル１Ｆ 福山駅前酒場 情熱ホルモン
飲食店営業 一般 第190171号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-14 2008-05-20
飲食店営業 一般 第190172号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-14 2014-02-26
福山市伏見町２番８号
個室居酒屋ｉｃｈｉ
代表取締役 石川 豊 福山市三吉町二丁目１３番２７号
飲食店営業 一般 第190173号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-14 2014-04-17
とん匠 三吉店
リンクプラスコーポレーション株式会社 代表取締役 木元 英治 福山市大黒町２番１２号１Ｆ
飲食店営業 一般 第190174号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-14 2014-05-16
ＫＥＮＳＩＮＧＴＯＮ
福山市南本庄二丁目７番１１号
飲食店営業 一般 第190175号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-14 2014-05-29
安藤 美佐江
カラオケ おはこ
飲食店営業 一般 第190176号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-14 2014-05-26
立石 尚代
福山市延広町４番２号
春日家
福山市三吉町三丁目１０番７号
飲食店営業 一般 第190177号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-14 2007-12-06
佐藤 隆行
ｃａｆｅ ｎａｎａｉｒｏ
飲食店営業 一般 第190178号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-14 2007-12-11
藤澤 善一
福山市宝町３０番１号
セブンイレブン福山宝町店
加工水産物販売業 一般 第190182号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-14 2007-12-11
藤澤 善一
福山市宝町３０番１号
セブンイレブン福山宝町店
山陽ステーション開発株式会社さんすて福山 北中央入口 喫茶店営業 自動販売機 第190184号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-14 2008-04-02
株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 福山市三之丸町３０番１号
福山市御幸町大字森脇４４３番地１３
飲食店営業 一般 第190185号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-14 2008-04-08
花森 滋也
中華料理桜華
飲食店営業 一般 第190187号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-14 2014-06-02
片岡 乾都
福山市船町２番１９号
鶏蔵
代表取締役 宗兼 邦生 福山市北吉津町二丁目３番２５号
株式会社フレスタ 北吉津店 寿司
飲食店営業 一般 第190188号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-14 2002-03-29
株式会社フレスタ
代表取締役 宗兼 邦生 福山市北吉津町二丁目３番２５号
株式会社フレスタ 北吉津店 惣菜
飲食店営業 一般 第190189号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-14 2002-03-29
株式会社フレスタ
代表取締役 宗兼 邦生 福山市北吉津町二丁目３番２５号
株式会社フレスタ 北吉津店 焼魚
飲食店営業 一般 第190190号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-14 2002-03-29
株式会社フレスタ
代表取締役 宗兼 邦生 福山市北吉津町二丁目３番２５号
魚介類販売業 一般 第190191号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-14 2002-03-29
株式会社フレスタ
株式会社フレスタ 北吉津店
代表取締役 宗兼 邦生 福山市北吉津町二丁目３番２５号
食肉販売業 一般 第190193号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-14 2002-03-29
株式会社フレスタ
株式会社フレスタ 北吉津店
代表取締役 宗兼 邦生 福山市北吉津町二丁目３番２５号
加工水産物販売業 一般 第190194号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-14 2002-03-29
株式会社フレスタ
株式会社フレスタ 北吉津店
代表取締役 江國 成基 福山市元町１番１号
株式会社天満屋福山店８Ｆ催事場
飲食店営業 一般 第190195号 2019-06-01 2024-05-31 2019-05-15 2004-04-06
株式会社天満屋
寺岡整形外科病院事業所 飲食店営業 一般 第190196号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-15 2014-01-28
代表取締役 石井 厳権 福山市南本庄三丁目１番５２号
アイサービス株式会社
アイサービス株式会社
福山市大門町三丁目３８番２０号
飲食店営業 一般 第190197号 2019-05-15 2024-07-31 2019-05-15 2019-05-15
根岸 長子
カラオケ喫茶 琳
代表取締役 坂本 周作 福山市霞町一丁目８番３号
飲食店営業 一般 第190198号 2019-05-15 2024-09-30 2019-05-15 2019-05-15
株式会社サンフーズ
おばんざい菜々彩
サンステーションテラス福山内 幸八
飲食店営業 一般 第190199号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-15 2001-12-19
取締役 尾永 敏 福山市三之丸町３０番１号
有限会社八家
代表取締役 赤塚 保正 福山市三之丸町３０番１号
さんすて福山１Ｆ 口福堂 さんすて福山店
菓子製造業 一般 第190200号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-15 2014-03-24
株式会社柿安本店
菓子製造業 一般 第190201号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-15 2014-03-24
有限会社山陰ダイワサービス 代表取締役 松岡 篤志 福山市三之丸町３０番１号
ビアードパパ
代表取締役 唄野 康太郎 福山市三之丸町３０番１号
加工水産物販売業 一般 第190203号 2019-05-16 2024-05-31 2019-05-16 2019-05-16
さんすて福山１Ｆ （株）博多中唄
株式会社博多中唄
代表取締役 大村 豊
そうざい製造業 一般 第190204号 2019-05-17 2024-09-30 2019-05-17 2019-05-17
福山市西桜町二丁目１番２２号
株式会社大久
株式会社大久
飲食店営業 一般 第190205号 2019-05-17 2024-07-31 2019-05-17 2019-05-17
理事長 小林 智久 福山市青葉台一丁目２０番１号
社会福祉法人一れつ会
春日寮
飲食店営業 一般 第190207号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-20 2002-03-04
髙橋 ヒロ子
福山市吉津町６番２２号
たかはし
代表取締役 長鋪 毅一郎 福山市南本庄一丁目１２番２２号
飲食店営業 一般 第190208号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-21 1996-03-14
株式会社一富士興業
スーパー銭湯 ゆらら
飲食店営業 一般 第190209号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-21 2014-04-24
福山市南本庄二丁目４番１号 昭栄マンション１０２ 東北餃子館
葛 春波
福山ニューキャッスルホテルＢ１Ｆ
福山ニューキャッスル店 飲食店営業 一般 第190210号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-21 2008-03-18
代表取締役 高橋 民雄 福山市三之丸町８番１６号
有限会社ゆうらい公司
中国四川料理｢又来軒｣
代表取締役 髙橋 英樹 福山市西町一丁目１番1号
飲食店営業 一般 第190211号 2019-05-21 2024-05-31 2019-05-21 2019-05-21
株式会社夢笛
リム福山９Ｆ 焼肉ビアガーデン シュパッチ
代表取締役 髙橋 英樹 福山市西町一丁目１番1号
飲食店営業 一般 第190212号 2019-05-21 2024-05-31 2019-05-21 2019-05-21
株式会社夢笛
リム福山９Ｆ 焼肉ビアガーデン シュパッチ
飲食店営業 一般 第190213号 2019-05-22 2024-08-31 2019-05-22 2019-05-22
豊原 二三夫
福山市鞆町鞆５２８番地
あこう屋
福山市松永町四丁目１５番７９号
飲食店営業 一般 第190218号 2019-05-23 2024-06-30 2019-05-23 2019-05-23
竹本 和隆
お好み焼き たけとんぼ
申請者＿役職名

代表取締役

営業所所在地１
石川 豊 福山市三之丸町３番４号

申請者＿代表者

営業所所在地２ 営業所名称１
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福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿代表者
申請者＿申請者名
梅田 奈美子
株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平
大下 則昭
土屋 秀晴
代表取締役 山口 寛
株式会社丸亀製麺
取締役 山本 潤
有限会社ジーシー
株式会社うどん食堂まんぷく 代表取締役 上野 助十郎
代表社員 趙 亜杰
福原産業合同会社
平田 夕花
申請者＿役職名

代表取締役

竹内 美夫

代表取締役

廣田 敏之

代表取締役

松原 宏林

代表取締役

藤田 朋洋

代表取締役

山野 浩二

株式会社カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント 代表取締役

穗積 輝明

株式会社ナリコマエンタープライズ

石田 享
ＬＥＭＯＮｅｄ株式会社
藤井 益子
株式会社スマイルクリエート
横井 建人
株式会社アニメイトカフェ
佐藤 悦子
株式会社ヤマヒロ
有限会社印和物産
齋藤 紘司

代表取締役 タクールテジンドラ

株式会社ジェイアールサービスネット岡山

代表取締役

北條 裕介

株式会社ジェイアールサービスネット岡山

代表取締役

北條 裕介

株式会社ジェイアールサービスネット岡山

代表取締役

北條 裕介

株式会社ジェイアールサービスネット岡山

代表取締役

北條 裕介

ホリスティックブレイン学院株式会社

代表取締役

林原 惠美子

有限会社マジカルコーポレーション 取締役 半田 悦子

株式会社マリンポリス
長田 恭子
陽奥 定宏
株式会社ヨシックスフーズ
八杉 直彰
岩井 益子
松岡 和美
有限会社壱乃藏
Ｆ－ｃｒｅｗ株式会社
福山市農業協同組合
横島漁業協同組合
株式会社あきんどスシロー
全国農業協同組合連合会
高上 栄

代表取締役

池田 賢

代表取締役

瀬川 雅人

代表取締役

林 倫男

代表取締役

広川 永哲

代表理事

佐藤 宏

代表理事

渡邉 冬彦

代表取締役

堀江 陽
野口 栄

代表理事

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日 初回許可年月日
営業所所在地２ 営業所名称１
営業所所在地１
飲食店営業 一般 第190219号 2019-05-23 2024-09-30 2019-05-23 2019-05-23
福山市松浜町一丁目４番８号 Ｙ・Ｙビル１Ｆ 花三月
喫茶店営業 自動販売機 第190220号 2019-05-24 2024-07-31 2019-05-24 2019-05-24
福山市大門町五丁目８番１号
横山商会 本社事務所軒下
福山市木之庄町三丁目３番１９号
飲食店営業 一般 第190221号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-24 1996-05-01
本家かまどや木之庄店
飲食店営業 一般 第190222号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-24 2008-02-06
福山市伏見町３番２５号
ねぎ房’z
福山市御幸町大字上岩成５７９番地１
飲食店営業 一般 第190223号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-24 2008-02-26
丸亀製麺 福山平成大学前店
飲食店営業 一般 第190229号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-24 2014-04-23
福山市三之丸町３０番１号 さんすて福山２Ｆ Ｊ ＣＡＦＥ 福山店
飲食店営業 一般 第190230号 2019-05-24 2024-05-31 2019-05-24 2019-05-24
福山市若松町９番２０号
味処まんぷく
福山市加茂町字中野２８３番地６
飲食店営業 一般 第190233号 2019-05-27 2024-10-31 2019-05-27 2019-05-27
台湾料理 雪梅園
飲食店営業 移動販売車 第190234号 2019-05-27 2024-07-31 2019-05-27 2019-05-27
福山市内一円
Ｆｒｅｅ ｓｔｙｌｅ
飲食店営業 一般 第190236号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-27 2002-03-15
福山市笠岡町１番２５号
ケアハウスハーモニー
天満屋福山店８Ｆ 豆風花
飲食店営業 一般 第190237号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-27 2008-05-14
福山市元町１番１号
飲食店営業 一般 第190238号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-27 2013-12-10
福山市元町１３番２２号
炭焼ワイン酒場 Ｋｏｋｏｍｏ
福山市新涯町一丁目２１番３７号
菓子製造業 一般 第190239号 2019-05-27 2024-07-31 2019-05-27 2019-05-27
バラ酵母のパン屋さん
福山市多治米町一丁目２８番１号
飲食店営業 一般 第190240号 2019-05-27 2024-09-30 2019-05-27 2019-05-27
ラ・プラス
福山市多治米町二丁目１０番３号
飲食店営業 一般 第190241号 2019-05-27 2024-09-30 2019-05-27 2019-05-27
三宝
喫茶店営業 移動販売車 第190242号 2019-05-28 2024-05-31 2019-05-28 2019-05-28
福山市内一円
アニメイトカフェ キッチンカー
飲食店営業 一般 第190243号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-28 2008-05-07
福山市吉津町１番２９号
佐藤お好み焼店
加工水産物販売業 一般 第190248号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-28 2014-04-07
福山市奈良津町三丁目３番３号
ローソン福山奈良津町三丁目店
福山市御船町二丁目８番２０号
飲食店営業 一般 第190249号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-28 2008-05-20
カンデオホテルズ福山
飲食店営業 一般 第190250号 2019-05-28 2024-05-31 2019-05-28 2019-05-28
福山市胡町３番１号
シャンティ インディア
福山市南手城町四丁目１２番６号
飲食店営業 一般 第190251号 2019-05-29 2024-07-31 2019-05-29 2019-05-29
海鮮居酒屋 一
加工水産物販売業 一般 第190253号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-29 2008-04-17
福山市三之丸町３０番１号 福山駅構内１Ｆ おみやげ街道福山新幹線
飲食店営業 一般 第190254号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-29 2014-03-26
福山市三之丸町３０番１号
リトルマーメイド 福山店
菓子製造業 一般 第190255号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-29 2014-03-26
福山市三之丸町３０番１号
リトルマーメイド 福山店
喫茶店営業 一般 第190256号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-29 2014-03-26
福山市三之丸町３０番１号
リトルマーメイド 福山店
福山市久松台一丁目５番２２号
飲食店営業 一般 第190258号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-30 2014-05-09
ＨＢ ｃａｆｅ
福山市御門町一丁目１０番１号
飲食店営業 一般 第190259号 2019-05-30 2024-09-30 2019-05-30 2019-05-30
マジカル２１パートⅡ
しーじゃっく本庄店／金しゃり本庄店
福山市南本庄一丁目１０番１５号
飲食店営業 一般 第190260号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-30 2014-03-17
飲食店営業 一般 第190261号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-30 2014-03-27
福山市伏見町１番９号
今福ビル２Ｆ ジャズスポット デュオ
飲食店営業 一般 第190262号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-30 2014-05-07
福山市延広町２番６号
ｉｚａｋａｙａ４０９３
飲食店営業 一般 第190263号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-30 2014-04-21
福山市延広町７番２号
や台ずし福山町
飲食店営業 一般 第190264号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-30 2008-03-25
福山市元町１３番１０号
ＩＬＹＡ４Ｆ
バー ラ・ゴーラ
飲食店営業 一般 第190266号 2019-05-30 2024-05-31 2019-05-30 2019-05-30
福山市元町１２番７号
福山会館５F 花
飲食店営業 一般 第190267号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-31 2008-05-20
福山市笠岡町４番１５号
２Ｆ
焼肉まつおか
飲食店営業 一般 第190270号 2019-06-01 2025-05-31 2019-05-31 2007-12-21
福山市東町一丁目２番１０号
壱乃藏
飲食店営業 一般 第190271号 2019-06-04 2024-11-30 2019-06-04 2019-06-04
福山市伏見町４番５号
がブリチキン。福山駅前店
加工水産物販売業 一般 第190273号 2019-06-04 2024-09-30 2019-06-04 2019-06-04
福山市千代田町一丁目２番４１号
Ｆｕｋｕｙａｍａふくふく市
加工水産物販売業 一般 第190276号 2019-06-04 2024-09-30 2019-06-04 2019-06-04
福山市千代田町一丁目２番４１号
Ｆｕｋｕｙａｍａ ふくふく市
加工水産物販売業 一般 第190277号 2019-06-05 2024-10-31 2019-06-05 2019-06-05
福山市神辺町字十三軒屋１４２番地１
スシロー福山神辺店
福山市千代田町一丁目２番４１号
食肉販売業 一般 第190278号 2019-06-05 2024-09-30 2019-06-05 2019-06-05
ＪＡのお肉屋さん 福山店
飲食店営業 一般 第190279号 2019-06-05 2024-07-31 2019-06-05 2019-06-05
福山市引野町北三丁目９番１号
高上ストアー
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当初許可年月日

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
株式会社ニシムラ
株式会社セリア
片岡 美奈子
藤原 建作
児玉 明彦
株式会社トモテツセブン
株式会社トモテツセブン
株式会社トモテツセブン
株式会社トモテツセブン
株式会社トモテツセブン
株式会社トモテツセブン
株式会社トモテツセブン
光本 律子
瀬戸電設工業株式会社
道下 桃代
清進丸株式会社

営業所所在地１

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

申請者＿代表者

代表取締役

西村 幹雄 福山市新市町大字相方１０８９番地２０

株式会社ニシムラ 福山流通センター

加工水産物販売業

代表取締役

河合 映治 福山市松永町六丁目８番１８号

セリア 松永店
ＳＯＵＭＯＫＵ ｃｏｆｆｅｅ
Ｆｕｊｉｗａｒａ
街洋食 ひとやすみ

加工水産物販売業

福山市加茂町字中野４０９番地３
福山市加茂町字中野４０９番地３

福山市伊勢丘六丁目２６番２号

林 克士
林 克士
林 克士
林 克士
林 克士
林 克士
林 克士

飲食店営業
菓子製造業
飲食店営業

福山市津之郷町大字津之郷３３３番地２

山陽自動車道福山サービスエリア（下り）

福山サービスエリア下り レストラン

飲食店営業

福山市津之郷町大字津之郷３３３番地２

山陽自動車道福山サービスエリア（下り）

福山サービスエリア下り フードコート

飲食店営業

福山市津之郷町大字津之郷３３３番地２

山陽自動車道福山サービスエリア（下り）

飲食店営業

福山市津之郷町大字津之郷３３３番地２

山陽自動車道福山サービスエリア（下り）

天ぷらコーナー
喰心坊将軍

福山市津之郷町大字津之郷３３３番地２

山陽自動車道福山サービスエリア（下り）

福山サービスエリア（下り）スウィーツ

飲食店営業

福山市津之郷町大字津之郷３３３番地２

山陽自動車道福山サービスエリア（下り）

リトルマーメイド福山サービスエリア(下り)

飲食店営業

福山市津之郷町大字津之郷３３３番地２

山陽自動車道福山サービスエリア（下り）

リトルマーメイド福山サービスエリア(下り)

菓子製造業

お好み焼ふじ

飲食店営業

指定特定施設老人ホーム 瀬戸の家

飲食店営業
飲食店営業

代表取締役

千成宝ビル１０２ 麻里音
福山市昭和町９番１３号
橋本 清作 福山市鞆町後地２６番地２００
清進丸
大西 博史 福山市松永町六丁目１３番３号
１３２５
小川 睦敏 福山市柳津町一丁目４番１７号
モスバーガー福山松永店
多田 高志 福山市松永町三丁目９番３１号
ダイレックス松永店
井出 基浩 福山市松永町六丁目１３番３０号
マルビシ醬油株式会社
利川 幸大 福山市元町１３番１８号
フロリダビル１F 屋台居酒屋 大阪 満マル 宮通り店

代表取締役

梶原 聡一 福山市南蔵王町四丁目４番３５号

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

福山市瀬戸町大字長和２５０番地１
代表取締役

代表取締役

池ノ内 弘美 福山市瀬戸町大字山北４１１番地３

一冨士フードサービス株式会社

代表取締役

株式会社ＭＴＦコーポレーション

代表取締役

ダイレックス株式会社
マルビシ醬油株式会社
株式会社リバーシップ
株式会社ププレひまわり
株式会社ファミリーフード

代表取締役

代表取締役

林原 博之 福山市入船町三丁目１番６０号

イズミ・フード・サービス株式会社

代表取締役

大谷 和昭 福山市入船町三丁目１番６０号

株式会社ジーエムコーポレーション

代表取締役

森川 徹 福山市入船町三丁目１番６０号
福山市住吉町３番２２号

ヤン ボーウォン
株式会社イズミ
株式会社イズミ
株式会社イズミ
株式会社イズミ
株式会社イズミ
株式会社イズミ
株式会社イズミ
株式会社イズミ
株式会社イズミ
株式会社イズミ
株式会社ＬＥＯＣ
川口 麻里
安藤 基実
北野 和利
帶田 広美

営業所所在地２ 営業所名称１

申請者＿役職名

代表取締役

代表取締役

山西 泰明 福山市入船町三丁目１番６０号

代表取締役

山西 泰明 福山市入船町三丁目１番６０号

代表取締役

山西 泰明 福山市入船町三丁目１番６０号

代表取締役

山西 泰明 福山市入船町三丁目１番６０号

代表取締役

山西 泰明 福山市入船町三丁目１番６０号

代表取締役

山西 泰明 福山市入船町三丁目１番６０号

代表取締役

山西 泰明 福山市入船町三丁目１番６０号

代表取締役

山西 泰明 福山市入船町三丁目１番６０号

代表取締役

山西 泰明 福山市入船町三丁目１番６０号

代表取締役

山西 泰明 福山市入船町三丁目１番６０号

代表取締役

田島 利行 福山市入船町三丁目１番６０号
福山市松永町四丁目１６番５４－１号

福山市高西町三丁目１４番４号

福山市神村町２７番地８
福山市松永町四丁目９番１２号

飲食店営業

加工水産物の製造業

飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業

しょうゆ製造業

飲食店営業

スーパードラッグひまわりププレ蔵王店

加工水産物販売業

ペッパーランチゆめタウン福山店

飲食店営業

お好み一番地 ゆめタウン福山店

飲食店営業

ゆめタウン福山フードコート

げんこつらーめん ゆめタウン福山店

飲食店営業

ローズガーデン１０５

スナック ＣｏＣｏ
ゆめタウン福山
ゆめタウン福山
ゆめタウン福山
ゆめタウン福山
ゆめタウン福山
ゆめタウン福山 焼魚
ゆめタウン福山 鮮魚寿司
ゆめタウン福山 精肉生食
ゆめタウン福山 青果タルト室
ゆめタウン福山
ＬＥＯＣゆめタウン福山事業所
スナック綾
華さくｃａｆｅ
北野鮮魚店
スナック 咲妃

飲食店営業

ゆめタウン福山フードコート内
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飲食店営業
菓子製造業
魚介類販売業

喫茶店営業
食肉販売業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
魚介類販売業

飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

初回許可年月日 当初許可年月日

第190284号 2019-06-06 2024-10-31 2019-06-06 2019-06-06
第190287号 2019-07-01 2025-06-30 2019-06-07 2014-04-04
第190288号 2019-06-10 2024-10-31 2019-06-10 2019-06-10
第190289号 2019-06-10 2024-10-31 2019-06-10 2019-06-10
第190290号 2019-06-11 2024-07-31 2019-06-11 2019-06-11
第190291号 2019-07-01 2025-06-30 2019-06-12 2008-04-17
第190292号 2019-07-01 2025-06-30 2019-06-12 2008-01-29
第190293号 2019-07-01 2025-06-30 2019-06-12 2008-04-17
第190294号 2019-07-01 2025-06-30 2019-06-12 2008-04-17
第190295号 2019-07-01 2025-06-30 2019-06-12 2008-04-17
第190296号 2019-07-01 2025-06-30 2019-06-12 2008-04-17
第190297号 2019-07-01 2025-06-30 2019-06-12 2008-04-17
第190298号 2019-07-01 2025-06-30 2019-06-12 2002-04-10
第190299号 2019-07-01 2025-06-30 2019-06-12 2014-01-24
第190300号 2019-06-14 2024-09-30 2019-06-14 2019-06-14
第190301号 2019-06-14 2024-08-31 2019-06-14 2019-06-14
第190302号 2019-07-01 2025-06-30 2019-06-17 2002-03-26
第190303号 2019-07-01 2025-06-30 2019-06-17 2008-03-04
第190316号 2019-07-01 2025-06-30 2019-06-19 2008-03-19
第190317号 2019-07-01 2025-06-30 2019-06-19 1996-05-31
第190318号 2019-06-21 2024-11-30 2019-06-21 2019-06-21
第190320号 2019-06-21 2024-07-31 2019-06-21 2019-06-21
第190321号 2019-06-21 2024-09-30 2019-06-21 2019-06-21
第190322号 2019-06-21 2024-09-30 2019-06-21 2019-06-21
第190323号 2019-06-21 2024-09-30 2019-06-21 2019-06-21
第190326号 2019-06-25 2024-09-30 2019-06-25 2019-06-25
第190328号 2019-06-25 2024-09-30 2019-06-25 2019-06-25
第190329号 2019-06-25 2024-09-30 2019-06-25 2019-06-25
第190330号 2019-06-25 2024-09-30 2019-06-25 2019-06-25
第190331号 2019-06-25 2024-09-30 2019-06-25 2019-06-25
第190334号 2019-06-25 2024-09-30 2019-06-25 2019-06-25
第190335号 2019-06-25 2024-09-30 2019-06-25 2019-06-25
第190336号 2019-06-25 2024-09-30 2019-06-25 2019-06-25
第190337号 2019-06-25 2024-09-30 2019-06-25 2019-06-25
第190338号 2019-06-25 2024-09-30 2019-06-25 2019-06-25
第190339号 2019-06-25 2024-09-30 2019-06-25 2019-06-25
第190340号 2019-06-25 2024-09-30 2019-06-25 2019-06-25
第190341号 2019-07-01 2025-06-30 2019-06-25 2002-04-02
第190342号 2019-07-01 2025-06-30 2019-06-25 2008-02-29
第190343号 2019-07-01 2025-06-30 2019-06-25 2014-01-30
第190344号 2019-07-01 2025-06-30 2019-06-25 2014-03-07

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
社会医療法人定和会
山方 茂美
株式会社トモテツセブン
おいしい約束株式会社
西原 清香
株式会社あいるらいふ
坂下 由起
湯浅 祐佳
掛谷ビル株式会社
株式会社丸亀製麺

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１

営業所所在地２ 営業所名称１

Ｒｅｓｔ Ｃａｆｅ Ｌａ Ｆａｍｉｌｌｅ
福山市南今津町１５９番地
レストラン ルグラン
福山市東村町三蔵９８５番地 大学会館２Ｆ 福山大学 フーヅカフェ

代表取締役

林 克士

代表取締役

岡部 知之 福山市高西町二丁目１番２５号

代表取締役

土岸 龍治 福山市赤坂町大字赤坂２６７番地９５

福山市瀬戸町大字山北３７１番地１５

福山市松永町四丁目１５番７５号

福山市松永町四丁目９番９号

ポタジェ
サンシティ赤坂
スナック喫茶 礎
Ｆｌａｐ
サーティワンアイスクリーム
丸亀製麺ゆめタウン福山

代表取締役

掛谷 泰男 福山市入船町三丁目１番６０号
山口 寛 福山市入船町三丁目１番６０号
福原 扶美勇 福山市入船町三丁目１番６０号
青木 大輔 福山市入船町三丁目１番６０号
佐瀬 守男 福山市入船町三丁目１番６０号

代表取締役

王 亮

代表取締役

國上 賢一 福山市神辺町字道上１３３５番地１

代表取締役

國上 賢一 福山市神辺町字道上１３３５番地１

代表取締役

國上 賢一 福山市神辺町字道上１３３５番地１

築地銀だこゆめタウン福山店
麺藏
介護・教育サービス陽気
ルカフェ
ルカフェ

福山市入船町三丁目１番６０号

ＦＵＪＩＹＡ ＫＯＢＥ ゆめタウン福山店

福山市入船町三丁目１番６０号

ＦＵＪＩＹＡ ＫＯＢＥ ゆめタウン福山店

代表取締役
代表取締役

ゆめタウン福山１階

代表取締役

株式会社青木商店
株式会社ホットランド
世紀グループ株式会社
陽気株式会社
陽気株式会社
陽気株式会社
原田 直美
原田 直美

代表取締役

リンガーハットゆめタウン福山店

株式会社ピアーサーティー西日本

代表取締役

髙橋 章之 福山市入船町三丁目１番６０号 ゆめタウン福山２Ｆ 宮崎ステーキハウス霧峰 福山店

株式会社ピアーサーティー西日本

代表取締役

髙橋 章之 福山市入船町三丁目１番６０号 ゆめタウン福山２Ｆ 五穀 福山店

ゆめタウン福山１Ｆフードコート内

ゆめタウン福山 Ｆ１０６区画

福山市松永町四丁目１４番１７号

福山市松永町四丁目９番１２号 Ｋ１ビル

福山市内海町甲６番地２
福山市内海町甲６番地２
福山市水呑町３２９６番地１

１Ｆ

福山市今津町三丁目３番１３号
代表取締役

中村 勝彦 福山市神村町５２３４番地３

福山市赤坂町大字赤坂６１番地３
福山市赤坂町大字赤坂６１番地３
福山市松浜町一丁目２番１８号ほっと館１０４

福山市昭和町１０番２０号
杉原 由香里 福山市高西町三丁目１４番５７号

福山市松永町四丁目１０番１１号

福山市今津町１番地２６
代表取締役

有永 和代 福山市松永町六丁目１０番３１号

ＸＲＯＺ
ことひらまる
ことひらまる
Ｌａ Ｌｕｎｅ
山武

ＳＡＴＯ８ビル パート２西側１Ｆ

代表取締役
代表取締役

飲食店営業 一般 第190349号 2019-07-01 2025-06-30 2019-06-25 2014-05-02
飲食店営業 一般 第190355号 2019-07-01 2025-06-30 2019-06-25 2008-03-21
飲食店営業 一般 第190357号 2019-07-01 2025-06-30 2019-06-25 2014-02-21
飲食店営業 一般 第190358号 2019-07-01 2025-06-30 2019-06-25 2014-02-26
ゆめタウン福山店

飲食店営業 一般 第190360号 2019-06-25 2024-09-30 2019-06-25 2019-06-25
飲食店営業 一般 第190361号 2019-06-25 2024-09-30 2019-06-25 2019-06-25
飲食店営業 一般 第190362号 2019-06-25 2024-09-30 2019-06-25 2019-06-25
飲食店営業 一般 第190363号 2019-06-25 2024-09-30 2019-06-25 2019-06-25
飲食店営業 一般 第190364号 2019-06-25 2024-09-30 2019-06-25 2019-06-25
飲食店営業 一般 第190365号 2019-06-25 2024-06-30 2019-06-25 2019-06-25
飲食店営業 一般 第190367号 2019-06-27 2024-10-31 2019-06-27 2019-06-27
飲食店営業 一般 第190368号 2019-06-27 2024-10-31 2019-06-27 2019-06-27
菓子製造業 一般 第190369号 2019-06-27 2024-10-31 2019-06-27 2019-06-27
飲食店営業 一般 第190370号 2019-06-27 2024-09-30 2019-06-27 2019-06-27
菓子製造業 一般 第190371号 2019-06-27 2024-09-30 2019-06-27 2019-06-27
飲食店営業 一般 第190372号 2019-06-27 2024-09-30 2019-06-27 2019-06-27
飲食店営業 一般 第190373号 2019-06-27 2024-09-30 2019-06-27 2019-06-27
飲食店営業 一般 第190374号 2019-06-27 2024-06-30 2019-06-27 2019-06-27
飲食店営業 一般 第190375号 2019-06-27 2024-08-31 2019-06-27 2019-06-27

一般 第190376号 2019-06-27 2024-08-31 2019-06-27 2019-06-27
飲食店営業 一般 第190377号 2019-06-27 2024-08-31 2019-06-27 2019-06-27
飲食店営業 一般 第190380号 2019-06-27 2024-06-30 2019-06-27 2019-06-27

おかだ
ファミリーマート河手橋店
ファミリーマート河手橋店
スナック アザレア
シャローム
まる文香の月
かみさま
ＪＵＮ
お好み焼・てっぱん焼 どんちゃん

美ノ鶴ビル２Ｆ Ｂｉｌｌｉａｒｄ ＆ Ｄａｒｔｓ
ほっともっと高西店
米谷 素明 福山市新涯町二丁目５番８号
医療法人社団 島谷病院
平山 賢太郎 福山市三吉町二丁目１２番１号
なか卯 福山三吉店
福山市新涯町一丁目１１番１４号
葉月
福山市沖野上町四丁目１２番２９号

代表取締役

飲食店営業 一般 第190347号 2019-07-01 2025-06-30 2019-06-25 2014-05-07
飲食店営業 一般 第190348号 2019-07-01 2025-06-30 2019-06-25 2014-05-20

魚介類販売業

地域密着型特別養護老人ホーム 桜

福山市本郷町２８１８番地１

代表取締役

果汁工房果琳 ゆめタウン福山

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第190345号 2019-07-01 2025-06-30 2019-06-25 2014-03-12
飲食店営業 一般 第190346号 2019-07-01 2025-06-30 2019-06-25 2014-04-04

旬菜創作ビュッフェ 露菴 福山松永店

リンガーハットジャパン株式会社

向井 浩
岡﨑 由香里
岡﨑 由香里
吉村 真帆
小林 寿之
富士産業株式会社
岡田 陽子
木村 達芳
木村 達芳
髙橋 剛
松本 典子
株式会社まる文
髙橋 幸夫
小川 美江子
株式会社永利堂
瀬上 和也
株式会社ブレンズ
株式会社日米クック
株式会社なか卯
松尾 孝子

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

理事長 神原 浩 福山市神村町５２３４番地１２

光武 輝彦 福山市高西町四丁目３番１５号
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飲食店営業 一般 第190382号 2019-07-01 2025-06-30 2019-06-28 2014-04-30
菓子製造業 一般 第190383号 2019-07-01 2025-06-30 2019-06-28 2014-06-06
飲食店営業 一般 第190384号 2019-07-01 2025-06-30 2019-06-28 2014-02-20

一般 第190388号 2019-07-01 2025-06-30 2019-06-28 2014-02-20
飲食店営業 一般 第190389号 2019-06-28 2024-09-30 2019-06-28 2019-06-28
飲食店営業 一般 第190390号 2019-06-28 2024-09-30 2019-06-28 2019-06-28

加工水産物販売業

飲食店営業 一般 第190391号 2019-07-01 2025-06-30 2019-06-28 2002-04-04
飲食店営業 一般 第190393号 2019-07-01 2025-06-30 2019-06-28 2008-02-20
飲食店営業 一般 第190394号 2019-07-01 2025-06-30 2019-06-28 2014-03-07
飲食店営業 一般 第190395号 2019-07-01 2025-06-30 2019-06-28 2014-04-16

Ｓｔａｙ Ｆｒｅｅ 飲食店営業 一般
飲食店営業 一般
飲食店営業 一般
飲食店営業 一般
飲食店営業 一般

第190396号 2019-06-28 2024-09-30 2019-06-28 2019-06-28
第190397号 2019-07-01 2025-06-30 2019-06-28 2014-04-04
第190402号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-01 2014-04-25
第190403号 2019-07-01 2024-11-30 2019-07-01 2019-07-01
第190404号 2019-07-01 2024-07-31 2019-07-01 2019-07-01

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
喜多村 里奈
喜多村 里奈
若井 愛子
日本マクドナルド株式会社
長谷川 勲
ファースト食品株式会社
坂本 淳仁
株式会社夢限大
長安 正和
株式会社成承
社会福祉法人若菜
株式会社ピーターパン
株式会社ピーターパン
株式会社コロナワールド
株式会社コロナワールド
株式会社コロナワールド
株式会社コロナワールド
ダイレックス株式会社
有限会社ドルセ洋菓子店
野島 隆秀
川﨑 和行
株式会社小田商店
株式会社小田商店
株式会社小田商店
株式会社小田商店
ツネイシＬＲ株式会社
園尾 聖

申請者＿役職名

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

申請者＿代表者

佐藤
佐藤
佐藤
佐藤

利行
利行
利行
利行

営業所所在地２ 営業所名称１
営業所所在地１
福山市春日町三丁目３番９号
株式会社ハローズ春日店
福山市春日町三丁目３番９号
株式会社ハローズ春日店
福山市春日町三丁目３番９号
株式会社ハローズ春日店
福山市春日町三丁目３番９号
株式会社ハローズ春日店
福山市南手城町二丁目１１番８号
Ｕｍ ｐｏｒ Ｕｍ
福山市南手城町二丁目１１番８号
Ｕｍ ｐｏｒ Ｕｍ
福山市古野上町７番１４号
カラオケ・スナック なの華

代表取締役

日色 保 福山市新涯町三丁目３０番１０号
福山市曙町五丁目１番１号
門田 和子 福山市引野町一丁目１番１号
福山市南町１番２６号
岡田 佳明 福山市伏見町４番４０号

代表取締役

金原 承煕 福山市内一円

代表取締役

代表取締役

廣川 徹
廣川 徹

代表取締役

室橋 義隆 福山市一文字町２４番１号

代表取締役

室橋 義隆 福山市一文字町２４番１号

代表取締役

室橋 義隆 福山市一文字町２４番１号

代表取締役

室橋 義隆 福山市一文字町２４番１号

代表取締役

多田 高志 福山市引野町二丁目７番１０号

代表取締役

礒辺 和孝 福山市南蔵王町六丁目１２番１２号

フランス菓子工房 パティスリー ドルセ

福山地方卸売市場内

ＴＫＫ福山駅前ビルＢ－１

福山市明神町二丁目１０番１２号

理事長 藤本 英次 福山市瀬戸町大字地頭分２５１７番地１
代表取締役

福山市明神町一丁目１４番４１号
福山市明神町一丁目１４番４１号

福山市東深津町一丁目１４番３号

福龍

福山市山手町五丁目３２番１８号 美土路住宅Ｄ１０２ 行き先

生鮮食品おだ手城店
生鮮食品おだ手城店
生鮮食品おだ手城店
生鮮食品おだ手城店
プール売店
スイーツラボミルク

代表取締役

大賀 昭司 福山市南手城町四丁目４番３１号

代表取締役

大賀 昭司 福山市南手城町四丁目４番３１号

代表取締役

大賀 昭司 福山市南手城町四丁目４番３１号

代表取締役

大賀 昭司 福山市南手城町四丁目４番３１号

代表取締役

神原 秀明 福山市金江町金見３２３番地２ みろくの里遊園地

株式会社トータルカーサービス

代表取締役

北村 和章 福山市南手城町一丁目１４番７号

株式会社トータルカーサービス

株式会社都

代表取締役

嵜本 渉

ステーキ懐石都 春日 菓子製造部

福山市南蔵王町三丁目１番３４号

福山市春日町二丁目２番４３号

西日本高速道路ビジネスサポート株式会社 代表取締役

村山 通夫 福山市引野町北二丁目５番３７－１０６号

有限会社魚花
上原 勝博
株式会社山陽自動車学校
木村 秀子

代表取締役

横田 尚哉 福山市蔵王町３８１５番地
福山市春日町七丁目３番３号

イズミ・フード・サービス株式会社

代表取締役

大谷 和昭 福山市南蔵王町五丁目９番１８号

重信 浩和
株式会社イメージサロンカッツ

代表取締役

内山 完治 福山市春日町一丁目１番４４号

取締役 塚本 典之 福山市南蔵王町五丁目１１番１２号

福山市伏見町３番１９号

福山市東陽台二丁目２３番２９号

ＮＥＸＣＯ福山寮
魚花
炉端 ちょうけい次兄
山陽自動車学校食堂部
スナック ファイト
たこ一番ゆめタウン蔵王店
鳥亭
旬彩酒肴おく村
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初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第190405号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-04 1996-04-30

一般 第190406号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-04 1996-04-30
食肉販売業 一般 第190408号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-04 1996-04-30

魚介類販売業

一般 第190409号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-04 1996-04-30
菓子製造業 一般 第190410号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-04 2014-03-28
喫茶店営業 一般 第190411号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-04 2014-03-28

加工水産物販売業

飲食店営業 一般 第190412号 2019-07-04 2024-09-30 2019-07-04 2019-07-04
飲食店営業 一般 第190414号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-05 2008-03-21

日本マクドナルド福山新涯中央店

Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ
ファースト食品株式会社
淳吉
ＴＨＥ ＲＯＳＥ
居酒屋 にぎわい亭
讃岐きんだこ
瀬戸の里
株式会社ピーターパン
株式会社ピーターパン
福山コロナシネマワールド
ヴォイスキャッツ福山店・
コロナの湯福山店
コロナの湯福山店
ダイレックス引野店

代表取締役

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

Ｌｅ Ｍｕｓｅｅ ｄｅ Ｈ

菓子製造業 一般 第190415号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-05 2008-07-23
飲食店営業 一般 第190416号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-05 2014-05-22
飲食店営業 一般 第190417号 2019-07-05 2024-09-30 2019-07-05 2019-07-05
飲食店営業 一般 第190418号 2019-07-05 2024-11-30 2019-07-05 2019-07-05
飲食店営業 一般 第190420号 2019-07-05 2024-07-31 2019-07-05 2019-07-05
飲食店営業 移動販売車 第190421号 2019-07-05 2024-11-30 2019-07-05 2019-07-05
菓子製造業 一般 第190422号 2019-07-05 2024-12-31 2019-07-05 2019-07-05
飲食店営業 一般 第190423号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-08 1996-06-05
菓子製造業 一般 第190424号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-08 1996-06-05
飲食店営業 一般 第190426号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-09 2008-02-08

フードテラス福山店

飲食店営業 一般 第190427号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-09 2008-02-08
飲食店営業 一般 第190428号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-09 2008-02-08
飲食店営業 一般 第190429号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-09 2008-02-08

一般 第190433号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-09 2008-06-05
菓子製造業 一般 第190434号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-09 2008-07-04
飲食店営業 一般 第190435号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-09 2014-02-24

加工水産物販売業

飲食店営業 一般 第190436号 2019-07-09 2024-12-31 2019-07-09 2019-07-09
飲食店営業 一般 第190437号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-09 2008-04-09

一般 第190438号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-09 2008-04-09
食肉販売業 一般 第190440号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-09 2008-04-09

魚介類販売業

一般 第190441号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-09 2008-04-09
飲食店営業 一般 第190442号 2019-07-09 2024-12-31 2019-07-09 2019-07-09
菓子製造業 一般 第190443号 2019-07-10 2024-07-31 2019-07-10 2019-07-10

加工水産物販売業

飲食店営業 一般 第190444号 2019-07-10 2024-07-31 2019-07-10 2019-07-10
菓子製造業 一般 第190445号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-10 2008-02-15
飲食店営業 一般 第190446号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-10 2008-07-07
飲食店営業 一般 第190447号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-10 2014-04-07
飲食店営業 一般 第190448号 2019-07-11 2024-11-30 2019-07-11 2019-07-11
飲食店営業 一般 第190449号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-11 1996-02-09
飲食店営業 一般 第190450号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-11 1996-03-29
飲食店営業 一般 第190451号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-11 2002-04-18
飲食店営業 一般 第190452号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-11 2002-05-23
飲食店営業 一般 第190453号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-11 2002-06-04

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
有限会社島谷商店
木村 繁昌
有限会社マツウラ
株式会社福山中央水産
株式会社クラハシ
青雲産業株式会社
株式会社ヤノ食品
川﨑 健二
落合 良一
有限会社ヤヨイフーズ
株式会社ブレンズ
近藤 美恵子

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１

営業所所在地２ 営業所名称１

代表取締役

島谷 勇雄 福山市引野町一丁目１番１号
有限会社島谷商店
福山市新涯町四丁目１番３号 ローズ＆ピア内 食事処カチカチ山
松浦 宗和 福山市引野町五丁目１０番２５号
癒しの温熱サロン 星の雫
笹田 博之 福山市引野町一丁目１番１号
株式会社福山中央水産

代表取締役

天野 文男 福山市引野町一丁目１番１号

代表取締役

脊古 達視 福山市大門町四丁目２２番４３号

代表取締役

矢野 源太 福山市東深津町三丁目２２番２号

代表取締役

代表取締役

福山市引野町北四丁目１６番２６号

福山市南手城町四丁目１２番６号
代表取締役

菅田 康宏 福山市引野町一丁目１番１号

代表取締役

光武 輝彦 福山市西町二丁目１５番１号

福山市引野町北五丁目１番１２号

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日
魚介類販売業

飲食店営業
飲食店営業
魚介類販売業

株式会社クラハシ
太平電業株式会社 福山寮
げんちゃん
食事処 村長
朱華楼
有限会社ヤヨイフーズ
ほっともっと福山西町店
カラオケ喫茶 花水木

魚介類販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業

有限会社ハウザー青汁親しみの会 取締役 三好 克昌 福山市手城町三丁目５番１０号

有限会社ハウザー青汁親しみの会

乳酸菌飲料製造業

中室 隆幸

飲食店営業

福山市南町１番１８号

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

代表取締役

増田 宗昭 福山市駅家町大字近田１０４番地

こてこて
スターバックスコーヒー

株式会社千人
顧 宝仙
佐藤 直美
株式会社テング
今岡 巧
今岡 巧
杉丸物産株式会社
株式会社すき家
株式会社アリスジャパン
こだまベジフル株式会社
福山栄養給食株式会社
福山栄養給食株式会社
福山栄養給食株式会社
福山栄養給食株式会社
福山栄養給食株式会社
福山栄養給食株式会社
福山栄養給食株式会社
福山栄養給食株式会社
福山栄養給食株式会社
福山栄養給食株式会社
福山栄養給食株式会社
福山栄養給食株式会社
有限会社ダブルオー
古海 諭

代表取締役

黒木 武春 福山市東手城町三丁目２６番１５号

本格焼肉 ほんまもん 福山東店

飲食店営業

上海カラオケ喫茶α居酒屋
Ｆｉｎｅ
株式会社テング

飲食店営業
そうざい製造業

福山市南手城町四丁目６番１９号

セブン－イレブン福山南手城４丁目店

飲食店営業

福山市南手城町四丁目６番１９号

セブン－イレブン福山南手城４丁目店

加工水産物販売業

有限会社シーフーズ・ウイッシュ

代表取締役

笹田 博之 福山市引野町四丁目５０番４１号

有限会社シーフーズ・ウイッシュ

そうざい製造業

Ｆ－ｃｒｅｗ株式会社

代表取締役

広川 永哲 福山市伏見町４番５号

大衆酒場 福山バット

飲食店営業

福山市古野上町７番１３号
福山市神辺町字道上７番地５
代表取締役

戸原 保悟 福山市東深津町三丁目１３番５号

飲食店営業

飲食店営業

代表取締役

池田 誠 福山市新浜町一丁目３番１７号

菓子製造業

代表取締役

浅沼 幹典

飲食店営業

代表取締役

松森 茂

代表取締役

代表取締役

児玉
廣中
廣中
廣中
廣中
廣中
廣中
廣中
廣中
廣中
廣中
廣中
廣中

代表取締役

大山 潤

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

英次
信次
信次
信次
信次
信次
信次
信次
信次
信次
信次
信次
信次

杉丸物産株式会社
福山市引野町五丁目１９番３０号
すき家２国福山引野店
福山市王子町一丁目４番５号
ビーブル春秋苑
福山市南手城町四丁目２６番２５号
こだまベジフル株式会社
福山市鋼管町１番地
検査設備売店
福山市鋼管町１番地
１大形売店
福山市鋼管町１番地
２大形売店
福山市鋼管町１番地
本館売店
福山市鋼管町１番地
北冷延売店
福山市鋼管町１番地
厚板売店
福山市鋼管町１番地
１熱延売店
福山市鋼管町１番地
日通売店
福山市鋼管町１番地
冷延西売店
福山市鋼管町１番地
熱技術３分塊売店
福山市鋼管町１番地
２分塊売店
福山市鋼管町１番地
２熱延売店
福山市三之丸町３０番１号 さんすて福山２Ｆ Ｊ ｃａｆｅ 福山店
福山市手城町一丁目３番５３号
ＬｕＬｕ Ｐｉｎｋ

ＴＳＵＴＡＹＡ駅家店
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飲食店営業
魚介類販売業
加工水産物販売業
加工水産物販売業
加工水産物販売業
加工水産物販売業
加工水産物販売業
加工水産物販売業
加工水産物販売業
加工水産物販売業
加工水産物販売業
加工水産物販売業
加工水産物販売業
加工水産物販売業

飲食店営業
喫茶店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

初回許可年月日 当初許可年月日

第190455号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-11 1996-03-01
第190457号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-11 2008-04-10
第190462号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-11 2014-02-04
第190463号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-11 2014-02-04
第190464号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-11 2014-02-06
第190466号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-11 2014-03-25
第190467号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-11 2014-04-24
第190468号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-11 2014-06-18
第190471号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-11 2014-07-01
第190472号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-11 1996-07-03
第190473号 2019-07-12 2024-07-31 2019-07-12 2019-07-12
第190474号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-12 2002-07-17
第190482号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-12 2008-03-24
第190493号 2019-07-16 2024-09-30 2019-07-16 2019-07-16
第190494号 2019-07-16 2024-10-31 2019-07-16 2019-07-16
第190496号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-16 2014-03-17
第190497号 2019-07-17 2024-09-30 2019-07-17 2019-07-17
第190498号 2019-07-17 2024-10-31 2019-07-17 2019-07-17
第190499号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-17 1996-05-14
第190505号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-17 2008-02-27
第190509号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-17 2008-02-27
第190510号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-17 2002-05-31
第190511号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-17 2014-05-14
第190513号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-18 2008-07-10
第190514号 2019-08-01 2023-01-31 2019-07-18 2014-03-06
第190527号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-18 2014-03-25
第190528号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-18 2014-03-25
第190529号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-18 2014-03-25
第190530号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-18 2014-03-25
第190531号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-18 2014-03-25
第190532号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-18 2014-03-25
第190533号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-18 2014-03-25
第190534号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-18 2014-03-25
第190535号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-18 2014-03-25
第190536号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-18 2014-03-25
第190537号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-18 2014-03-25
第190538号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-18 2014-03-25
第190540号 2019-07-19 2024-11-30 2019-07-19 2019-07-19
第190542号 2019-07-22 2024-07-31 2019-07-22 2019-07-22
第190544号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-22 2008-07-23
第190547号 2019-07-23 2024-11-30 2019-07-23 2019-07-23

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
マルコ水産有限会社
横山 ゆき
桒田 靖治
村上 龍平
髙橋 克明

営業所所在地１

申請者＿役職名

申請者＿代表者

代表取締役

兼田 敏信 福山市内海町イ１４２８番地１２８

営業所所在地２ 営業所名称１

福山市松浜町一丁目２番１８号 ほっと館１Ｃ

福山市能島二丁目６番２８号
福山市東手城町一丁目３４番３－５号

福山市春日町七丁目１番２５号
福山市新涯町二丁目８番２６号

株式会社すかいらーくレストランツ

代表取締役

大川原 利明

株式会社力の源カンパニー
株式会社藤庄
田中 早苗
ＳＥ．Ｃ株式会社
田村 健一
池田糖化工業株式会社
池田糖化工業株式会社
池田糖化工業株式会社
池田糖化工業株式会社
池田糖化工業株式会社
池田糖化工業株式会社
池田糖化工業株式会社
池田糖化工業株式会社
池田糖化工業株式会社
池田糖化工業株式会社
ユウベル株式会社
小林 史和
小林 史和
株式会社大久
作本 和之
有限会社入江豊三郎本店
マッカーシー グレンダ
黒澤 誠
坂本 晃
松浦 洋三
梅田 久恵
酒井 幸男
酒井 幸男
酒井 幸男
ＬＥＭＯＮｅｄ株式会社
加藤 健司
株式会社都
日清医療食品株式会社
日清医療食品株式会社
日清医療食品株式会社

代表取締役

中尾 徹 福山市南蔵王町四丁目１８番３１号

代表取締役

神原 哲之 福山市曙町二丁目２５番１６号

福山市曙町五丁目２０番４８号 １Ａ号室
代表取締役

丸山 桂一 福山市津之郷町大字加屋４８番地１３

代表取締役

池田
池田
池田
池田
池田
池田
池田
池田
池田
池田

代表取締役

上田 堅司 福山市引野町三丁目１３番２４号

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

直之
直之
直之
直之
直之
直之
直之
直之
直之
直之

福山市明治町１番１号
福山市箕沖町９７番地
福山市箕沖町９７番地
福山市箕沖町９７番地
福山市箕沖町９７番地
福山市箕沖町９７番地
福山市箕沖町９７番地
福山市箕沖町９７番地
福山市箕沖町９７番地
福山市箕沖町９７番地
福山市箕沖町９７番地

Ｂ１

福山市南蔵王町四丁目１４番９号
福山市南蔵王町四丁目１４番９号
代表取締役

大村 豊

福山市箕沖町２８番地３
福山市東深津町二丁目７番４５号

代表取締役

エステート東洋１０３号室

入江 里彩 福山市鞆町鞆６２３番地６

福山市入船町二丁目４番１５号

百軒堂ビルＢ棟２－７

福山市内一円
福山市引野町三丁目２３番５号
福山市南手城町四丁目６番１号
福山市南蔵王町四丁目１３番１６号 小畠ハイツＢ－１０１

福山市新涯町三丁目１番３１号
福山市新涯町三丁目１番３１号
福山市新涯町三丁目１番３１号

スナックみみ
ベターハーフ
らいすぼーる
ヒッピヤ
ガスト 福山新涯店
博多一風堂
株式会社藤庄
お好み焼き 楽笑
まねか猫
フランス料理 リュカ
池田糖化工業株式会社箕島工場Ｑ棟１階

添加物製造業

池田糖化工業株式会社箕島工場Ｋ棟

飲食店営業

池田糖化工業株式会社箕島工場Ｋ棟

菓子製造業

池田糖化工業株式会社箕島工場Ｋ棟

食品の冷凍又は冷蔵業

池田糖化工業株式会社箕島工場Ｋ棟

食肉製品製造業

池田糖化工業株式会社箕島工場Ｋ棟

ソース類製造業

池田糖化工業株式会社箕島工場Ｋ棟

そうざい製造業

池田糖化工業株式会社箕島工場Ｋ棟

清涼飲料水製造業

池田糖化工業株式会社箕島工場Ｋ棟１階

菓子製造業

池田糖化工業株式会社箕島工場Ｋ棟１階

そうざい製造業

平安祭典 福山会館
ｍｉｃｈｅ
ｍｉｃｈｅ
株式会社大久 加工事業部
Ｂｌａｎｃｈｅ ｃａｆｅ

飲食店営業
菓子製造業
そうざい製造業

飲食店営業
飲食店営業

ＤＡＶＡＯ
モバイルカフェ Ａｔｒｅ
グリーンファミリーランチ
やいちゃ王
お好み焼満月
ローソン福山新涯町三丁目
ローソン福山新涯町三丁目
ローソン福山新涯町三丁目
伏見町店 Kokomo
ラウンジ Ｉ’Ｓ
ヴェルデュ 都

飲食店営業

廣田 敏之 福山市伏見町４番４０号

代表取締役

嵜本 渉

代表取締役

菅井 正一 福山市東手城町一丁目２８番３１号

代表取締役

菅井 正一 福山市春日町七丁目９番１１号

日清東光園春日

代表取締役

菅井 正一 福山市春日町七丁目９番２３号

日清サービスハウスアネックス

福山市住吉町３番２５号
１Ｆ
福山市蔵王町３９１６番地１２

飲食店営業

有限会社入江豊三郎本店 渡船場店

代表取締役

ＴＫＫ福山駅前ビル４F

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

かき作業場
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

マルコ水産有限会社（かき作業場）

介護老人保健施設 くつろぎ苑
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飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

初回許可年月日 当初許可年月日

第190548号 2019-07-23 2024-07-22 2019-07-23 2019-07-23
第190549号 2019-07-23 2024-09-30 2019-07-23 2019-07-23
第190550号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-24 1996-07-04
第190551号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-24 2008-02-25
第190552号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-24 2008-07-25
第190553号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-24 2008-06-11
第190555号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-24 2014-06-23
第190556号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-24 1996-06-17
第190557号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-24 2014-02-17
第190558号 2019-07-25 2024-12-31 2019-07-25 2019-07-25
第190559号 2019-07-26 2024-09-30 2019-07-26 2019-07-26
第190560号 2019-07-26 2024-07-31 2019-07-26 2019-07-26
第190566号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-26 2008-03-21
第190567号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-26 2008-03-21
第190568号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-26 2008-03-21
第190569号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-26 2008-03-21
第190570号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-26 2008-03-21
第190571号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-26 2008-03-21
第190572号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-26 2008-03-21
第190573号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-26 2008-03-21
第190574号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-26 2008-03-21
第190575号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-29 1996-03-06
第190576号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-29 2002-04-24
第190577号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-29 2002-04-24
第190579号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-29 2002-03-18
第190580号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-29 2014-05-14
第190581号 2019-07-30 2024-08-31 2019-07-30 2019-07-30
第190584号 2019-07-30 2024-09-30 2019-07-30 2019-07-30

第190586号 2019-07-30 2024-10-31 2019-07-30 2019-07-30
飲食店営業 一般 第190587号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-30 2002-04-04
飲食店営業 一般 第190588号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-30 2002-07-31
移動販売車

飲食店営業 一般 第190589号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-30 2008-06-13
飲食店営業 一般 第190591号 2019-07-30 2024-07-31 2019-07-30 2019-07-30
飲食店営業 一般 第190592号 2019-07-30 2024-07-31 2019-07-30 2019-07-30

一般 第190596号 2019-07-30 2024-07-31 2019-07-30 2019-07-30
飲食店営業 一般 第190598号 2019-07-31 2024-11-30 2019-07-31 2019-07-31
飲食店営業 一般 第190600号 2019-07-31 2024-09-30 2019-07-31 2019-07-31

加工水産物販売業

飲食店営業 一般 第190601号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-31 1996-05-10
飲食店営業 一般 第190602号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-31 2002-06-20
飲食店営業 一般 第190603号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-31 2014-03-27
飲食店営業 一般 第190604号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-31 2014-04-07

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名

申請者＿役職名

サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役

株式会社水川酒店
株式会社水川酒店
株式会社アロックス
村上 収作
岡本 康資
株式会社ハートピア
株式会社エスピービー
株式会社サイゼリヤ
有限会社ＴＭ・クロックワーク
藤井 敏貴
神田 あずさ
宇野 光洋
有限会社勉強堂

代表取締役

株式会社鞆スコレ・コーポレーション

代表取締役

ベネフィットホテル株式会社
ベネフィットホテル株式会社
清川 益功
新田 久子
福山市農業協同組合
宗教法人神勝寺
武内 松昭
カネト水産株式会社
瀬尾 朋宏
ベネフィットホテル株式会社
ベネフィットホテル株式会社
ベネフィットホテル株式会社
豊田 充彦
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
横山 敬子
杉野 永也
福田 幸雄
池田糖化工業株式会社

代表取締役

一冨士フードサービス株式会社

代表取締役

白石 昭子
株式会社かねと
株式会社阿藻珍味
クニヒロ株式会社
陳 ミルタ

代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役

代表取締役

代表理事
代表役員

代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日 初回許可年月日
営業所所在地２ 営業所名称１
営業所所在地１
喫茶店営業 自動販売機 第190609号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-31 2014-03-11
及川 剛 福山市引野町一丁目１番１号
株式会社クラハシ
飲食店営業 一般 第190615号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-31 2008-02-06
山下 健 福山市新涯町三丁目３０番２号
ファミリーマート新涯中央店
加工水産物販売業 一般 第190619号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-31 2008-02-06
山下 健 福山市新涯町三丁目３０番２号
ファミリーマート新涯中央店
佐藤 晃央 福山市春日町一丁目１番４２号
飲食店営業 一般 第190620号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-31 2014-06-26
株式会社アロックス
飲食店営業 一般 第190621号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-31 2008-02-06
福山市曙町五丁目２０番４７号 ＳＡＴＯビル１Ｆ カラオケ＆居酒や魂船
福山市南蔵王町五丁目１７番４３号
飲食店営業 一般 第190622号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-31 2014-02-25
一休庵 おかもと
清涼飲料水製造業 一般 第190623号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-31 2014-07-22
皿海 公隆 福山市曙町一丁目１６番１６号
株式会社ハートピア
加工水産物販売業 一般 第190625号 2019-08-01 2025-07-31 2019-07-31 2002-06-24
佐藤 治男 福山市曙町六丁目６番８号
株式会社エスピービー
飲食店営業 一般 第190627号 2019-08-05 2024-09-30 2019-08-05 2019-08-05
正垣 泰彦 福山市入船町三丁目１番６０号 ゆめタウン福山１Ｆ サイゼリヤゆめタウン福山店
潮待ちホテル櫓屋カフェアンドバー
飲食店営業 一般 第190628号 2019-08-06 2024-08-31 2019-08-06 2019-08-06
村上 正高 福山市鞆町鞆８０８番地１
福山市入船町二丁目１１番８号 第一プレジャータウン 寅の屋
飲食店営業 一般 第190630号 2019-08-07 2024-09-30 2019-08-07 2019-08-07
飲食店営業 一般 第190631号 2019-08-07 2024-11-30 2019-08-07 2019-08-07
福山市三吉町五丁目５番７号
ごはん 居間人
飲食店営業 一般 第190632号 2019-08-07 2024-12-31 2019-08-07 2019-08-07
福山市松永町四丁目８番３号
優心
門田 治己 福山市川口町四丁目１２番２２号
飲食店営業 一般 第190634号 2019-08-08 2024-09-30 2019-08-08 2019-08-08
御菓子所 勉強堂 山の家
飲食店営業 一般 第190638号 2019-09-01 2025-08-31 2019-08-09 2002-04-17
村上 正高 福山市鞆町鞆４２１番地
景勝館漣亭
小林 みな子 福山市鞆町鞆５５４番地４
飲食店営業 一般 第190639号 2019-09-01 2025-08-31 2019-08-09 2002-06-12
仙酔庵
絆が深まる宿 鞆シーサイドホテル そば処 三代目作十 飲食店営業 一般 第190640号 2019-09-01 2025-08-31 2019-08-09 2002-06-12
小林 みな子 福山市鞆町鞆５５５番地
飲食店営業 一般 第190641号 2019-09-01 2025-08-31 2019-08-09 2008-05-19
福山市熊野町丙６３１番地
くまのの里 鴨尾
喫茶店営業 一般 第190642号 2019-09-01 2025-08-31 2019-08-09 2008-03-04
福山市鞆町後地１３８１番地
ギャラリーさらすわてぃ
飲食店営業 一般 第190644号 2019-09-01 2025-08-31 2019-08-09 2008-04-09
佐藤 宏 福山市沼隈町大字草深１９６１番地２
ＪＡ福山市 沼隈ホール
小堀 泰巖 福山市沼隈町大字上山南２５番地
飲食店営業 一般 第190645号 2019-09-01 2025-08-31 2019-08-09 2014-08-27
含空院
加工水産物販売業 一般 第190646号 2019-09-01 2025-08-31 2019-08-09 1996-03-29
福山市鞆町鞆８２１番地２
武之内商店
加工水産物販売業 一般 第190647号 2019-09-01 2025-08-31 2019-08-09 2008-07-23
佐藤 弘常 福山市内海町ロ３３７８番地
カネト水産株式会社
飲食店営業 一般 第190649号 2019-08-13 2024-09-30 2019-08-13 2019-08-13
福山市松浜町一丁目７番７号 マリンタワー１Ｆ１０１ ｃｌｕｂ 輝夜 ＫＡＧＵＹＡ
小林 みな子 福山市鞆町後地３３７１番地４
飲食店営業 一般 第190650号 2019-09-01 2025-08-31 2019-08-15 2002-06-12
ここから
小林 みな子 福山市鞆町後地３３７１番地４
喫茶店営業 一般 第190651号 2019-09-01 2025-08-31 2019-08-15 2002-06-12
ここから
加工水産物販売業 一般 第190652号 2019-09-01 2025-08-31 2019-08-15 2002-06-12
小林 みな子 福山市鞆町後地３３７１番地４
ここから
飲食店営業 一般 第190653号 2019-09-01 2025-08-31 2019-08-15 2002-06-25
福山市鞆町鞆５５０番地４
鞆の浦魚処 鯛亭
飲食店営業 一般 第190654号 2019-09-01 2025-08-31 2019-08-15 2002-07-25
佐藤 利行 福山市沼隈町大字草深１９８１番地１
株式会社ハローズ沼南店
食肉販売業 一般 第190658号 2019-09-01 2025-08-31 2019-08-15 2002-07-25
佐藤 利行 福山市沼隈町大字草深１９８１番地１
株式会社ハローズ沼南店
加工水産物販売業 一般 第190659号 2019-09-01 2025-08-31 2019-08-15 2002-07-25
佐藤 利行 福山市沼隈町大字草深１９８１番地１
株式会社ハローズ沼南店
加工水産物の製造業 一般 第190660号 2019-09-01 2025-08-31 2019-08-15 2008-07-17
福山市沼隈町大字能登原２４９３番地２３
横山 敬子
飲食店営業 一般 第190661号 2019-08-15 2024-09-30 2019-08-15 2019-08-15
福山市松浜町一丁目７番８号 マリンタワー３Ｆ ディーディ
飲食店営業 一般 第190663号 2019-08-21 2024-11-30 2019-08-21 2019-08-21
福山市船町２番１３号
大黒ビル２Ｆ 博多やきとり ちかっぱ
池田糖化工業株式会社手城第一工場３階Ｌ室
乳製品製造業 一般 第190664号 2019-08-22 2025-01-31 2019-08-22 2019-08-22
池田 直之 福山市南手城町二丁目３２番１４号
大西 博史 福山市明王台一丁目２番７号
飲食店営業 一般 第190665号 2019-08-22 2024-12-31 2019-08-22 2019-08-22
１６９６４
福山市手城町一丁目３番１８号
飲食店営業 一般 第190666号 2019-08-22 2025-01-31 2019-08-22 2019-08-22
コーヒーショップ レイワ
そうざい製造業 一般 第190667号 2019-09-01 2025-08-31 2019-08-22 2008-06-04
藤井 啓之 福山市沼隈町大字常石２１１５番地
割烹仕出しかねと
粟村 元則 福山市鞆町後地１５６７番地１
麺類製造業 一般 第190669号 2019-09-01 2025-08-31 2019-08-22 2014-04-25
株式会社 阿藻珍味
新谷 真寿美 福山市高西町南１４４番地
そうざい製造業 一般 第190673号 2019-08-23 2024-12-31 2019-08-23 2019-08-23
クニヒロ株式会社 福山工場
菓子製造業 一般 第190674号 2019-09-01 2025-08-31 2019-08-26 2014-03-24
福山市内海町ロ３０１８番地２
ｂｏｎｂｏｎ

申請者＿代表者
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当初許可年月日

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
三枝 憲司
北村 友里恵
株式会社ダンニャバードみはら

申請者＿役職名

代表取締役

営業所所在地１
福山市水呑町４４５８番地
福山市昭和町１０番１０号
小林 春道 福山市内一円

申請者＿代表者

村上 彰彦
村上 彰彦
大本 佳枝
代表取締役 加藤 丈典
株式会社Ｔａｋｅ９
三宅 龍淵
三島 恵理子
三島 恵理子
代表取締役 上野 郁夫
株式会社ニチエー
代表取締役 上野 郁夫
株式会社ニチエー
代表取締役 上野 郁夫
株式会社ニチエー
代表取締役 上野 郁夫
株式会社ニチエー
代表取締役 上野 郁夫
株式会社ニチエー
ベネフィットホテル株式会社 代表取締役 小林 みな子
ベネフィットホテル株式会社 代表取締役 小林 みな子
藤田 津也子
藤井 和也
株式会社ＦＪコーポレーション 代表取締役 藤田 敏文
井上 晃
代表取締役 池田 直之
池田糖化工業株式会社
坪井 正明
高橋 政子
高亀 晃
髙亀 真由美
代表取締役 岩川 大地
株式会社Ｄ．Ｉ
代表理事 渡邉 冬彦
横島漁業協同組合
石川 朝美
遠藤 ヨシ子
伊達 美稔子
山本 京美
藤原 泰志
山口 仁義
代表取締役 森山 広角
有限会社コーポ森山
代表取締役 金尾 敏弘
有限会社金尾本店
佐藤 マミ
取締役 平中 うつ莉
有限会社新兵衛屋
瀬尾 庸子
取締役 園部 博基
有限会社むらかみ
大村 美帆子

営業所所在地２ 営業所名称１
水呑三新田７６－１－１－１

ＳＡＴＯ８ビル７－Ｂ

福山市川口町四丁目１０番１２号
福山市川口町四丁目１０番１２号

福山市住吉町３番１２号
福山市元町１２番７号
福山市走島町１１０番地３

ピュアシティ住吉３－Ｂ
福山会館５階５０５号室

福山市新市町大字新市１０９番地１
福山市新市町大字新市１０９番地１

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

一般
飲食店営業 一般

Ｓｔｙｌｅ Ｂｌａｎｃ 飲食店営業

飲食店営業

福山市沼隈町大字草深２０１１番地１
福山市沼隈町大字草深２０１１番地１
福山市沼隈町大字草深２０１１番地１
福山市沼隈町大字草深２０１１番地１

福山市鞆町鞆５５５番地
福山市鞆町鞆５５５番地

第190676号 2019-08-26 2024-09-30 2019-08-26 2019-08-26

第190677号 2019-08-27 2024-11-30 2019-08-27 2019-08-27
飲食店営業 一般 第190678号 2019-08-27 2024-09-30 2019-08-27 2019-08-27

セブン－イレブン福山川口町店

加工水産物販売業

スナック せいこ
Ｔｈｒｏｎｅ９
山三水産加工
ファミリーマート新市上戸手店
ファミリーマート新市上戸手店

加工水産物の製造業

絆が深まる宿 鞆シーサイドホテル

福山市松浜町一丁目１２番１０号 バーレンビル１階Ｂ

初回許可年月日 当初許可年月日

第190675号 2019-09-01 2025-08-31 2019-08-26 2014-07-24

セブン－イレブン福山川口町店

鞆シーサイドホテル
ナ．ティーア
Ｆｏｏｄ Ｔｒｕｃｋ Ｐｏｌｅ Ｐｏｌｅ
さすらいのカンテキ 福山伏見町酒場

マルワビル２Ｆ 鉄板じゃけー

移動販売車

一般 第190682号 2019-08-27 2024-09-30 2019-08-27 2019-08-27
飲食店営業 一般 第190683号 2019-08-29 2024-09-30 2019-08-29 2019-08-29
飲食店営業 一般 第190684号 2019-08-29 2024-11-30 2019-08-29 2019-08-29
一般 第190685号 2019-08-29 2024-08-31 2019-08-29 2019-08-29
飲食店営業 一般 第190686号 2019-08-30 2024-10-31 2019-08-30 2019-08-30
一般 第190690号 2019-08-30 2024-10-31 2019-08-30 2019-08-30
飲食店営業 一般 第190692号 2019-09-01 2025-08-31 2019-08-30 2002-07-17
飲食店営業 一般 第190693号 2019-09-01 2025-08-31 2019-08-30 2002-07-17

加工水産物販売業

フードガーデンニチエー沼南店
フードガーデンニチエー沼南店
フードガーデンニチエー沼南店
フードガーデンニチエー沼南店
フードガーデンニチエー沼南店

福山市沼隈町大字草深２０１１番地１

福山市内一円
福山市伏見町３番２９号
福山市今町１番３号
福山市箕沖町９７番地
福山市内一円

Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ Ｃａｆｅ
Ｒｏｅｍ
ダンニャバード

飲食店営業 一般 第190694号 2019-09-01 2025-08-31 2019-08-30 2002-07-17

自然食レストラン よもぎの里

一般
一般
飲食店営業 一般
加工水産物販売業 一般
飲食店営業 一般
魚介類販売業

第190695号 2019-09-01 2025-08-31 2019-08-30 2002-07-17

加工水産物販売業

第190698号 2019-09-01 2025-08-31 2019-08-30 2002-07-17

飲食店営業

第190702号 2019-09-01 2025-08-31 2019-08-30 2002-06-12
第190703号 2019-09-02 2024-09-30 2019-09-02 2019-09-02

第190704号 2019-09-02 2024-11-30 2019-09-02 2019-09-02
飲食店営業 一般 第190705号 2019-09-03 2024-11-30 2019-09-03 2019-09-03
飲食店営業 一般 第190706号 2019-09-03 2024-11-30 2019-09-03 2019-09-03
移動販売車

池田糖化工業株式会社箕島工場Ｋ２棟アセプ

乳製品製造業

一般

骨付鳥つぼ屋
福山市神辺町字道上２８６３番地５
がんぼ
福山市沖野上町五丁目６番１２号
パディントン
福山市沖野上町五丁目６番１２号
パディントン（ｐａｄｄｉｎｇｔｏｎ）
福山市神辺町字十九軒屋２５３番地２
鶏とと
福山市内海町１１０２番地１
横島漁業協同組合
福山市昭和町４番６号ロ－ズプラッツ４Ｆ
リバーストーン
福山市明治町５番１４号
スナック くれない
キュービックビル２Ａ 星の華
福山市昭和町１０番２５号
福山市霞町一丁目５番６号
タンバリン
わいわいビル２Ｆ レット・イット・ビー
福山市昭和町４番１３号
福山市御門町一丁目２番１号
日本の銘酒 吟酔庵 炉ばた
福山市東川口町五丁目１７番２５号
焼肉 八雲
福山市南町２０番１６号
有限会社金尾本店
福山市昭和町３番２１号 ２Ｆ
Ｌａｖｉｔａ ラヴィータ
福山市多治米町一丁目１５番３号
たこ焼新兵衛
Ｌビル２Ｆ ２－Ｃ ラピス
福山市昭和町４番５号
福山市御門町一丁目３番３４号
むらかみコーヒー
岩橋ビル２ １ＦＢ号 スナック かざり
福山市昭和町３番１号

飲食店営業

移動販売車
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第190700号 2019-09-01 2025-08-31 2019-08-30 2002-06-12

第190709号 2019-09-03 2025-01-31 2019-09-03 2019-09-03

第190711号 2019-09-04 2024-11-30 2019-09-04 2019-09-04
飲食店営業 一般 第190715号 2019-09-04 2024-10-31 2019-09-04 2019-09-04
飲食店営業 一般 第190717号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-04 2003-12-18

菓子製造業 一般 第190718号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-04 2002-04-04
飲食店営業 一般 第190719号 2019-09-05 2024-10-31 2019-09-05 2019-09-05

かき作業場
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
魚介類販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
喫茶店営業
飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第190720号 2019-09-05 2024-09-04 2019-09-05 2019-09-05
第190723号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-05 1996-04-08
第190724号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-05 1996-05-15
第190725号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-05 1996-05-16
第190726号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-05 1996-09-09
第190727号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-05 1996-09-02
第190728号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-05 1996-09-25
第190730号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-05 2002-06-06
第190731号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-05 2014-08-12
第190732号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-05 2008-06-17
第190733号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-05 2008-07-24
第190735号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-05 2008-09-25
第190736号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-05 2014-08-27
第190737号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-05 2014-09-09

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
何 穎
株式会社ラサンテインターナショナル

呂 娟娟
有限会社サンサトウ
桑垣 満江
株式会社大浜Ｍ＆Ｌ
株式会社大浜Ｍ＆Ｌ
株式会社大浜Ｍ＆Ｌ
株式会社大浜Ｍ＆Ｌ
株式会社大浜Ｍ＆Ｌ
株式会社大浜Ｍ＆Ｌ
株式会社大浜Ｍ＆Ｌ
株式会社大浜Ｍ＆Ｌ
長尾 知恵
株式会社フレスタ
株式会社フレスタ
株式会社フレスタ
株式会社フレスタ
株式会社フレスタ
株式会社フレスタ
ユウベル株式会社
梶田 英次
株式会社マイナス６００ミリボルト

申請者＿役職名

申請者＿代表者

代表取締役

山野 一義

代表取締役

佐藤 孝司

代表取締役

畑中 俊彦

代表取締役

畑中 俊彦

代表取締役

畑中 俊彦

代表取締役

畑中 俊彦

代表取締役

畑中 俊彦

代表取締役

畑中 俊彦

代表取締役

畑中 俊彦

代表取締役

畑中 俊彦

代表取締役

代表取締役

宗兼
宗兼
宗兼
宗兼
宗兼
宗兼

代表取締役

上田 堅司

代表取締役

松岡 大悟

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

邦生
邦生
邦生
邦生
邦生
邦生

合同会社ＢＩＮＧＯエンタープライズ 代表社員 小林 義和

株式会社英研アカデミー福山
荒川 雅弘
株式会社とん匠
株式会社とん匠
株式会社ザグザグ
東山 佐智子
日上 美智子
藤井 宏之
石井 俊江
山田 隆紀
佐藤 博子

代表取締役

森田 公明

代表取締役

石川 豊
石川 豊
森 信

代表取締役
代表取締役

一般社団法人ＤＡＮＲＡＮぷろじぇくと 代表理事 米田 眞一郎

株式会社イズミ
株式会社イズミ
株式会社ボントレ
澤田 麻弥香
岩崎 透

代表取締役

山西 泰明

代表取締役

山西 泰明

代表取締役

倉島 秀典

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日 初回許可年月日
営業所所在地２ 営業所名称１
営業所所在地１
ローズプラッツ３のＣ ラウンジ 愛林
飲食店営業 一般 第190738号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-05 2014-09-26
福山市昭和町４番６号
飲食店営業 一般 第190741号 2019-09-06 2024-11-30 2019-09-06 2019-09-06
福山市三之丸町８番９号
オーサムベーカリー三之丸店
飲食店営業 一般 第190744号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-09 2014-07-15
福山市南町１１番２号
香格里拉
菓子製造業 移動販売車 第190746号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-10 2002-04-01
福山市内一円
佐藤餅店
マリンタワー２
３０１
飲食店営業 一般 第190747号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-10 2014-09-03
福山市松浜町一丁目７番７号
スナックあばんてぃ
飲食店営業 一般 第190749号 2019-09-10 2025-02-28 2019-09-10 2019-09-10
福山市内海町２２２０番地
シーパーク大浜 パティオ
飲食店営業 一般 第190750号 2019-09-10 2025-02-28 2019-09-10 2019-09-10
福山市内海町２２２０番地
シーパーク大浜 ショットバー
フィッシャーマンズキッチン
飲食店営業 一般 第190751号 2019-09-10 2025-02-28 2019-09-10 2019-09-10
福山市内海町２２２０番地
シーパーク大浜
シーパーク大浜 カフェ＆デリ大浜
飲食店営業 一般 第190752号 2019-09-10 2025-02-28 2019-09-10 2019-09-10
福山市内海町２２２０番地
シーパーク大浜 ドッグランカフェ
飲食店営業 一般 第190753号 2019-09-10 2025-02-28 2019-09-10 2019-09-10
福山市内海町２２２０番地
魚介類販売業 一般 第190754号 2019-09-10 2025-02-28 2019-09-10 2019-09-10
シーパーク大浜 マルシェ２号店
福山市内海町２２２０番地
魚介類販売業 一般 第190755号 2019-09-10 2025-02-28 2019-09-10 2019-09-10
福山市内海町２２２０番地
シーパーク大浜
加工水産物販売業 一般 第190756号 2019-09-10 2025-02-28 2019-09-10 2019-09-10
シーパーク大浜 マルシェ１号店
福山市内海町２２２０番地
飲食店営業 一般 第190757号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-10 2014-09-17
福山市霞町一丁目５番６号
諏訪
福山市多治米町五丁目２３番３５号
飲食店営業 一般 第190758号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-12 2014-05-27
フレスタ 多治米店 （寿司）
福山市多治米町五丁目２３番３５号
飲食店営業 一般 第190760号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-12 2014-05-27
フレスタ 多治米店 （惣菜）
福山市多治米町五丁目２３番３５号
飲食店営業 一般 第190761号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-12 2014-05-27
フレスタ 多治米店 （焼魚）
魚介類販売業 一般 第190762号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-12 2014-05-27
福山市多治米町五丁目２３番３５号
フレスタ 多治米店
福山市多治米町五丁目２３番３５号
食肉販売業 一般 第190764号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-12 2014-05-27
フレスタ 多治米店
加工水産物販売業 一般 第190765号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-12 2014-05-27
福山市多治米町五丁目２３番３５号
フレスタ 多治米店
平安祭典福山南会館ウィングホール
福山市沖野上町五丁目２２番８号
飲食店営業 一般 第190766号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-12 2014-08-25
福山市御門町一丁目１０番１０号 御門ハイツ１－Ａ 寿司 かじ多
飲食店営業 一般 第190767号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-12 1996-09-12
清涼飲料水製造業 一般 第190768号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-12 2014-05-08
福山市松浜町三丁目６番１６号
株式会社マイナス６００ミリボルト
飲食店営業 一般 第190769号 2019-09-13 2024-11-30 2019-09-13 2019-09-13
福山市延広町２番８号 ２F
ローズ・ハイアット
そうざい製造業 一般 第190770号 2019-09-17 2025-01-31 2019-09-17 2019-09-17
福山市伊勢丘六丁目２２番１７号
レストラン伊勢ヶ丘庭
福山市御門町二丁目８番１４号 片山ビル１F 源
飲食店営業 一般 第190771号 2019-09-17 2025-09-30 2019-09-17 2002-07-25
麺類製造業 一般 第190772号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-17 2014-06-23
福山市千代田町一丁目３番１号
株式会社とん匠
そうざい製造業 一般 第190773号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-17 2014-06-23
福山市千代田町一丁目３番１号
株式会社とん匠
加工水産物販売業 一般 第190774号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-17 2014-05-20
福山市多治米町五丁目２３番３９号
ザグザグ多治米店
飲食店営業 一般 第190776号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-18 1996-04-05
福山市松浜町一丁目４番６号 立花ビル２Ｆ ラウンジ ミント
福山市南町１番２１号ロイヤルビル１Ｆ
飲食店営業 一般 第190777号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-18 1996-06-04
みち
福山市野上町三丁目１０番４９号
飲食店営業 一般 第190778号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-18 1996-08-01
割烹 今鶴
福山市松浜町一丁目２番１８号 ホット館２Ｆ２－Ｂ Ｌａｕｎｇｅいしい
飲食店営業 一般 第190779号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-18 2008-03-31
飲食店営業 一般 第190780号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-18 2008-04-01
福山市南町２番５号
小林ビル１Ｆ ナイト・セクシャル
飲食店営業 一般 第190781号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-18 2008-08-05
福山市沖野上町六丁目８番５号
カラオケふじみ
飲食店営業 移動販売車 第190782号 2019-09-18 2024-11-30 2019-09-18 2019-09-18
福山市内一円
ＤＡＮＲＡＮぷろじぇくと
福山市入船町三丁目１番６０号
飲食店営業 一般 第190783号 2019-09-19 2024-09-30 2019-09-19 2019-09-19
ゆめタウン福山 ゆめ広場
福山市南蔵王町五丁目９番１８号
飲食店営業 一般 第190784号 2019-09-19 2025-01-31 2019-09-19 2019-09-19
ゆめタウン蔵王
福山市引野町一丁目１４番３６号
飲食店営業 一般 第190785号 2019-09-19 2025-01-31 2019-09-19 2019-09-19
まるじゅう
ＳＡＴＯ８ビル ６ＦＣ Ｌｏｕｎｇｅ ＯＵＴＩＳ
飲食店営業 一般 第190786号 2019-09-20 2024-09-30 2019-09-20 2019-09-20
福山市昭和町１０番１０号
福山市神辺町字十九軒屋３００番地６
飲食店営業 一般 第190787号 2019-09-20 2024-10-31 2019-09-20 2019-09-20
とり焼肉 がんちゃん

当初許可年月日

フィッシャーマンズキッチン２号
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（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
佐藤 美和
山上 真澄

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１
福山市住吉町３番２５号
福山市昭和町１０番１０号
福山市明治町２番２９号
福山市明治町２番２９号
福山市昭和町１０番１０号

営業所所在地２ 営業所名称１

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

こまめ
ＳＡＴＯビル８ ５Ｄ室 ｆｌｕｅｎｔ
ｐｈａａ ｐａｉ ＴＨＡＩ
ｐｈａａ ｐａｉ ＴＨＡＩ
ＳＡＴＯ８ ３Ｆ ラウンジ ハードワーカー

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第190788号 2019-09-20 2024-09-30 2019-09-20 2019-09-20
飲食店営業 一般 第190791号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-20 2008-08-27
飲食店営業 一般 第190792号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-20 2008-09-09

株式会社瀬戸内不動産鑑定事務所

代表取締役

平木 三千人

株式会社瀬戸内不動産鑑定事務所

代表取締役

平木 三千人

株式会社タカキリテイルオペレーション

代表取締役

芳山 俊彦 福山市入船町三丁目１番６０号

ゆめタウン福山店１階

リトルマーメイド ゆめタウン福山店

株式会社タカキリテイルオペレーション

代表取締役

芳山 俊彦 福山市入船町三丁目１番６０号

ゆめタウン福山店１階

リトルマーメイド ゆめタウン福山店

株式会社タカキリテイルオペレーション

代表取締役

芳山 俊彦 福山市入船町三丁目１番６０号

ゆめタウン福山店１階

リトルマーメイド ゆめタウン福山店

菓子製造業 一般 第190798号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-24 2014-04-16
喫茶店営業 一般 第190799号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-24 2014-04-16

迅雷

飲食店営業 一般 第190801号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-24 2014-08-27

榊 郁美

吉田 仁
株式会社アペックス西日本
株式会社アペックス西日本
坂本 真輔

代表取締役
代表取締役

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

代表取締役

株式会社ｔａｃｈｉｍａｃｈｉ
弓本 多恵子
重政 絹子
小林 久美
追林 佳代
株式会社ｇｌｏｂ
山本 光弘
株式会社天満屋ストア
株式会社天満屋ストア
株式会社天満屋ストア
鶴信運輸株式会社
森川 鈴子
湯浅 浩典
鈴木 慶子
有限会社ハセガワ
有限会社ハセガワ
勝山 喜久郎
藤本 緑
近藤 祐子
藤本 里香
西元 瑠美
村田 理絵
山下 美妙
二井 昇理子
山部 早苗
安田 永吉
井野 美代子
松田 眞里子

代表取締役

福山市霞町一丁目６番１５号
森 吉平 福山市東川口町一丁目４番１号
森 吉平 福山市草戸町二丁目９番１号
福山市南町３番１１号
増田 宗昭 福山市伊勢丘三丁目１番１号
エルコレビル１階
倉田 敏宏 福山市元町１３番１８号
福山市川口町五丁目９番１３号
福山市入船町二丁目１１番６号

第二プレジャータウン

福山市明治町１番１号
福山市昭和町９番１７号

クレスト明治町ビル
メゾン・ド・レーブ １－Ｂ

一般 第190793号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-20 2010-06-18
飲食店営業 一般 第190794号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-20 2014-04-04
飲食店営業 一般 第190797号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-24 2014-04-16

そうざい製造業

ヤマト運輸株式会社 福山中央支店 宅急便センター 喫茶店営業

福山メッキ工業株式会社
まるふじ中華そば専門店
スターバックスコーヒー
四畳半
大平楽
一盃吞屋あん
コノハナノサクヤ
Ｂｏｔｔａ ｍａｒｒｏｎｓ
ゆず庵 福山王子店
ＩＺＡＫＡＹＡ－ＢＡＲ宗方

喫茶店営業
ＴＳＵＴＡＹＡ伊勢丘店

飲食店営業 一般 第190809号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-25 2014-08-27
飲食店営業 一般 第190812号 2019-09-26 2024-09-30 2019-09-26 2019-09-26
飲食店営業 一般 第190813号 2019-09-26 2024-09-30 2019-09-26 2019-09-26
飲食店営業 一般 第190819号 2019-09-26 2025-01-31 2019-09-26 2019-09-26

代表取締役

野口 重明 福山市入船町三丁目１番２５号

天満屋ハピータウン ポートプラザ店

代表取締役

野口 重明 福山市入船町三丁目１番２５号

天満屋ハピータウン ポートプラザ店

魚介類販売業

代表取締役

野口 重明 福山市入船町三丁目１番２５号

天満屋ハピータウン ポートプラザ店

加工水産物販売業

代表取締役

岩木 信之 福山市加茂町字上加茂２４２番地４

飲食店営業 一般 第190820号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-26 2008-09-10
飲食店営業 一般 第190821号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-26 2016-10-06

社員食堂 リーベ
福山市入船町二丁目７番１９号
いつもの処
福山市昭和町４番７号
ワインビル２F ｌｉｆｅ
キュービックビル１－Ａ 果鈴
福山市昭和町１０番２５号

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

代表取締役

長谷川 敏行

福山市多治米町一丁目９番２号

セブンイレブン福山多治米１丁目店

飲食店営業

代表取締役

長谷川 敏行

福山市多治米町一丁目９番２号

セブンイレブン福山多治米１丁目店

加工水産物販売業

福山市霞町一丁目２番１６号 １１０３ビル１Ｆ リストランテ ア ターヴォラ
住吉ウィング１０３ みなみ
福山市住吉町８番２２号
第２Ｓビル１０３号 はんなり ほっこり
福山市昭和町９番５号
パライソ樹苑ビル２Ｆ Ａ号 Ｂｌｕｅ ｒｏｓｅ
福山市住吉町７番１３号
福山市松浜町一丁目４番９号 ワコー２ビル１０号室 ぷよぷよ
ローズガーデン１０８ Ａｏ
福山市住吉町３番２２号
ルパティオビル１Ｆ 彩伊さい
福山市昭和町２番１０号
福山市昭和町３番１号
さくら屋
福山市松浜町一丁目６番２１号 中原ビル３Ｆ－２号室 ラヴィアンローズ
福山市昭和町２番１７号
食道楽
福山市多治米町六丁目９番１２号
ふき
福山市住吉町８番２９号
Ｋ＆Ｋビル２Ｆ きらり
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自動販売機

飲食店営業 一般 第190807号 2019-09-24 2024-11-30 2019-09-24 2019-09-24
飲食店営業 一般 第190808号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-25 2002-07-12

古市 誉富 福山市王子町一丁目２番１１号
ワコー１ビル１－Ｂ

第190803号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-24 2014-07-29

第190804号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-24 2014-09-22
飲食店営業 一般 第190805号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-24 2014-09-25
飲食店営業 一般 第190806号 2019-09-24 2025-01-31 2019-09-24 2019-09-24

代表取締役

福山市住吉町８番３０号

自動販売機

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第190822号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-26 2014-06-02
第190823号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-26 2014-06-02
第190825号 2019-09-26 2024-10-31 2019-09-26 2019-09-26
第190831号 2019-09-27 2024-09-30 2019-09-27 2019-09-27
第190832号 2019-09-27 2024-09-30 2019-09-27 2019-09-27
第190833号 2019-09-27 2024-09-30 2019-09-27 2019-09-27
第190834号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-27 2008-04-21
第190838号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-27 2008-04-21
第190840号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-27 2008-09-25
第190841号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-27 2008-09-30
第190842号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-27 2014-04-21
第190845号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-27 2014-05-26
第190846号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-30 2002-04-03
第190847号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-30 2014-04-23
第190848号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-30 2014-06-12
第190849号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-30 2014-07-03
第190850号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-30 2014-08-19
第190851号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-30 1996-06-12
第190852号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-30 2008-05-02
第190853号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-30 2008-05-14

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
三好 貴美
池田 亜澄
株式会社グラットン
株式会社グラットン
伊達 ありさ
古山 時子
牧平 厚子
有限会社たんと
池田 恵子
藤井 奈々子
谷本 貴志
高森 愛美
藤井 卓哉
有限会社岩船水産
ＭＫコンサルタント株式会社

申請者＿役職名

代表取締役
代表取締役

申請者＿代表者

営業所所在地１
福山市住吉町８番２２号
福山市住吉町１番４０号

営業所所在地２ 営業所名称１

福山市新市町大字下安井３０１番地２

スナック桃花
ヴェイユ
食辛房 沖野上店
食辛房 沖野上店
Ｄａｈｌｉａ
御料理 うづき
空
日本料理 鞆膳
ラウンジ 杏世斗
ＬＯＵＮＧＥ ＮＯＷ
支那そば花
まるたか
鉄板焼 鉄夫
有限会社岩船水産
酒房 かんさん
ファミリーマート福山今津町店
ファミリーマート福山今津町店
ニュークラブ サファイア
十三軒茶屋
ルプランタン

福山市新市町大字宮内１９８５番地

ウグイス谷 ミュージックホール

福山市新市町大字戸手６１７番地１

福山市駅家町大字近田２１５番地１

すなっく やすらぎ
番加夢
お好み焼 はた
Ｂａｌｌ
健康家族福山一号店
小峠新誠堂
サービス付き高齢者向け住宅
朝日三光堂
佐竹スーパー大開店
佐竹スーパー大開店
福屋
すみ
お食事処 えびす
喫茶軽食アラビカ
スナックらん

福山市駅家町大字万能倉８３０番地１

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋福山駅家町店

住吉ウイング猪木ビル２Ｆ
住吉スクエア１階１１０－２

徳永 孝進 福山市沖野上町一丁目９番６号
徳永 孝進 福山市沖野上町一丁目９番６号

福山市昭和町３番１５号
福山市御門町二丁目２番１５号
代表取締役

藤井 剛

福山市入船町二丁目１番２４号 福神ビル２Ｆ
福山市御門町一丁目６番２３号
ＳＡＴＯビル８ ４Ａ
福山市昭和町１０番１０号
福山市昭和町４番４号
南神ビル１Ｆ
福山市松浜町一丁目１番１号

福山市松永町四丁目１３番１号
福山市春日町五丁目１番１５号
代表取締役

藤田 信明 福山市沼隈町大字能登原２４９３番地２２

代表取締役

寒竹 政勝 福山市多治米町六丁目５番７号

株式会社フロムシステムダイレクト

代表取締役

島田 克己 福山市今津町三丁目７番１８号

株式会社フロムシステムダイレクト

代表取締役

島田 克己 福山市今津町三丁目７番１８号

株式会社縁
中国テレホン株式会社
近藤 公弐
寄森 エツ子
城後 ヤス子
橋本 定子
畠 一子
前原 基希
小田 津多江
小峠 雄三
株式会社日米クック
朝日 和子
佐竹 明美
佐竹 明美
廣田 真之
藤原 スミ子
有地 信司
豊田 俊二
森下 光子
八津谷 博幸
有限会社フィンアート
川瀬 富恵
下平 サエコ
寺岡 修治

代表取締役

笠原 桂子 福山市入船町二丁目５番２２号

代表取締役

村上 正親 福山市神辺町字十三軒屋１９０番地３

福山市新市町大字新市４９３番地７
福山市新市町大字新市１０４０番地１

福山市新市町大字戸手１５４番地１
福山市新市町大字戸手６８１番地１
福山市新市町大字相方２１２番地４
代表取締役

米谷 素明 福山市新市町大字新市５６番地１
福山市新市町大字新市８０２番地１

福山市新市町大字新市２０番地２
福山市新市町大字新市２０番地２
福山市新市町大字戸手１３２３番地３

福山市駅家町大字近田５４４番地２
福山市加茂町大字下加茂６１番地６
福山市駅家町大字下山守６５番地１

代表取締役

田中 仁美 福山市加茂町大字下加茂３０番地７
福山市加茂町字上加茂２６４番地１０

福山市神辺町大字川北１９９番地２

福山市神辺町字道上２８３８番地３

オリーブコート多治米１階Ｄ号室

ギャラリア 風の巣
お好み焼き 圓
フリッカ
慶春
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営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第190854号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-30 2008-08-28
飲食店営業 一般 第190855号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-30 2014-08-08
飲食店営業 一般 第190856号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-30 2002-07-08

一般 第190857号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-30 2004-10-01
飲食店営業 一般 第190858号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-30 2014-07-31
飲食店営業 一般 第190860号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-30 2002-07-31

加工水産物販売業

飲食店営業 一般 第190861号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-30 2008-04-07
飲食店営業 一般 第190862号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-30 2002-08-30
飲食店営業 一般 第190863号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-30 2002-08-26
飲食店営業 一般 第190864号 2019-10-01 2025-09-30 2019-09-30 2014-08-07
飲食店営業 一般 第190865号 2019-10-01 2024-09-30 2019-10-01 2019-10-01
飲食店営業 一般 第190866号 2019-10-02 2024-12-31 2019-10-02 2019-10-02
飲食店営業 一般 第190867号 2019-10-02 2025-01-31 2019-10-02 2019-10-02

ローカルコモンズ・ウィル

かき作業場 一般 第190868号 2019-10-02
飲食店営業 一般 第190869号 2019-10-03
飲食店営業 一般 第190870号 2019-10-03
加工水産物販売業 一般 第190874号 2019-10-03
飲食店営業 一般 第190875号 2019-10-03
飲食店営業 一般 第190876号 2019-11-01
飲食店営業 一般 第190877号 2019-11-01
飲食店営業 一般 第190878号 2019-11-01
飲食店営業 一般 第190879号 2019-11-01
飲食店営業 一般 第190880号 2019-11-01
飲食店営業 一般 第190882号 2019-11-01
飲食店営業 一般 第190883号 2019-11-01
飲食店営業 一般 第190887号 2019-11-01
飲食店営業 一般 第190888号 2019-11-01
飲食店営業 一般 第190889号 2019-11-01
加工水産物販売業 一般 第190891号 2019-11-01
魚介類販売業 一般 第190892号 2019-11-01
加工水産物販売業 一般 第190893号 2019-11-01
加工水産物販売業 一般 第190894号 2019-11-01
飲食店営業 一般 第190900号 2019-11-01
飲食店営業 一般 第190901号 2019-11-01
飲食店営業 一般 第190902号 2019-11-01
飲食店営業 一般 第190903号 2019-11-01
飲食店営業 一般 第190904号 2019-11-01
飲食店営業 一般 第190905号 2019-11-01
飲食店営業 一般 第190906号 2019-11-01
飲食店営業 一般 第190907号 2019-11-01
飲食店営業 一般 第190909号 2019-11-01

2024-10-01 2019-10-02 2019-10-02
2025-03-31 2019-10-03 2019-10-03
2024-12-31 2019-10-03 2019-10-03
2024-12-31 2019-10-03 2019-10-03
2025-03-31 2019-10-03 2019-10-03
2025-10-31 2019-10-04 2008-06-13
2025-10-31 2019-10-07 1984-09-05
2025-10-31 2019-10-07 1984-06-23
2025-10-31 2019-10-07 1987-07-21
2025-10-31 2019-10-07 1990-09-05
2025-10-31 2019-10-07 2002-05-02
2025-10-31 2019-10-07 2002-08-14
2025-10-31 2019-10-07 2008-08-06
2025-10-31 2019-10-07 2014-05-02
2025-10-31 2019-10-07 2014-06-02
2025-10-31 2019-10-07 1993-06-04
2025-10-31 2019-10-07 1981-06-25
2025-10-31 2019-10-07 1981-06-25
2025-10-31 2019-10-07 1977-07-01
2025-10-31 2019-10-08 1984-08-30
2025-10-31 2019-10-08 1996-05-02
2025-10-31 2019-10-08 1996-10-11
2025-10-31 2019-10-08 1996-10-03
2025-10-31 2019-10-08 2002-05-20
2025-10-31 2019-10-08 2002-09-18
2025-10-31 2019-10-08 2002-09-26
2025-10-31 2019-10-08 1993-05-26
2025-10-31 2019-10-08 1996-07-03

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
西川 康子
田邊 照恵
安藤 誠之
安部 泰志
山岸 信子
渡邉 託巳
孫 穎娜
棗田 秀治
三代 博司
谷本 貴志
木村 博士
木村 博士
山根 基史
若林 コンセプション

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１

営業所所在地２ 営業所名称１

ＮＩＳＨＩＫＡＷＡ
福山市神辺町字十九軒屋２７５番地４
あんあん
福山市神辺町字十九軒屋１５番地４
あぐら屋
福山市山野町大字山野１１７９番地２
龍頭山荘
福山市駅家町大字江良８５９番地１
笑顔
福山市神辺町字上御領２０７９番地３
渡辺ストアー
福山市大門町二丁目１５番１３号
華都飯店
福山市新市町大字宮内３５６番地１
なつめ庵
福山市神辺町大字川北４５１番地
福海
福山市神辺町大字新徳田３８９番地
和風料理 一貴
福山市神辺町字湯野１７９８番地１
自然食房 きむら
福山市神辺町字湯野１７９８番地１
自然食房 きむら
福山市加茂町字粟根２８５番地５
やまねストアー
福山市入船町二丁目４番２０号 百軒堂ビルＡ棟２－２・２－３ ＪＥＷＥＬ
シダックスフードサービス株式会社 代表取締役 佐藤 好男 福山市東村町１３０番地５
ローズ東村 シダックス店
千成栄ビル２Ｆ 歌ってイスタンブール
西 未散
福山市南町５番１８号
福山市新涯町五丁目３５番１９号
小川 眞一
カフェレスト ふうりん
福山市駅家町大字中島１０９４番地３
松葉 亮昌
まつば
福山市駅家町大字中島１０９４番地３
松葉 亮昌
松葉鮮魚店
理事長 寺岡 暉 福山市新市町大字新市５６番地２
社会福祉法人新市福祉会
ガーデンテラス＆
有限会社トータルリカーショップ山根 代表取締役 山根 弘嗣 福山市神辺町字道上２０番地１
ローソン神辺十三軒屋店
社会福祉法人「ゼノ」少年牧場 理事長 寳子丸 周吾 福山市神辺町大字八尋９５１番地４
ベーカリーＰａｋｕ・Ｐａｋｕ
社会福祉法人「ゼノ」少年牧場 理事長 寳子丸 周吾 福山市神辺町大字八尋９５１番地４
ベーカリーＰａｋｕ・Ｐａｋｕ
福山市神辺町字道上１０番地７
松井 秀憲
ＣｈｏｔＢａｒ ｈａｂａ７
福山市神辺町字平野７１９番地１ ＩＫビル１Ｆ
原田 有宏
炭火やきとり宇宙亭
福山市御幸町大字中津原１４３５番地１
神原 真由美
つるや
五番館１Ｆ Ｂ棟 Ｋａｍｅｒｉａ
島田 久実
福山市昭和町９番１８号
代表取締役 佐藤 利行 福山市神辺町大字川北１０８６番地２
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ神辺店
福山市加茂町大字下加茂２４８番地１
的野 啓子
お好み焼き まとちゃん
代表取締役 齋藤 武雄 福山市曙町五丁目３０番１４号
株式会社セレマ
曙シティホール
代表取締役 山西 健三 福山市神辺町字徳田８６７番地１
映クラ株式会社
石窯パン工房 ルヴァン
代表取締役 佐藤 匠 福山市多治米町二丁目１３番１１号
株式会社たくみ
もつ鍋 佐藤
代表取締役 岡崎 和久 福山市沼隈町大字下山南１９９４番地４
有限会社まご店ストアー
有限会社まご店ストアー
代表取締役 中山 真依子 福山市山手町六丁目１６番１４号
株式会社ダンボ
ＫＡＲＡＯＫＥ ＲＩＥＮ
福山市松永町四丁目１６番５４－４号 ２Ｆ
岡山 由加利
ＳＥＬＦ ＢＡＲ ＨＩＮＡＳＥ
福山市新市町大字新市５９１番地
陶山 俊子
喫茶 みどり
代表取締役 町本 義孝 福山市芦田町大字下有地３０７番地
マチモト株式会社
マチモト株式会社
代表取締役 町本 義孝 福山市芦田町大字下有地３０７番地
マチモト株式会社
マチモト株式会社
福山市駅家町大字倉光４２４番地２
宮 龍行
Ｂｏｏｍ Ｂｏｏｍ Ｂａｒ
代表理事 佐藤 宏 福山市神辺町字東中条２３８６番地
福山市農業協同組合
ＪＡ福山市みそ加工場
代表理事 佐藤 宏 福山市神辺町字東中条２３８６番地
福山市農業協同組合
ＪＡ福山市みそ加工場

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日
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初回許可年月日 当初許可年月日

喫茶店営業 一般 第190911号 2019-11-01 2025-10-31 2019-10-08 1996-08-21
飲食店営業 一般 第190913号 2019-11-01 2025-10-31 2019-10-08 2008-06-18

福山市神辺町字道上３０５９番地

飲食店営業 一般 第190914号 2019-11-01 2025-10-31 2019-10-08 2008-06-06
飲食店営業 一般 第190915号 2019-11-01 2025-10-31 2019-10-08 2008-06-11
飲食店営業 一般 第190916号 2019-11-01 2025-10-31 2019-10-08 2014-05-09

一般 第190918号 2019-11-01 2025-10-31 2019-10-08 1993-09-22
飲食店営業 一般 第190919号 2019-10-09 2025-01-31 2019-10-09 2019-10-09
飲食店営業 一般 第190920号 2019-10-09 2024-10-31 2019-10-09 2019-10-09

加工水産物販売業

飲食店営業 一般 第190922号 2019-11-01 2025-10-31 2019-10-10 1993-06-30
飲食店営業 一般 第190923号 2019-11-01 2025-10-31 2019-10-10 2008-07-02
飲食店営業 一般 第190924号 2019-11-01 2025-10-31 2019-10-10 2014-09-19
そうざい製造業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
魚介類販売業
Ｔｗｏ Ｍｏｏｎｓ Ｋｉｔｃｈｅｎ

菓子製造業
飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業
飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業
飲食店営業
菓子製造業
飲食店営業
飲食店営業
喫茶店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業
アイスクリーム類製造業

飲食店営業
飲食店営業
そうざい製造業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第190925号 2019-11-01 2025-10-31 2019-10-10 2014-09-19
第190926号 2019-11-01 2025-10-31 2019-10-10 2008-09-04
第190927号 2019-10-15 2025-03-31 2019-10-15 2019-10-15
第190928号 2019-10-15 2024-12-31 2019-10-15 2019-10-15
第190929号 2019-10-15 2025-03-31 2019-10-15 2019-10-15
第190930号 2019-10-16 2025-01-31 2019-10-16 2019-10-16
第190931号 2019-11-01 2025-10-31 2019-10-16 1996-09-05
第190932号 2019-11-01 2025-10-31 2019-10-16 1978-06-23
第190933号 2019-11-01 2025-10-31 2019-10-16 2014-09-22
第190934号 2019-11-01 2025-10-31 2019-10-16 2014-10-07
第190935号 2019-11-01 2025-10-31 2019-10-16 2002-06-07
第190936号 2019-11-01 2025-10-31 2019-10-16 2002-06-07
第190940号 2019-11-01 2025-10-31 2019-10-17 2014-07-08
第190941号 2019-11-01 2025-10-31 2019-10-17 2014-08-05
第190942号 2019-10-18 2024-11-30 2019-10-18 2019-10-18
第190943号 2019-10-18 2025-03-31 2019-10-18 2019-10-18
第190945号 2019-11-01 2025-10-31 2019-10-21 2014-10-10
第190946号 2019-11-01 2025-10-31 2019-10-21 2002-10-30
第190948号 2019-10-24 2025-01-31 2019-10-24 2019-10-24
第190951号 2019-11-01 2025-04-30 2019-10-24 2014-09-11
第190952号 2019-10-24 2025-03-31 2019-10-24 2019-10-24
第190954号 2019-10-25 2025-02-28 2019-10-25 2019-10-25
第190955号 2019-10-25 2024-12-31 2019-10-25 2019-10-25
第190956号 2019-10-25 2024-12-31 2019-10-25 2019-10-25
第190957号 2019-11-01 2025-10-31 2019-10-25 1984-10-12
第190958号 2019-11-01 2025-10-31 2019-10-25 2014-05-07
第190959号 2019-11-01 2025-10-31 2019-10-25 2014-05-07
第190960号 2019-11-01 2025-10-31 2019-10-28 2014-10-29
第190961号 2019-10-28 2024-10-31 2019-10-28 2019-10-28
第190962号 2019-10-28 2024-10-31 2019-10-28 2019-10-28

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
齋藤 梨菜
株式会社全国チェーン竜鳳
有限会社親和
藤原 典子
株式会社なかやま牧場
株式会社なかやま牧場
株式会社なかやま牧場
株式会社なかやま牧場
株式会社なかやま牧場
株式会社なかやま牧場
株式会社なかやま牧場
高橋 恵利佳
株式会社小田商店
株式会社小田商店
山本 眞
株式会社ＭＫＪ
松浦 美鈴
ナショナル・ベンディング株式会社

申請者＿役職名

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日 初回許可年月日
営業所所在地２ 営業所名称１
営業所所在地１
飲食店営業 一般 第190963号 2019-10-28 2025-03-31 2019-10-28 2019-10-28
福山市明治町５番７号
Ｌｏｕｎｇｅ 藤花
鈴木 明治 福山市内一円
やきとり竜鳳 香川８８０あ１２３１
飲食店営業 移動販売車 第190964号 2019-10-28 2024-11-30 2019-10-28 2019-10-28
羽田 冨美江 福山市鞆町後地７９７番地３
飲食店営業 一般 第190968号 2019-10-30 2025-02-28 2019-10-30 2019-10-30
燧冶
住吉スクエア３０４号 ラウンジ Ｅｒｉｎａ
飲食店営業 一般 第190975号 2019-10-30 2025-03-31 2019-10-30 2019-10-30
福山市住吉町１番４０号
増成 吉彦 福山市神辺町大字新徳田１５６番地
飲食店営業 一般 第190976号 2019-10-30 2024-10-31 2019-10-30 2019-10-30
ハート新徳田店 デリカ
増成 吉彦 福山市神辺町大字新徳田１５６番地
ハート新徳田店 フィッシュデリカ
飲食店営業 一般 第190977号 2019-10-30 2024-10-31 2019-10-30 2019-10-30
増成 吉彦 福山市神辺町大字新徳田１５６番地
飲食店営業 一般 第190978号 2019-10-30 2024-10-31 2019-10-30 2019-10-30
ハート新徳田店 ミートデリカ
増成 吉彦 福山市神辺町大字新徳田１５６番地
菓子製造業 一般 第190979号 2019-10-30 2024-10-31 2019-10-30 2019-10-30
ハート新徳田店
魚介類販売業 一般 第190980号 2019-10-30 2024-10-31 2019-10-30 2019-10-30
増成 吉彦 福山市神辺町大字新徳田１５６番地
ハート新徳田店
増成 吉彦 福山市神辺町大字新徳田１５６番地
食肉販売業 一般 第190982号 2019-10-30 2024-10-31 2019-10-30 2019-10-30
ハート新徳田店
加工水産物販売業 一般 第190983号 2019-10-30 2024-10-31 2019-10-30 2019-10-30
増成 吉彦 福山市神辺町大字新徳田１５６番地
ハート新徳田店
福山市松浜町三丁目８番４３－１号
飲食店営業 一般 第190985号 2019-10-30 2025-03-31 2019-10-30 2019-10-30
＆ｔｅａ．
魚介類販売業 一般 第190986号 2019-11-01 2025-10-31 2019-10-31 1996-09-18
大賀 昭司 福山市駅家町大字倉光２７７番地２
生鮮食品 おだ駅家店
大賀 昭司 福山市駅家町大字倉光２７７番地２
食肉販売業 一般 第190987号 2019-11-01 2025-10-31 2019-10-31 1996-09-18
生鮮食品 おだ駅家店
福山市神辺町字湯野２９番地３
飲食店営業 一般 第190988号 2019-11-01 2025-10-31 2019-10-31 2008-08-25
旬感ダイニング メルカド
松村 賢吾 福山市神辺町字上御領１４２８番地１
飲食店営業 一般 第190989号 2019-11-01 2025-10-31 2019-10-31 2014-10-23
ローソン神辺上御領店
福山市新市町大字戸手１４４番地
飲食店営業 一般 第190991号 2019-11-01 2025-10-31 2019-10-31 2014-08-05
カラオケ喫茶 凛

申請者＿代表者

当初許可年月日

山陽セントラルハイツ１Ｆ １０７号室

代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役

代表取締役

代表取締役

佐藤 忍
有限会社重田永楽堂

代表取締役

ナショナル・ベンディング株式会社

代表取締役

株式会社Ｎ．Ａ．Ｈ
赤山 玄
保坂 崇
小谷 志保
飯堂 友季子
有限会社システムアシスト
藤原 稔
有限会社やまだ
藤庄製菓有限会社
藤井 武男
中釜 峰夫
株式会社ユニコン
蒲生 利夫
アスコ合同会社
有限会社木むら
武田 剛
エードン有限会社
エードン有限会社
川中 由隆
川中 由隆

代表取締役

藤山 雄一郎 福山市駅家町大字万能倉３７３番地

福山市神辺町大字川南４２０番地３

重田 治之 福山市新市町大字新市６４２番地１
福山市新市町大字戸手６８番地
穗垣 征之 福山市曙町五丁目２１番４５号

藤山 雄一郎

福山市笠岡町４番２５号
福山市船町１番２６号
福山市南町１番２６号
福山市東桜町１番１号
取締役 福原 由枝 福山市内一円
福山市船町３番１０号
代表取締役

沖本 朝則 福山市沼隈町大字草深１９１９番地４

代表取締役

藤井 太一郎 福山市引野町北三丁目１０番９号

福山市胡町６番１３号
福山市三之丸町１１番２８号１Ｆ
代表取締役

福田 稔 福山市東桜町１番１号

代表社員

有村 崇 福山市引野町北四丁目１６番１５号

福山市三吉町南一丁目１３番２０号

取締役 木村 廣子 福山市三吉町南二丁目７番９号

福山市三吉町四丁目７番３０号
代表取締役

渡邉 仁也 福山市東町一丁目５番４号

代表取締役

渡邉 仁也 福山市東町一丁目５番４号

喫茶店営業

自動販売機 第190993号 2019-11-01 2025-10-31 2019-10-31 2002-09-06
飲食店営業 一般 第190994号 2019-11-01 2025-10-31 2019-10-31 2014-07-14
菓子製造業 一般 第190995号 2019-11-01 2025-10-31 2019-10-31 1981-06-27

株式会社ユウホウ 福山工場（事務所）

居酒屋のぶちゃん
有限会社重田永楽堂
株式会社コーコス信岡
南風 曙店

喫茶店営業

自動販売機 第190997号 2019-11-01 2025-10-31 2019-10-31 1996-11-01
飲食店営業 一般 第191001号 2019-11-06 2025-01-31 2019-11-06 2019-11-06
喫茶店営業 一般 第191002号 2019-11-06 2024-11-30 2019-11-06 2019-11-06

ＫＡＩ－ＫＯＨ ＲＥＣＯＲＤ ＳＴＯＲＥ

サンクビル２Ｆ ざんぱーた
吉山ビル１ＦＡ Ｄｉｎｉｎｇ ｂａｒ Ｖｅｎｔｕｎｏ
アイネスＢ１Ｆ あいぽじゃん
キャンピングカリー
魚とくビル１０１ Ｂａｒ ○
やまだ
ル・ロックル
信光堂
なの花
ｉｎｅｓＦＵＫＵＹＡＭＡ２階 ＳＡＬＶＡＴＯＲＥ ＣＵＯＭＯ
鈴清ビル１Ｆ 大黒屋
カラオケ 最高でぇ～す！！
おばんざい木むら
武まる
マルクパージュ
マルクパージュ

飲食店営業 一般 第191003号 2019-11-06 2024-11-30 2019-11-06 2019-11-06
飲食店営業 一般 第191004号 2019-11-06 2025-03-31 2019-11-06 2019-11-06
飲食店営業 一般 第191006号 2019-11-06 2024-11-30 2019-11-06 2019-11-06
飲食店営業 移動販売車 第191007号 2019-11-06 2024-11-30 2019-11-06 2019-11-06
飲食店営業 一般 第191008号 2019-11-06 2024-11-30 2019-11-06 2019-11-06

一般 第191009号 2019-11-07 2025-02-28 2019-11-07 2019-11-07
飲食店営業 一般 第191010号 2019-11-07 2025-01-31 2019-11-07 2019-11-07
菓子製造業 一般 第191011号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-07 1987-09-30

そうざい製造業

＆ ＢＡＲ 福山

飲食店営業 一般 第191012号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-07 2008-08-26
飲食店営業 一般 第191013号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-07 2014-10-23
飲食店営業 一般 第191014号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-07 2008-06-11
飲食店営業 一般 第191015号 2019-11-08 2025-01-31 2019-11-08 2019-11-08

一般 第191016号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-08 2008-08-13
飲食店営業 一般 第191017号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-08 2014-06-09
飲食店営業 一般 第191018号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-08 2014-07-24

そうざい製造業

福山市御幸町大字下岩成２７７番地１

セブン－イレブン福山御幸町店

菓子製造業 一般 第191019号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-08 2014-07-24
飲食店営業 一般 第191020号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-11 2002-08-28

福山市御幸町大字下岩成２７７番地１

セブン－イレブン福山御幸町店

加工水産物販売業
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一般

第191024号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-11 2002-08-28

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
株式会社白菱
株式会社ジェイアールサービスネット岡山

営業所所在地１

申請者＿役職名

申請者＿代表者

代表取締役

福永 誠一 福山市木之庄町五丁目８番２２号

代表取締役

営業所所在地２ 営業所名称１

株式会社白菱 福山支店
北條 裕介 福山市三之丸町３０番１号
セブン・イレブン・ハートイン
福山市北本庄二丁目８番１８号
よろず屋 悠
稲田 正憲 福山市船町１番１８号
稲田屋
福山市千田町三丁目４０番１２号
喫茶＆食事 ユーウ
福山市本庄町中一丁目１４番１１号
焼肉牛徳
岸本 久之 福山市船町３番５号ＨＹビル２階
パール倶楽部
福山市千田町一丁目３１番３６号
歌酒場 ベリア
福山市木之庄町三丁目１番３０号
ぎょうざの店 珉珉
有田 泰三 福山市延広町７番３１号
海彦太郎
福山市三吉町南二丁目６番２号
ぽけっと
福山市船町３番１０号魚とくビル２０２号
カブロ
福山市木之庄町三丁目１番１２号
サン・トロイ
サンワビル１Ｆ ぺーな
福山市船町１番２６号
福山市延広町５番２３号吉方ビル１Ｆ
ビストロ・ラヴィエール
福山市千田町三丁目１８番１７－８号
ランチカフェ たんぽぽ
中国バスビル１階 とよた珈琲店
福山市伏見町４番４０号
福山市延広町３番４号
Ａｓｓｉｅｔｔｅ ｄｅ Ｋａｎｅｋｏ
福山市船町３番２０号
居酒屋こでん
礒辺 和孝 福山市三吉町三丁目９番２５号
ドルセ
パライソ樹苑ビル４階Ａ号 風姿花伝
福山市住吉町７番１３号
パライーソ樹苑ビル２Ｆ－Ｃ号 ＤＡＢＡＤＡ
福山市住吉町７番１３号
福山市地吹町６番１６号 １Ｆ
古まん別館
福山市東桜町１番１号
アイネス１Ｆ あいろーる
福山市駅家町大字近田２３０番地１ プラザコスモス２F ＢＡＲ Ｓｉｓｔｅｒ
福山市三吉町南一丁目１３番１４号
サンク・ラ・フィーユ
福山市内一円
ラ・ムソン・カフェ
橋本 清作 福山市田尻町６０４番地２
清進丸株式会社

蔦宗 聡司
代表取締役
株式会社稲田屋
今川 裕
清水 徳久
代表取締役
株式会社パール倶楽部
宮本 京子
田口 芳紀
代表取締役
株式会社さむらい
田中 輝雄
宮崎 康弘
金尾 久美子
世良 実浩
苗代 栄司
平岡 富美子
豊田 恭臣
金子 茂
戸田 卓将
代表取締役
有限会社ドルセ洋菓子店
真田 裕美
箱田 秀樹
古志 勝義
飯堂 友季子
篠原 美智枝
田渕 浩
山足 紀哉
代表取締役
清進丸株式会社
代表社員 渡邉 秀樹
合同会社渡辺商事
高村 康弘
杉原 直樹
頼正 芳弘
竹村 広
篠原 和美
ニッケアウデオＳＡＤ株式会社 代表取締役 中谷 恒史
阿部 みどり
取締役 神田 忠明
有限会社父石家神田
前谷 輝久
河野 夫美子
代表取締役 住田 憲壮
有限会社すみだ
代表取締役 坂井 直隆
有限会社坂井屋

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日
加工水産物販売業

ＪＲ福山駅南口店

飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業
飲食店営業
魚介類販売業

福山市南手城町一丁目１２番２号

Ｑｕｅｅｎ’ｓ ＭｅｌｏｎＰａｎ 福山店

菓子製造業

福山市北本庄二丁目１６番２２号

鳥仟工房
ＵＮＪＯＵＲ
賴山
ＶＥＮＩ ＶＥＮＩ 中村広商店
おやつの店 ｂｏｎｍｏｍｅｎｔ
シャトレーゼ福山今津店
ダイニング バー 快
父石家神田 沖野上工場
鶏番長 Ｐａｒｔｙ＆Ｌａｂｏ
のみくい処 こおの
ビジネスイン福山
ラブソング

食肉処理業

福山市住吉町７番２６号
福山市船町７番８号

ＳＡＴＯビル７ ５Ｆ

福山市三吉町四丁目１番３３号

福山市明治町８番４号
福山市今津町三丁目７番２０号
福山市松永町五丁目３６番１２－２号

福山市沖野上町六丁目９番９号

福山市延広町７番１０号
福山市南本庄四丁目２番２５号
福山市本庄町中二丁目１０番６号

福山市吉津町９番１０号

佐藤ビル２Ｆ
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飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業
菓子製造業
飲食店営業
菓子製造業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
移動販売車

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

初回許可年月日 当初許可年月日

第191028号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-11 2002-11-25
第191029号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-11 2014-06-09
第191033号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-11 2014-08-01
第191039号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-11 1972-06-22
第191040号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-11 1972-09-28
第191041号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-11 1984-06-21
第191042号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-11 1987-09-22
第191043号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-11 1990-08-29
第191044号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-11 1990-08-23
第191045号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-11 1996-06-24
第191046号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-11 1996-11-27
第191049号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-11 2002-09-30
第191051号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-11 2008-10-01
第191052号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-11 2008-10-03
第191053号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-11 2008-11-05
第191054号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-11 2008-11-28
第191055号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-11 2014-06-24
第191056号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-11 2014-10-16
第191057号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-11 2014-11-21
第191058号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-11 1993-06-16
第191059号 2019-11-11 2025-03-31 2019-11-11 2019-11-11
第191060号 2019-11-11 2025-03-31 2019-11-11 2019-11-11
第191061号 2019-11-12 2025-03-31 2019-11-12 2019-11-12
第191062号 2019-11-12 2024-11-30 2019-11-12 2019-11-12
第191063号 2019-11-13 2025-04-30 2019-11-13 2019-11-13
第191064号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-13 2002-11-15
第191065号 2019-12-01 2024-11-30 2019-11-13 2009-06-15
第191066号 2019-11-13 2025-02-28 2019-11-13 2019-11-13
第191067号 2019-11-13 2025-01-31 2019-11-13 2019-11-13
第191068号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-13 1996-11-07
第191073号 2019-11-14 2025-03-31 2019-11-14 2019-11-14
第191074号 2019-11-14 2024-11-30 2019-11-14 2019-11-14
第191075号 2019-11-14 2024-11-30 2019-11-14 2019-11-14
第191076号 2019-11-14 2025-03-31 2019-11-14 2019-11-14
第191077号 2019-11-14 2024-12-31 2019-11-14 2019-11-14
第191081号 2019-11-15 2024-12-31 2019-11-15 2019-11-15
第191082号 2019-11-18 2025-03-31 2019-11-18 2019-11-18
第191083号 2019-11-20 2024-11-30 2019-11-20 2019-11-20
第191084号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-20 1984-07-16
第191085号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-20 1987-08-10
第191086号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-20 1993-07-14

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿代表者 営業所所在地１
営業所所在地２
申請者＿申請者名
福山市柳津町一丁目７番６０号
住田 政臣
福山市柳津町一丁目７番６０号
住田 政臣
取締役 石井 久善 福山市城見町一丁目３番４号
有限会社オタフク
代表取締役 木元 一良 福山市入船町三丁目１番６０号 ゆめタウン福山２Ｆ
株式会社治元
おがわビル１Ｆ西
永瀬 幸則
福山市延広町７番１６号
代表取締役 江國 成基 福山市元町１番１号
株式会社天満屋
代表取締役 作野 幸治 福山市南蔵王町二丁目２７番３５号
株式会社サクセスズ
代表取締役 作野 幸治 福山市南蔵王町二丁目２７番３５号
株式会社サクセスズ
代表取締役 作野 幸治 福山市南蔵王町二丁目２７番３５号
株式会社サクセスズ
福山市神辺町字湯野４４０番地７
金島 エミ子
株式会社ベッセルホテル開発 代表取締役 澁谷 誠 福山市南本庄三丁目４番３７号
代表取締役 久保 一史 福山市御幸町大字中津原１９５０番地３
アシード株式会社
代表取締役 勝田 彰宏 福山市手城町四丁目７番１０号
株式会社西日本𠮷野家
福山市春日町六丁目１番５５号
森淵 美代子
代表取締役 大礒 睦志 福山市高西町南１３４番地
有限会社ダイコー食品
代表取締役 川原 奨二 福山市高西町三丁目７番２２号
株式会社ハートランド
福山市野上町二丁目７番４号
児玉 浩之
福山市野上町二丁目７番４号
児玉 浩之
福山市御幸町大字森脇１９８番地１２
井上 幸美
孫 萌
福山市伏見町１番１６号 １Ｆ
福山市松浜町一丁目９番２８号
猪原 将太
福山市駅家町大字近田２３０番地１ プラザコスモスＭ号ニ階
望月 加代子
福山市御幸町大字森脇４６８番地１
川北 真弓
福山市松永町五丁目９番２９号 竹下ＳＤビル１０２号室
村上 裕美子
福山市延広町６番４号 吉田店舗２Ｆ
松本 奈美
代表取締役 保志 忠郊 福山市元町１３番７号
株式会社第一興商
１Ｆ～４Ｆ
代表取締役 黒須 環
福山市北吉津町四丁目１７番３０号
株式会社一如社
代表取締役 福間 功市 福山市北美台１３番１３号
株式会社シャイン
代表取締役 山根 浩揮 福山市宝町２番１９号
有限会社いっとく
中西 美智子
福山市若松町２番１１号
代表取締役 加藤 成幸 福山市三吉町四丁目１番６号
有限会社十八番
仲渡 章
福山市若松町１０番７号
若松ビル内
代表取締役 木村 貞子 福山市千田町三丁目６２番１７号
株式会社夢街道
代表取締役 松﨑 寿春 福山市延広町５番２０号
有限会社テンフーズ
マルワビル１０１
井上 晃
福山市今町１番３号
鹿田 忠晴
福山市元町１３番１４号
代表取締役 林原 博之 福山市三吉町南二丁目８番２４号
株式会社ファミリーフード
取締役 河合 貴之 福山市伏見町２番１０号
有限会社ビィー・アール
代表取締役 澁谷 誠
株式会社ベッセル
福山市三之丸町８番１６号
代表取締役 澁谷 誠
株式会社ベッセル
福山市三之丸町８番１６号
代表取締役 澁谷 誠
株式会社ベッセル
福山市三之丸町８番１６号
申請者＿役職名

営業所名称１
尾道中華そば すみだ
尾道中華そば すみだ
キッチン オタフク

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

一般 第191088号 2019-11-20 2024-12-31 2019-11-20 2019-11-20
飲食店営業 一般 第191089号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-20 1993-11-26
飲食店営業 一般 第191092号 2019-11-22 2025-03-31 2019-11-22 2019-11-22

そうざい製造業

ほっとけや ゆめタウン福山店

Ｍｉｓｔｌｅｔｏｅ

飲食店営業 一般 第191093号 2019-11-22 2024-11-30 2019-11-22 2019-11-22
飲食店営業 一般 第191095号 2019-12-01 2024-11-30 2019-11-22 2009-08-18

株式会社天満屋地下１階第２催事場

ローソン福山東インター店
ローソン福山東インター店
ローソン福山東インター店
笑ちゃんサロン
ベッセルホテル福山
キッチン装飾
吉野家 福山手城町店
九州ラーメンお富さん
有限会社ダイコー食品
デイサービスゆずっこ高西
ファミリーマート福山野上町店
ファミリーマート福山野上町店
井上
雲茶
ラーメン 将
スナック カラオケ 香代
お弁当 かぼちゃ
ジェリー Ｊｅｌｌｙ
ＥＧＯＣＥＮＴＲＩＳＭＥ
ビッグエコー 福山駅前店
株式会社一如社
パティ・パトニ
ばくだん酒場
中西精肉店
有限会社十八番
味処 来島
ホテル夢街道
下町割烹 風林火山
ＬＩＶＥ ＨＯＵＳＥ
ハイボールバー ペルル

飲食店営業 一般 第191096号 2019-11-22 2025-01-31 2019-11-22 2019-11-22
飲食店営業 一般 第191097号 2019-11-22 2025-01-31 2019-11-22 2019-11-22

一般 第191101号 2019-11-22 2025-01-31 2019-11-22 2019-11-22
飲食店営業 一般 第191102号 2019-11-25 2025-04-30 2019-11-25 2019-11-25
飲食店営業 一般 第191103号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-25 2014-06-10

加工水産物販売業

喫茶店営業

自動販売機 第191104号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-25 2008-05-30
飲食店営業 一般 第191106号 2019-11-26 2025-01-31 2019-11-26 2019-11-26
飲食店営業 一般 第191107号 2019-11-26 2025-01-31 2019-11-26 2019-11-26

菓子製造業 一般 第191109号 2019-11-26 2024-12-31 2019-11-26 2019-11-26
飲食店営業 一般 第191111号 2019-11-26 2024-12-31 2019-11-26 2019-11-26
飲食店営業 一般 第191112号 2019-11-27 2025-03-31 2019-11-27 2019-11-27

一般 第191117号 2019-11-27 2025-03-31 2019-11-27 2019-11-27
飲食店営業 一般 第191118号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-27 1993-11-17
飲食店営業 一般 第191120号 2019-11-28 2024-11-30 2019-11-28 2019-11-28

加工水産物販売業

飲食店営業 一般 第191121号 2019-11-28 2025-03-31 2019-11-28 2019-11-28
飲食店営業 一般 第191123号 2019-11-29 2025-04-30 2019-11-29 2019-11-29
飲食店営業 一般 第191124号 2019-11-29 2024-11-30 2019-11-29 2019-11-29
飲食店営業 一般 第191125号 2019-11-29 2024-12-31 2019-11-29 2019-11-29
飲食店営業 一般 第191126号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-29 2002-11-25
飲食店営業 一般 第191127号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-29 2014-07-03
飲食店営業 一般 第191128号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-29 1987-10-20
飲食店営業 一般 第191129号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-29 2002-09-27
飲食店営業 一般 第191130号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-29 2002-11-19
飲食店営業 一般 第191134号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-29 1978-10-05
飲食店営業 一般 第191135号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-29 1996-06-26
飲食店営業 一般 第191136号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-29 1996-07-03
飲食店営業 一般 第191138号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-29 2008-07-24
飲食店営業 一般 第191139号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-29 2008-10-29
ＩＮＮ－ＯＶＡＴＩＯＮ

飲食店営業 一般 第191140号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-29 2014-08-27
飲食店営業 一般 第191141号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-29 2014-09-03
飲食店営業 一般 第191142号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-29 2002-11-06
菓子製造業 一般 第191143号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-29 2014-08-13

まんまるはなまるうどん 福山三吉店

ペリカンドーナツ
福山ニューキャッスルホテル（Ｂ１階）

鞆の浦

福山ニューキャッスルホテル（１階）

ＣＬＡＩＲＥ、Ｒｏｓｉｅｒ

福山ニューキャッスルホテル（１６Ｆ）

ＶＩＰルームキャッスルビュー
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初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第191087号 2019-11-20 2024-12-31 2019-11-20 2019-11-20

飲食店営業 一般 第191144号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-29 1984-06-13
飲食店営業 一般 第191145号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-29 1984-06-13
飲食店営業 一般 第191146号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-29 1984-06-13

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
株式会社ベッセル
株式会社ベッセル
株式会社ベッセル
株式会社ベッセル
株式会社ベッセル
株式会社ｕｍｉｋａ
株式会社ｕｍｉｋａ
岡本 健吾
株式会社小林製菓
村上 大
正畑 賢也
今井 誠史
小畑 昌司
桃谷 和人
井上 武夫
工藤 明人
猫葉 秋弘
横道 秀子
藤井 豊
株式会社フランセ
川﨑 由高
服部 万里子
株式会社トモテツセブン
有限会社やまさきショップ
有限会社やまさきショップ
有限会社いっとく
井上 美智代
三上 哲也
粟村 尚弘
有限会社やまさきショップ
村上 嘉世
有限会社やまさきショップ
藤田 玉緒
髙石 はるみ
本多 千恵美
株式会社宮本屋
株式会社宮本屋
三上 恵美子
有限会社セトマン
中山 由佳
寺岡有機醸造株式会社

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日 初回許可年月日
営業所所在地２ 営業所名称１
営業所所在地１
福山ニューキャッスルホテル（Ｂ１階） シャトレーヌ 飲食店営業 一般 第191147号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-29 1984-06-13
福山市三之丸町８番１６号
代表取締役
福山ニューキャッスルホテル（２階調理場）
飲食店営業 一般 第191148号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-29 1984-06-13
福山市三之丸町８番１６号
代表取締役
福山ニューキャッスルホテル セラヴィ
飲食店営業 一般 第191149号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-29 1993-07-21
福山市三之丸町８番１６号
代表取締役
福山ニューキャッスルホテル セラヴィ
菓子製造業 一般 第191150号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-29 1993-07-21
福山市三之丸町８番１６号
アイスクリーム類製造業 一般 第191151号 2019-12-01 2025-11-30 2019-11-29 1993-07-21
代表取締役
福山ニューキャッスルホテル セラヴィ
福山市三之丸町８番１６号
代表取締役 谷田 恭平 福山市伏見町４番２２号
飲食店営業 一般 第191152号 2019-12-05 2025-05-31 2019-12-05 2019-12-05
田中ビル１Ｆ Ｌｉｔｔｌｅ Ｓｅｔｏｕｃｈｉ
代表取締役 谷田 恭平 福山市伏見町４番２２号
菓子製造業 一般 第191153号 2019-12-05 2025-05-31 2019-12-05 2019-12-05
田中ビル１Ｆ Ｌｉｔｔｌｅ Ｓｅｔｏｕｃｈｉ
飲食店営業 一般 第191154号 2019-12-05 2025-01-31 2019-12-05 2019-12-05
福山市曙町一丁目５番２４号
ｍａｏ
代表取締役 小林 博
福山市柳津町一丁目４番３６号
菓子製造業 一般 第191156号 2020-01-01 2025-12-31 2019-12-09 1984-11-19
株式会社小林製菓
飲食店営業 一般 第191161号 2019-12-10 2025-03-31 2019-12-10 2019-12-10
福山市松浜町一丁目６番６号 サンクスビル１Ｆ Ｓａｎｄｓ
飲食店営業 一般 第191162号 2019-12-10 2025-05-31 2019-12-10 2019-12-10
福山市城見町一丁目１番３号
旬菜美酒ちどり
福山市山手町六丁目１５番１号
飲食店営業 一般 第191163号 2019-12-10 2024-12-31 2019-12-10 2019-12-10
酒処 ふたび
ＴＫＫ伏見ビル１ＦＣ 備後福山ブルーイングカレッジ
酒類製造業 一般 第191164号 2019-12-10 2025-05-31 2019-12-10 2019-12-10
福山市伏見町３番１６号
福山市宮前町二丁目４番２０号
飲食店営業 一般 第191165号 2020-01-01 2025-12-31 2019-12-10 1981-09-02
うさぎのポケット
飲食店営業 一般 第191166号 2020-01-01 2025-12-31 2019-12-10 1981-12-03
福山市今津町七丁目７番３号
パスタの店アルデンタ
福山市松永町二丁目４番１６号
飲食店営業 一般 第191167号 2020-01-01 2025-12-31 2019-12-10 1984-11-30
ノーブル喫茶 西町店
福山市瀬戸町大字山北５０７番地３
飲食店営業 一般 第191168号 2020-01-01 2025-12-31 2019-12-10 1978-12-23
喫茶ぺるしゃ
飲食店営業 一般 第191169号 2020-01-01 2025-12-31 2019-12-10 1984-08-31
福山市山手町六丁目４番３号
黄色い風船
福山市瀬戸町大字長和２５１番地５
飲食店営業 一般 第191170号 2020-01-01 2025-12-31 2019-12-10 1984-10-31
カラオケ喫茶ユタカ
代表取締役 大橋 誠
松永バイパス今津パーキングエリア
飲食店営業 一般 第191171号 2020-01-01 2025-12-31 2019-12-10 1990-12-12
福山市今津町２０７７番地
福山市山手町六丁目２８番２７号
飲食店営業 一般 第191172号 2020-01-01 2025-12-31 2019-12-10 1993-08-04
炉端 冨士屋
飲食店営業 一般 第191173号 2020-01-01 2025-12-31 2019-12-10 1993-08-18
福山市高西町南１３８番地１
喫茶らぁく
代表取締役 林 克士
飲食店営業 一般 第191174号 2020-01-01 2025-12-31 2019-12-10 1996-08-05
福山市東村町９８５番地
福山大学 大学会館食堂
代表取締役 山崎 雅司 福山市松永町五丁目１２番１９号
魚介類販売業 一般 第191176号 2020-01-01 2025-12-31 2019-12-10 1984-10-02
有限会社やまさきショップ神島店
代表取締役 山崎 雅司 福山市松永町五丁目１２番１９号
有限会社やまさきショップ神島店
食肉販売業 一般 第191178号 2020-01-01 2025-12-31 2019-12-10 1984-10-02
代表取締役 山根 浩揮 福山市松永町四丁目１１番１４号
飲食店営業 一般 第191179号 2020-01-01 2025-12-31 2019-12-10 2002-07-23
あかぼし
福山市今津町三丁目８番５３号
飲食店営業 一般 第191180号 2020-01-01 2025-12-31 2019-12-10 2002-12-11
和風喫茶 花筵
福山市柳津町二丁目２番３１号
飲食店営業 一般 第191181号 2020-01-01 2025-12-31 2019-12-10 2002-12-06
ごちそうや本舗
福山市柳津町二丁目４番２０号
飲食店営業 一般 第191184号 2020-01-01 2025-12-31 2019-12-10 2008-12-18
楽醤
代表取締役 山崎 雅司 福山市松永町五丁目１２番１９号
加工水産物販売業 一般 第191185号 2020-01-01 2025-12-31 2019-12-10 1984-10-03
有限会社やまさきショップ神島店
福山市松永町四丁目９番１９号 セントラルビル２Ｆ 貴友庵
飲食店営業 一般 第191186号 2020-01-01 2025-12-31 2019-12-10 2002-10-18
代表取締役 山崎 雅司 福山市南松永町一丁目１９番３２号
飲食店営業 一般 第191190号 2020-01-01 2025-12-31 2019-12-11 1993-10-27
まかないキッチンやまさき
福山市入船町二丁目１１番８号 第一プレジャータウンＡ 千なつ
飲食店営業 一般 第191191号 2019-12-11 2025-03-31 2019-12-11 2019-12-11
飲食店営業 一般 第191192号 2019-12-11 2025-03-31 2019-12-11 2019-12-11
福山市紅葉町２番２０号
お茶の間 髙
福山市松永町四丁目１５番６６号
飲食店営業 一般 第191193号 2020-01-01 2025-12-31 2019-12-11 1990-07-05
スキャンダル
代表取締役 工藤 秀樹 福山市瀬戸町大字地頭分４４４番地１
飲食店営業 一般 第191195号 2020-01-01 2025-12-31 2019-12-11 2002-07-10
菓子の樹 みやもとや
代表取締役 工藤 秀樹 福山市瀬戸町大字地頭分４４４番地１
菓子製造業 一般 第191196号 2020-01-01 2025-12-31 2019-12-11 2002-07-03
株式会社宮本屋
飲食店営業 一般 第191197号 2020-01-01 2025-12-31 2019-12-12 1978-12-23
福山市柳津町二丁目２番３号
三上
菓子製造業 一般 第191198号 2020-01-01 2025-12-31 2019-12-12 1993-12-01
取締役 檀上 博一 福山市藤江町１６４１番地
有限会社セトマン
飲食店営業 一般 第191199号 2019-12-13 2025-03-31 2019-12-13 2019-12-13
福山市明治町５番１７号
２Ｆ
Ｃａｒｎｅｔ
代表取締役 寺岡 晋作 福山市南松永町二丁目３番２５号
しょうゆ製造業 一般 第191200号 2020-01-01 2025-12-31 2019-12-13 2002-10-03
寺岡有機醸造株式会社 松永工場

申請者＿役職名

代表取締役

申請者＿代表者

当初許可年月日

澁谷 誠
澁谷 誠
澁谷 誠
澁谷 誠
澁谷 誠
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（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿代表者 営業所所在地１
営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日 初回許可年月日
営業所所在地２ 営業所名称１
申請者＿申請者名
代表取締役 藤原 雄士 福山市多治米町五丁目２３番４４号
飲食店営業 一般 第191201号 2019-12-13 2025-03-31 2019-12-13 2019-12-13
有限会社マーク
カラオケハニービー多治米店
飲食店営業 一般 第191203号 2019-12-16 2025-01-31 2019-12-16 2019-12-16
福山市南手城町四丁目８番５号
船津 良太
焼肉 まるせん
飲食店営業 一般 第191204号 2019-12-16 2025-02-28 2019-12-16 2019-12-16
ツネイシチャレンジド株式会社 代表取締役 岡本 浩明 福山市沼隈町大字常石１０８３番地
ファミリーマート常石店
加工水産物販売業 一般 第191208号 2019-12-16 2025-02-28 2019-12-16 2019-12-16
ツネイシチャレンジド株式会社 代表取締役 岡本 浩明 福山市沼隈町大字常石１０８３番地
ファミリーマート常石店
福山市野上町二丁目５番２３号
飲食店営業 一般 第191210号 2019-12-17 2025-03-31 2019-12-17 2019-12-17
寺田 雅秋
蕎麦 雅（ＭＩＹＡＢＩ）
代表社員 ファム・フィ・ロン 福山市三之丸町１２番２号
飲食店営業 一般 第191211号 2019-12-18 2025-05-31 2019-12-18 2019-12-18
ＣＡＦＥ ＳＵＴＩ合同会社
志水ビル２０１ ＣＡＦＥ ＳＵＴＩ
福山市瀬戸町大字地頭分２２３３番地１
菓子製造業 一般 第191213号 2020-01-01 2025-12-31 2019-12-18 1972-12-12
中元 敏江
中元ベーカリー
喫茶店営業 自動販売機 第191214号 2020-01-01 2025-12-31 2019-12-18 1984-10-05
株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 福山市高西町南１６６番地
福山通運株式会社尾道支店
代表取締役 遠藤 哲郎 福山市高西町三丁目１５番３１号
飲食店営業 一般 第191218号 2020-01-01 2025-12-31 2019-12-18 2014-10-23
株式会社はま寿司
はま寿司 福山高西店
代表取締役 藤谷 貞文 福山市松永町五丁目９番２３号
飲食店営業 一般 第191220号 2020-01-01 2025-12-31 2019-12-18 2002-07-25
有限会社かめ八
かめ八
福山市赤坂町大字早戸１６０７番地２
菓子製造業 一般 第191221号 2020-01-01 2025-12-31 2019-12-18 2014-09-17
小川 美紀子
洋菓子の時間 Ｇｅｏｒｇｅｓ
福山市神辺町大字川南１３６４番地１
飲食店営業 一般 第191222号 2019-12-19 2025-04-30 2019-12-19 2019-12-19
稲葉 久美
Ｃａｆｅ Ｌｕｎａ Ｃｒｅｓｃｅｎｔｅ
そうざい製造業 一般 第191223号 2019-12-20 2025-04-30 2019-12-20 2019-12-20
社会福祉法人若菜 あじさいの里
理事長 藤本 英次 福山市新市町大字新市８７６番地５
社会福祉法人若菜
喫茶店営業 一般 第191224号 2020-01-01 2025-12-31 2019-12-20 2014-09-19
福山市金江町金見２５１９番地３
久田 究
ＫＡＲＡＯＫＥ ヒサダ
福山市神辺町字十九軒屋１１番地１
飲食店営業 一般 第191225号 2019-12-23 2025-04-30 2019-12-23 2019-12-23
中山 秀一
手羽一
福山市引野町一丁目１９番３５号
飲食店営業 一般 第191226号 2019-12-23 2025-01-31 2019-12-23 2019-12-23
服部 奈津美
喫茶 美美
セブン－イレブン福山今津町店
飲食店営業 一般 第191228号 2020-01-01 2025-12-31 2019-12-24 2014-10-06
若狭 正之
福山市今津町３２９番地５
加工水産物販売業 一般 第191232号 2020-01-01 2025-12-31 2019-12-24 2014-10-06
セブン－イレブン福山今津町店
若狭 正之
福山市今津町３２９番地５
代表取締役 阿部 香 福山市御門町一丁目１０番５号 ローズタウン
飲食店営業 一般 第191233号 2019-12-24 2025-03-31 2019-12-24 2019-12-24
株式会社レプロット
レプロット
加工水産物販売業 一般 第191234号 2019-12-25 2025-03-31 2019-12-25 2019-12-25
福山市草戸町二丁目１６番２５－５号
佐藤 恭子
佐藤食品
代表社員 宮島 忠伸 福山市松永町六丁目１１番３８－１３号
ステーキハンバーグ＆サラダバー けん福山松永店 飲食店営業 一般 第191236号 2019-12-26 2024-12-31 2019-12-26 2019-12-26
合同会社宮島
長和島ロイヤルハイツ１Ｆ
福山市松永町四丁目１５番６７号
飲食店営業 一般 第191240号 2020-01-01 2025-12-31 2019-12-27 2014-10-16
鈴木 勇二
なごみ亭
代表取締役 大野 洋二郎 福山市今津町四丁目７番２５号
飲食店営業 一般 第191241号 2020-01-01 2025-12-31 2019-12-27 2008-11-17
株式会社大乘
ピザロイヤルハット松永店
代表取締役 大森 康晴 福山市春日町六丁目１番８号
飲食店営業 一般 第191249号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-08 2014-08-04
株式会社ライフイート
かつや福山春日店
代表取締役 岡﨑 浩樹 福山市伊勢丘五丁目１番５号
飲食店営業 一般 第191250号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-08 2014-11-14
株式会社エブリイ
エブリイ伊勢丘店 （惣菜）
代表取締役 岡﨑 浩樹 福山市伊勢丘五丁目１番５号
飲食店営業 一般 第191251号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-08 2014-11-14
株式会社エブリイ
エブリイ伊勢丘店 （寿司）
代表取締役 岡﨑 浩樹 福山市伊勢丘五丁目１番５号
エブリイ伊勢丘店 （サンドイッチ）
飲食店営業 一般 第191252号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-08 2014-11-14
株式会社エブリイ
代表取締役 岡﨑 浩樹 福山市伊勢丘五丁目１番５号
菓子製造業 一般 第191253号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-08 2014-11-14
株式会社エブリイ
エブリイ伊勢丘店
代表取締役 岡﨑 浩樹 福山市伊勢丘五丁目１番５号
魚介類販売業 一般 第191254号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-08 2014-11-14
株式会社エブリイ
エブリイ伊勢丘店
代表取締役 岡﨑 浩樹 福山市伊勢丘五丁目１番５号
食肉販売業 一般 第191256号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-08 2014-11-14
株式会社エブリイ
エブリイ伊勢丘店
代表取締役 岡﨑 浩樹 福山市伊勢丘五丁目１番５号
加工水産物販売業 一般 第191257号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-08 2014-11-14
株式会社エブリイ
エブリイ伊勢丘店
代表取締役 宮地 一文 福山市新涯町一丁目２３番３号
そうざい製造業 一般 第191259号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-09 2002-08-21
株式会社佑善
株式会社佑善
代表取締役 林 明正
添加物製造業 一般 第191260号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-09 1993-11-08
株式会社ハヤシ商店 明神作業場
福山市明神町二丁目１３番１８号
株式会社ハヤシ商店
代表取締役 嵜本 渉 福山市曙町三丁目４番１２号
飲食店営業 一般 第191262号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-09 2014-11-13
株式会社都
都 あけぼの
飲食店営業 一般 第191263号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-10 1993-08-24
福山市南手城町三丁目２番５号
長沢 美智子
ディック ハウス
代表取締役 佐藤 利行 福山市春日町三丁目３番９号
飲食店営業 一般 第191264号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-10 2002-10-11
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ春日店
代表取締役 樫本 英和 福山市春日町一丁目１番４７号
飲食店営業 一般 第191268号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-10 2008-11-05
有限会社ポルシェ
かつ将
代表取締役 小幡 浩太郎 福山市南蔵王町二丁目２５番３３号
飲食店営業 一般 第191269号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-10 2014-11-11
株式会社ピックスマイル
かつ処豚笑
福山市春日町七丁目９番４３号 伯陽マンション１Ｆ 牡丹
飲食店営業 一般 第191270号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-10 2014-12-02
王 燕
飲食店営業 一般 第191271号 2020-01-10 2025-01-31 2020-01-10 2020-01-10
株式会社エターナルガーデン 代表取締役 藤井 利通 福山市南蔵王町三丁目３番３５号
フェアリーコート
代表取締役 長本 亜実 福山市東深津町三丁目２２番７号
そうざい製造業 一般 第191272号 2020-01-10 2025-01-31 2020-01-10 2020-01-10
やのや株式会社
やのや株式会社
申請者＿役職名
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当初許可年月日

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
小林 武誠
今岡 勇一
今岡 勇一
原 和子
前田 昌子
内田 富美子
角 美紀春
坂本 顕
小林 とも子
有限会社十八番
株式会社マーチセブングループ

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１
福山市東深津町一丁目９番６３号

福山市伊勢丘三丁目９番２７号
福山市伊勢丘三丁目９番２７号
福山市坪生町四丁目１２番１７号
福山市曙町三丁目６番２３－１０３号

福山市引野町五丁目２０番１２号

福山市曙町三丁目３０番７号
福山市手城町四丁目１番６号
福山市南蔵王町六丁目３２番９号
代表取締役
代表取締役

加藤 成幸 福山市引野町四丁目６番２４号
広中 孝一 福山市春日町六丁目７番２６号

青川 秋雄
森本 君夫
髙橋 雅明

福山市大門町三丁目２２番１６号
福山市南手城町四丁目２１番１４号

福山市伊勢丘六丁目７番８－７号

営業所所在地２ 営業所名称１

朱華楼
ラーメンいまおか
バチェラー
鉄板焼Ｋ＆Ｋ
喫茶 昌
お好み焼てっちゃん
オリーブＨＯＵＳＥ
どさん子手城店
肉喰亭
有限会社十八番
さぬきうどん天霧春日店
ブルーリバー
中華料理 四川
やきとりあじ平

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第191273号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-10 1981-10-27
飲食店営業 一般 第191274号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-10 1975-10-16
飲食店営業 一般 第191275号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-10 1984-08-30
飲食店営業 一般 第191276号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-10 1984-12-20
飲食店営業 一般 第191277号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-10 1984-11-28
飲食店営業 一般 第191278号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-10 1984-08-01
飲食店営業 一般 第191279号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-10 1987-08-12
飲食店営業 一般 第191280号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-10 1987-08-08
飲食店営業 一般 第191281号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-10 1990-08-22
飲食店営業 一般 第191282号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-10 1993-08-02
飲食店営業 一般 第191283号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-10 1993-12-08
飲食店営業 一般 第191284号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-10 1996-09-11
飲食店営業 一般 第191285号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-10 1996-11-12
飲食店営業 一般 第191286号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-10 1996-12-11

株式会社セブン－イレブン・ジャパン

代表取締役

永松 文彦 福山市西新涯町二丁目１０番５号

セブンイレブン福山西新涯町店

飲食店営業 一般 第191287号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-10 1997-01-23

株式会社セブン－イレブン・ジャパン

代表取締役

永松 文彦 福山市西新涯町二丁目１０番５号

セブンイレブン福山西新涯町店

加工水産物販売業

ダイニングキッチン 侑’ｓ
とりあえず 吾平 福山曙店
中国厨房棒棒
占部水産株式会社

魚介類販売業

崎本 政義
日塗株式会社
株式会社棒棒本店
占部水産株式会社
有限会社シーフーズ・ウイッシュ

藤本 淳
市川 洋司
株式会社とん匠
安藤 博美
藤原 勢子
サンフィールド株式会社
上蔀 夏江
佐野 正男
今井 悦子
株式会社阿藻珍味

福山市南蔵王町二丁目１４番２９号

一般 第191291号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-10 1997-01-23
飲食店営業 一般 第191294号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-10 2002-09-25
飲食店営業 一般 第191296号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-10 2002-12-06

代表取締役

小川 恭史 福山市曙町三丁目１８番２２号

代表取締役

馬場 博邦 福山市大門町五丁目７番２８号

代表取締役

占部 修

代表取締役

笹田 博之 福山市引野町四丁目５０番４１号

有限会社シーフーズ・ウイッシュ

魚介類販売業

福山市東深津町一丁目１０番３０号１Ｆ

飲食店営業

福山市一文字町２０番１６号

飲食店営業 一般 第191297号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-10 2014-08-04

代表取締役

粟村 元則 福山市東深津町一丁目１０番２９号

エス・エイチ・エスサービス有限会社

代表取締役

早﨑 久雄 福山市延広町１番２号

つきの眉
飲み喰い だぼ
とん匠 新涯店
壱鳥
レスト喫茶たなか
びっくりドンキー 福山王子店
カラオケ じゃるだん
福山瓦斯株式会社
イマヰフードショップ
阿藻珍味東深津店
ひろや

有限会社アリストぬまくま
株式会社テング
株式会社テング
松本 まりこ
株式会社ハローズ

代表取締役

村上 設雄 福山市沼隈町大字常石１７９８番地

アリストぬまくま自由市場 鮮漁コーナー

加工水産物販売業

代表取締役

戸原 保悟 福山市東深津町三丁目１３番５号
戸原 保悟 福山市東深津町三丁目１３番５号

飲食店営業

マックスバリュ西日本株式会社
マックスバリュ西日本株式会社
マックスバリュ西日本株式会社
マックスバリュ西日本株式会社

代表取締役

株式会社テング
株式会社テング
焼肉 味天下
株式会社ハローズ 大門店
ザ・ビッグ大門店
ザ・ビッグ大門店
ザ・ビッグ大門店
ザ・ビッグ大門店

福山市春日町一丁目４番１７号
代表取締役

石川 豊 福山市西新涯町一丁目６番５号
福山市引野町五丁目４番１８－１０５号

福山市引野町１００１番地４
代表取締役

山下 敏彦 福山市王子町二丁目１４番３５号
福山市南手城町三丁目１０番１９号

福山市南手城町二丁目２６番１号

福山市新涯町五丁目２７番５号

代表取締役

福山市東手城町三丁目１３番１号
代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役

佐藤 利行 福山市大門町二丁目２２番４３号
平尾 健一 福山市大門町二丁目１０番６号
平尾 健一 福山市大門町二丁目１０番６号
平尾 健一 福山市大門町二丁目１０番６号
平尾 健一 福山市大門町二丁目１０番６号
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飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業
加工水産物販売業

飲食店営業

麺類製造業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
魚介類販売業

食肉販売業
加工水産物販売業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第191298号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-10 1993-10-07
第191304号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-10 2008-09-04
第191305号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-10 2008-12-08
第191306号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-10 2008-10-27
第191307号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-10 2008-11-27
第191308号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-10 2008-12-04
第191309号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-10 2009-01-22
第191310号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-10 2014-09-12
第191311号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-10 2014-10-24
第191312号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-10 2015-01-30
第191313号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-10 2009-01-06
第191314号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-10 2014-09-25
第191315号 2020-01-10 2025-05-31 2020-01-10 2020-01-10
第191316号 2020-01-17 2025-02-28 2020-01-17 2020-01-17
第191317号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-17 1984-12-05
第191318号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-17 1984-12-05
第191319号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-17 1987-08-26
第191321号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-17 2002-10-18
第191322号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-17 2002-10-02
第191323号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-17 2002-10-02
第191325号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-17 2002-10-02
第191326号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-17 2002-10-02

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
高橋製麺株式会社
沖浦 博文
佐藤 勝利
株式会社キング食品

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１

代表取締役

高橋 衛

福山市引野町三丁目５番４０号
福山市新涯町五丁目３３番１１－２号

福山市南蔵王町四丁目３番４２号

営業所所在地２ 営業所名称１

食肉製品製造業

亀井 計寿 福山市大門町五丁目９番１号

株式会社キング食品ＫＦＣ工場

株式会社アペックスインターナショナル

代表取締役

林原 博之 福山市南蔵王町二丁目２１番３２号

ナショナル・ベンディング株式会社

代表取締役

藤山 雄一郎

廻鮮寿司しまなみ蔵王店
柿原工業株式会社 第二工場

宗教法人 神勝寺
金谷 健太
平坪 浩子
備南ハイフーズ株式会社
備南ハイフーズ株式会社
備南ハイフーズ株式会社
備南ハイフーズ株式会社
備南ハイフーズ株式会社
石井食品株式会社
株式会社味安
株式会社阿呆商会
ヤマト食品株式会社
平山 茂
高瀬 洋一
高瀬 洋一
山下 京子
山下 京子
株式会社大久
株式会社アペックス西日本
株式会社アペックス西日本
株式会社アペックス西日本
有限会社美づ葉
鈴木 淳
鈴木 淳
鈴木 淳
脇田 勝行

代表役員

小堀 泰巖 福山市沼隈町大字上山南７０番地

飲食店営業 一般 第191331号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-17 2014-12-12

一般 第191332号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-17 1990-09-27
飲食店営業 一般 第191333号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-17 2008-12-11
喫茶店営業 自動販売機 第191334号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-17 1996-09-18
喫茶店営業 一般 第191336号 2020-01-17 2025-02-28 2020-01-17 2020-01-17
飲食店営業 一般 第191337号 2020-01-20 2025-03-31 2020-01-20 2020-01-20

神勝寺 禅と庭のミュージアム １Ｆカフェ

福山市入船町二丁目１１番５号 ローズシティー１階 ＩＢ
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

株式会社シン・コーポレーション

代表取締役

株式会社ＯＫＮ
株式会社マジー
有限会社めぐみ
株式会社プライムフーズ
株式会社ライフイート
後藤 千恵
株式会社コシダカ
蔵部 好美

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役

足立
足立
足立
足立
足立

永
永
永
永
永

福山市曙町三丁目２５番２６号
福山市曙町四丁目２１番２６号
福山市曙町四丁目２１番２６号
福山市曙町四丁目２１番２６号
福山市曙町二丁目１７番１２号
福山市曙町四丁目２１番２６号

初回許可年月日 当初許可年月日

麺類製造業 一般 第191329号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-17 1985-01-16
飲食店営業 一般 第191330号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-17 2008-08-18

代表取締役

福山市箕沖町８８番地１１

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

高橋製麺株式会社
美食亭
酒菜 ほう月

ドルン

飲食店営業 一般 第191338号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-20 1984-09-05
菓子製造業 一般 第191342号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-20 1987-11-11

備南ハイフーズ株式会社曙工場
備南ハイフーズ株式会社曙工場

かん詰又はびん詰食品製造業

備南ハイフーズ株式会社曙工場

そうざい製造業

備南ハイフーズ株式会社第１工場

魚肉練り製品製造業

備南ハイフーズ株式会社曙工場

加工水産物の製造業

石井食品株式会社
味安
妹尾 昭宏 福山市船町４番１０号
ＢＰＴビル２Ｃ ぷちくさらぁめん
原田 淳一 福山市東深津町五丁目３番３２号
ヤマト食品株式会社
福山市手城町四丁目２７番１４号
手城びんご飯店
福山市伊勢丘三丁目９番２３号
ｃｏｕｒｏｎｎｅ
福山市伊勢丘三丁目９番２３号
ｃｏｕｒｏｎｎｅ
福山市新涯町二丁目３番６号
ファミリーマート福山卸町
福山市新涯町二丁目３番６号
ファミリーマート福山卸町
大村 豊 福山市箕沖町２８番地３
株式会社大久 加工事業部
森 吉平 福山市東深津町四丁目１９番２５号
福山通運株式会社食堂前
森 吉平 福山市引野町一丁目１番１号
福山地方水産物組合
森 吉平 福山市引野町一丁目１番１号
備後青果株式会社
元祖広島汁なし担担麺 きさく福山店
水場 耕一 福山市西町二丁目１５番１号
福山市引野町北二丁目１８番１号
ｕｎｊｏｕｒ
福山市引野町北二丁目１８番１号
ｕｎｊｏｕｒ
福山市引野町北二丁目１８番１号
ｕｎｊｏｕｒ
福山市南蔵王町五丁目１０番８号
らーめん ぷかぷか
加藤 伸司 福山市新涯町一丁目４１番１号
カラオケＢａｎＢａｎ福山新涯店
奥野 裕也 福山市松永町四丁目７番６号
炭火串焼 次男坊
棗田 敏嗣 福山市神辺町大字新徳田２５５番地２
ＶＡＰＥ ｄｉｎｉｎｇ
藤井 正治 福山市引野町一丁目６番２５号
めぐみ
守屋 集 福山市東深津町三丁目２３番１６号
カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋
大森 康晴 福山市新涯町二丁目１番１号
あっぱれすし丸曙店
福山市青葉台一丁目２番１５号
ほおずき亭
カラオケ本舗まねきねこ福山蔵王店
腰髙 博 福山市南蔵王町二丁目２５番３１号
福山市多治米町四丁目４番５号
お好み焼 蔵

加工水産物の製造業

石井 正義 福山市箕島町１７０番地
髙本 清之 福山市引野町三丁目２０番１号
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飲食店営業
飲食店営業
加工水産物の製造業

飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業
飲食店営業
加工水産物販売業

魚介類販売業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第191343号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-20 1987-11-11
第191344号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-20 1987-11-11
第191345号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-20 1994-01-26
第191346号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-20 1997-01-10
第191347号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-20 1996-11-20
第191349号 2020-01-21 2025-01-31 2020-01-21 2020-01-21
第191350号 2020-01-21 2025-05-31 2020-01-21 2020-01-21
第191351号 2020-01-22 2025-01-31 2020-01-22 2020-01-22
第191352号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-23 1997-01-08
第191354号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-23 2014-11-21
第191355号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-23 2014-11-21
第191357号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-23 2009-01-06
第191361号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-23 2009-01-06
第191362号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-24 2002-11-06

喫茶店営業

自動販売機

第191363号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-24 1984-10-06

喫茶店営業

自動販売機

第191364号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-24 1982-01-06

喫茶店営業

自動販売機

第191365号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-24 1991-01-16
飲食店営業 一般 第191366号 2020-01-24 2025-05-31 2020-01-24 2020-01-24
飲食店営業 一般 第191367号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-27 2014-09-09

菓子製造業 一般 第191368号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-27 2014-09-09

一般 第191369号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-27 2014-09-09
飲食店営業 一般 第191370号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-27 2014-11-21
飲食店営業 一般 第191371号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-27 2014-12-02

そうざい製造業

飲食店営業 一般 第191372号 2020-01-29 2025-06-30 2020-01-29 2020-01-29
飲食店営業 一般 第191373号 2020-01-29 2025-04-30 2020-01-29 2020-01-29
福山東インター店

飲食店営業 一般 第191374号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-29 1990-08-30
飲食店営業 一般 第191375号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-29 2014-12-01
飲食店営業 一般 第191376号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-29 2008-08-01
飲食店営業 一般 第191377号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-29 2008-10-17
飲食店営業 一般 第191379号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-29 2008-11-12
飲食店営業 一般 第191382号 2020-01-29 2025-03-31 2020-01-29 2020-01-29

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
株式会社アペックス西日本
実優物産有限会社
有限会社エヌアンドワイコーポレーション

髙尾 美幸
株式会社サクセスズ
株式会社サクセスズ
宮内 公望
嶋本 広行
宮内 公望
佐藤 哲司
門田 節子
株式会社日米クック
尾道冷凍工業株式会社
上根 京恭
仁井 優太
徳茂 和美
坂下 正志
株式会社ライフイート
株式会社ライフイート
滝安 暁子

申請者＿役職名

代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役

株式会社シン・コーポレーション

代表取締役

株式会社Ａ．Ｅ．Ｕ．Ｇ．
小川 博之
坂元 久美子
中山 紗耶香
荒川 静香
株式会社ラウンドワン
株式会社ラウンドワン
有限会社ファンタゼン
三宅 有美子
西浦 浩次
萩原 麻美
塩飽 裕也
瀬戸内水産加工有限会社
マルコ水産有限会社
株式会社エブリイ
株式会社はなはな
雪實 珠未
今岡 みずえ
宇田 富郎
株式会社かねと

代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日 初回許可年月日
営業所所在地２ 営業所名称１
営業所所在地１
有限会社島谷商店 詰所前 休憩所 （ＣＣＷ単受） 喫茶店営業 自動販売機 第191383号 2020-01-29 2025-01-31 2020-01-29 2020-01-29
森 吉平 福山市引野町一丁目１番１号
飲食店営業 一般 第191385号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-30 2002-08-08
中島 龍二 福山市曙町三丁目２８番５号
焼肉道場福ちゃん 曙店
飲食店営業 一般 第191386号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-30 2014-08-04
松枝 伸造 福山市明神町二丁目１２番６号 明神スカイマンション１０１号 カフェ・ド シャンソン
福山市東手城町四丁目１１番２０号
飲食店営業 一般 第191387号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-30 2014-09-10
さくら
飲食店営業 一般 第191389号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-30 2008-07-31
作野 幸治 福山市大門町四丁目１５番４７号
ローソン福山大門店
加工水産物販売業 一般 第191393号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-30 2008-07-31
作野 幸治 福山市大門町四丁目１５番４７号
ローソン福山大門店
飲食店営業 一般 第191394号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-30 2014-12-10
ファミリーマート福山曙五丁目店
福山市曙町五丁目２６番７号
魚介類販売業 一般 第191397号 2020-01-30 2025-02-28 2020-01-30 2020-01-30
福山市内海町ロ１８０９番地
内海町水産
加工水産物販売業 一般 第191399号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-30 2014-12-10
ファミリーマート福山曙五丁目店
福山市曙町五丁目２６番７号
飲食店営業 一般 第191400号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-30 2002-11-22
福山市春日池４番３号
大衆割烹 紺屋
福山市手城町四丁目１７番２５号
飲食店営業 一般 第191401号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-30 2003-01-31
でんでん亭
医療法人あかつき会 あかつき苑
飲食店営業 一般 第191404号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-30 2008-11-11
米谷 素明 福山市大門町野々浜８８６番地１
食品の冷凍又は冷蔵業 一般 第191405号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-30 2015-01-23
尾道冷凍工業株式会社 箕沖センター
徳永 修 福山市箕沖町１０９番地２
飲食店営業 一般 第191410号 2020-01-30 2025-03-31 2020-01-30 2020-01-30
福山市松浜町一丁目６番２号
鉄板居酒屋 かたくり
飲食店営業 移動販売車 第191411号 2020-01-31 2025-05-31 2020-01-31 2020-01-31
福山市内一円
登竜門
福山市木之庄町五丁目１０番３５号
飲食店営業 一般 第191412号 2020-01-31 2025-05-31 2020-01-31 2020-01-31
カラオケうたえ
福山市松永町四丁目５番１２号 サウスコーポ１０２号 おうちごはん絆
飲食店営業 一般 第191413号 2020-01-31 2025-06-30 2020-01-31 2020-01-31
寿司と刺身のお持帰り専門店 すし丸春日店
魚介類販売業 一般 第191414号 2020-01-31 2025-01-31 2020-01-31 2020-01-31
大森 康晴 福山市春日町六丁目１番４５号
寿司と刺身のお持帰り専門店 すし丸春日店
大森 康晴 福山市春日町六丁目１番４５号
飲食店営業 一般 第191415号 2020-02-01 2025-01-31 2020-01-31 2014-10-29
福山市南蔵王町二丁目４番１０号
飲食店営業 一般 第191416号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-31 2008-08-04
うたと喫茶コンチェルト
カラオケバンバン福山南蔵王店
飲食店営業 一般 第191417号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-31 2008-09-19
加藤 伸司 福山市南蔵王町四丁目１３番１４号
飲食店営業 一般 第191419号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-31 2014-11-10
松原 宏林 福山市南蔵王町六丁目２０番２５号
ドミノ・ピザ福山蔵王店
福山市引野町一丁目８番２３号
飲食店営業 一般 第191420号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-31 1996-10-09
食いしんぼうキャベツ
福山市幕山台二丁目２６番１号
飲食店営業 一般 第191422号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-31 2014-10-31
わらゆん
福山市駅家町大字倉光３０９番地７
飲食店営業 一般 第191424号 2020-01-31 2025-04-30 2020-01-31 2020-01-31
ひまわり
飲食店営業 一般 第191425号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-31 2002-09-10
福山市曙町五丁目１８番１８号
カラオケ喫茶 ぽんぽこりん
飲食店営業 一般 第191426号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-31 2008-12-05
杉野 公彦 福山市明神町一丁目９番２８号
株式会社ラウンドワン福山店
喫茶店営業 一般 第191427号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-31 2008-12-05
杉野 公彦 福山市明神町一丁目９番２８号
株式会社ラウンドワン福山店
飲食店営業 一般 第191428号 2020-02-01 2025-01-31 2020-01-31 2009-11-30
富松 高志 福山市東深津町三丁目１５番１号
ファンタゼン
魚介類販売業 一般 第191429号 2020-02-01 2026-01-31 2020-01-31 2014-10-29
福山市南蔵王町六丁目２１番２３号
三宅水産
飲食店営業 移動販売車 第191430号 2020-02-03 2025-05-31 2020-02-03 2020-02-03
福山市内一円
ｃｒｅａｍ×ｃｒｅａｍ
住吉ウイングＦ１ ファビュラス
飲食店営業 一般 第191431号 2020-02-04 2025-03-31 2020-02-04 2020-02-04
福山市住吉町８番２２号
飲食店営業 一般 第191434号 2020-02-06 2025-03-31 2020-02-06 2020-02-06
福山市入船町二丁目４番４号 サンタウンビル２Ｆ Ｃｌｕｂ Ｒｉｚｅ
魚肉練り製品製造業 一般 第191436号 2020-03-01 2026-02-28 2020-02-07 1996-09-17
津田 晃昭 福山市鞆町後地８２２番地
瀬戸内水産加工有限会社
そうざい製造業 一般 第191437号 2020-03-01 2026-02-28 2020-02-07 2014-09-17
兼田 敏信 福山市内海町イ１４２８番地１１１
マルコ水産有限会社
岡﨑 浩樹 福山市南松永町一丁目１５番７号
飲食店営業 一般 第191438号 2020-02-07 2025-06-30 2020-02-07 2020-02-07
エブリイ松永店
清水 秀幸 福山市加茂町字中野２２２番地１
菓子製造業 一般 第191439号 2020-02-10 2025-04-30 2020-02-10 2020-02-10
株式会社はなはな
ＳＡＴＯビル８ ２Ｆ ２Ｃ ほのじ
飲食店営業 一般 第191440号 2020-02-10 2025-03-31 2020-02-10 2020-02-10
福山市昭和町１０番１０号
福山市沖野上町六丁目１１番２３号
飲食店営業 一般 第191441号 2020-02-10 2025-03-31 2020-02-10 2020-02-10
かっぱ楼
飲食店営業 一般 第191442号 2020-03-01 2026-02-28 2020-02-10 2002-10-16
福山市水呑町３５Ｂ－７－２Ｌ （水呑区画整理内） 珈琲屋さん ほっと
飲食店営業 一般 第191443号 2020-03-01 2025-08-31 2020-02-10 2002-09-11
藤井 啓之 福山市沼隈町大字常石２１１５番地
株式会社かねと

申請者＿代表者
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当初許可年月日

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿代表者 営業所所在地１
申請者＿申請者名
福山市鞆町鞆６２３番地５ ２Ｆ
佐藤 淳
代表取締役 坂本 周作 福山市多治米町五丁目２７番２３号
株式会社サンフーズ
代表取締役 坂本 周作 福山市多治米町五丁目２７番２３号
株式会社サンフーズ
石村 典子
福山市箕島町４９５９番地２
福山市入船町二丁目４番２０号
川上 葵
桑田 早苗
福山市水呑町３４９２番地１
代表取締役 溝田 和男 福山市鞆町鞆９７１番地
有限会社プラウドフーズ
福山市沼隈町大字常石８４２番地２
横山 辰也
株式会社門田万之助商店 代表取締役 門田 敏秀 福山市水呑町２４０５番地２
代表理事 佐藤 宏 福山市沼隈町大字草深１７０２番地２
福山市農業協同組合
福山市沼隈町大字中山南７１９番地１
田中 靖啓
福山市鞆町後地２６９３番地２
田中 幸治
福山市熊野町乙２１５０番地１
佐藤 益雄
福山市熊野町乙２１５０番地１
佐藤 益雄
代表取締役 藤原 章敬 福山市千代田町一丁目２番４１号
有限会社魚壱
代表取締役 藤原 章敬 福山市千代田町一丁目２番４１号
有限会社魚壱
大橋 智子
福山市住吉町８番３０号
佐藤 恭子
福山市箕島町５２１５番地３
福山市城見町一丁目１番３号
正畑 賢也
下江 規之
福山市霞町一丁目３番１３号
福山市御門町一丁目１０番１０号
小林 重之
福山市神辺町大字八尋６５８番地２
渡邉 香織
取締役 青木 敬治 福山市神辺町大字川南１３０９番地１
有限会社アオキ
取締役 青木 敬治 福山市神辺町大字川南１３０９番地１
有限会社アオキ
福山市駅家町大字上山守４３３番地１
田中 夕佳
代表取締役 藤井 知里 福山市東川口町四丁目１２番１５号
有限会社豚珍館
河本 起代子
福山市昭和町４番６号
福山市入船町二丁目１１番６号
古閑 浩介
福山市新涯町二丁目４番２８号
村越 美鈴
福山市引野町二丁目２０番２号
原 由紀子
代表取締役 安本 皇 福山市元町１番１号
有限会社やすもと
代表取締役 渡辺 妙子 福山市沼隈町大字草深１９８２番地１
有限会社カクタス
代表取締役 渡辺 妙子 福山市沼隈町大字草深１９８２番地１
有限会社カクタス
有限会社プチットメールダイゴ 代表取締役 大村 茂 福山市水呑町１８７番地
代表取締役 岡﨑 裕司 福山市伏見町４番２６号
株式会社Ａｌ’ｓ
株式会社アイアイコーポレーション 代表取締役 今田 節子 福山市曙町三丁目５番３０号
杉山 行良
福山市古野上町１３番３８号
取締役 園部 博基 福山市御門町一丁目３番５号
有限会社むらかみ
代表取締役 有田 泰三 福山市光南町三丁目３番２４号
株式会社さむらい
佐々木 康人
福山市昭和町１０番２１号
マカレウスカヤ アレシャ
福山市昭和町１０番１０号
申請者＿役職名

営業所所在地２ 営業所名称１

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

渡し場サロン ＳＨＩＯＮ
サンフーズ多治米工場
サンフーズ多治米工場
風の時計
ＢＡＲ ＸＯＸＯ
中華料理太郎
有限会社プラウドフーズ
横山商店
もんでんストアー

加工水産物販売業

福山市農業協同組合沼隈グリーンセンター

加工水産物販売業

田中商店
Ｋｉｔｃｈｅｎ Ｎａｔｔｙ
佐藤鮮魚
佐藤鮮魚
Ｆｕｋｕｙａｍａ ふくふく市
Ｆｕｋｕｙａｍａ ふくふく市
ワコービルＡ－１ ナイトｍｉｎｉルーム 風見鶏
佐藤食品
旬菜美酒ちどり
ｙｏｕ’ｒｅ ｎｅｘｔ！
渡辺ビル１０３号 スナック ドール
もんちゃんまんじゅう Ｙｏｍｏ

加工水産物販売業

ファミリーマート 神辺町川南店

飲食店営業

ファミリーマート 神辺町川南店

加工水産物販売業

菓房 ｍｉｍｏｓａ
豚珍館
Ａｕｒａ
Ｌｏｕｎｇｅ Ｂａｒ Ｓｋｙ
カラオケルーム すずらん
カラオケ れもん
従業員食堂
セブン－イレブン沼隈店
セブン－イレブン沼隈店

菓子製造業

加工水産物販売業

社会福祉法人創樹会 福山六方学園あゆみ苑

飲食店営業

百軒堂ビルＡ棟１－１

Ｂ棟
ローズプラッツ１ＦＢ

天満屋８Ｆ

岡崎ビル２Ｆ

ｄａｒｔｓ ｃａｆｅ ＆ ｄｉｎｉｎｇ
麻雀ＶＩＰ倶楽部
杉山製あん所
むらかみベーカリー
さむらい本館
１Ｆ
旬菜食彩てっせん
サトウビル８ ４Ｆ Ｔｒｏｉｋａ
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飲食店営業 一般 第191445号 2020-03-01 2026-02-28 2020-02-10 2014-12-24
飲食店営業 一般 第191448号 2020-02-10 2025-03-31 2020-02-10 2020-02-10

一般 第191449号 2020-02-10 2025-03-31 2020-02-10 2020-02-10
飲食店営業 一般 第191450号 2020-02-12 2025-07-31 2020-02-12 2020-02-12
飲食店営業 一般 第191451号 2020-02-13 2025-03-31 2020-02-13 2020-02-13

そうざい製造業

飲食店営業 一般 第191452号 2020-03-01 2026-02-28 2020-02-14 1981-12-16
飲食店営業 一般 第191453号 2020-03-01 2026-02-28 2020-02-14 1990-10-03
飲食店営業 一般 第191454号 2020-03-01 2026-02-28 2020-02-14 1981-11-25

飲食店営業
魚介類販売業
加工水産物の製造業

魚介類販売業
加工水産物販売業

飲食店営業
加工水産物の製造業

そうざい製造業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

ｍａｘ ｆｕｋｕｙａｍａ

飲食店営業
飲食店営業
あん類製造業

菓子製造業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第191458号 2020-03-01 2026-02-28 2020-02-14 1981-09-22
第191459号 2020-03-01 2026-02-28 2020-02-14 1960-02-01
第191462号 2020-03-01 2026-02-28 2020-02-14 2009-02-06
第191463号 2020-03-01 2026-02-28 2020-02-14 2014-11-20
第191464号 2020-03-01 2026-02-28 2020-02-14 2015-02-02
第191465号 2020-03-01 2026-02-28 2020-02-14 2015-02-02
第191467号 2020-02-17 2025-03-31 2020-02-17 2020-02-17
第191468号 2020-02-17 2025-03-31 2020-02-17 2020-02-17
第191471号 2020-02-19 2025-03-31 2020-02-19 2020-02-19
第191472号 2020-02-19 2025-07-31 2020-02-19 2020-02-19
第191473号 2020-02-19 2025-05-31 2020-02-19 2020-02-19
第191474号 2020-02-20 2025-03-31 2020-02-20 2020-02-20
第191475号 2020-02-21 2025-03-31 2020-02-21 2020-02-21
第191476号 2020-02-21 2025-04-30 2020-02-21 2020-02-21
第191477号 2020-02-25 2025-04-30 2020-02-25 2020-02-25
第191481号 2020-02-25 2025-04-30 2020-02-25 2020-02-25
第191482号 2020-02-25 2025-04-30 2020-02-25 2020-02-25
第191483号 2020-02-25 2025-03-31 2020-02-25 2020-02-25
第191486号 2020-02-27 2025-03-31 2020-02-27 2020-02-27
第191487号 2020-02-27 2025-03-31 2020-02-27 2020-02-27
第191488号 2020-02-27 2025-07-31 2020-02-27 2020-02-27
第191489号 2020-02-27 2025-07-31 2020-02-27 2020-02-27
第191490号 2020-02-28 2025-05-31 2020-02-28 2020-02-28
第191494号 2020-03-01 2026-02-28 2020-02-28 2014-11-05
第191496号 2020-03-01 2026-02-28 2020-02-28 2014-11-05
第191498号 2020-03-01 2026-02-28 2020-02-28 2008-09-17
第191499号 2020-02-28 2025-05-31 2020-02-28 2020-02-28
第191500号 2020-03-03 2025-07-31 2020-03-03 2020-03-03
第191504号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-03 1957-12-21
第191505号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-04 1979-03-15
第191506号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-04 1994-02-23
第191507号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-04 2003-02-07
第191508号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-04 2014-12-02

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
新井 貞子
海上 繁雄
有本 靖朗
下宮 豊
笹井 華子
有限会社むらかみ
佐藤 世津子
木藤 勝子
井上 令子
弥永 国子
藤川 義輝
有限会社島田
有限会社島田
苅山 文彦
近藤 節子
赤松 美千代
高山 泰裕
有限会社お好み焼童子
堀映
八杉 文香
藤原 一久
有限会社満麺カンパニー
岡村 ひとみ
金尾 泰守
串田 三枝子
鈴木 大地
株式会社アリスジャパン
株式会社白ばら
株式会社白ばら
有限会社中国料理長城
金城 一路
高垣 恒子

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１

営業所所在地２ 営業所名称１

ボナペティ
福山市地吹町３番１２号
まごころ食堂
福山市南町１２番２号
有本
福山市南町９番５号
萬よし
福山市多治米町六丁目１番２４号
月光
取締役 園部 博基 福山市東川口町五丁目１７番２８号
珈琲ルナ 曙店
福山市入船町二丁目５番１５号
舶来居酒屋 暁 福山店
福山市昭和町４番２０号
Ｓビル１Ｆ
スナック 紫陽花
福山市沖野上町六丁目１９番１６号
光旅館
福山市入船町二丁目１１番８号 第１プレジャ－タウン さくら
福山市多治米町六丁目１４番３７号
お食事処 ふじ川
代表取締役 島田 晃久 福山市霞町二丁目１番４号
島田
代表取締役 島田 晃久 福山市霞町二丁目１番４号
島田
福山市御門町二丁目９番２０号
好房 喜八
福山市明治町７番１５号
リバービル１Ｆ ライブ．スナック．ジジ
福山市昭和町４番１８号
６番館４Ｃ
スナック マリアナ
福山市入船町二丁目１１番６号 第二プレジャータウン１０５－１５ 鉄板焼き居酒屋 やす
代表取締役 松本 和明 福山市川口町一丁目１番６号
お好み焼 童子
福山市沖野上町五丁目２３番１１号
百味三代 吾割安
福山市沖野上町六丁目１１番２２号
居酒屋 蝶太郎
福山市西桜町一丁目２番２４号
天津
代表取締役 後藤 尚通 福山市川口町四丁目２０番１５号
満麺亭
福山市昭和町４番４号 ２Ｆ
大衆酒場 大松
福山市多治米町二丁目９番５号
珈琲香房 回帰線
福山市昭和町４番１３号
ラウンジ キリシマ
サンライズビル１階 居酒屋 Ｓａｎｊｕ
福山市昭和町２番１５号
代表取締役 松森 茂
福山市駅家町大字万能倉９６番地１
社会福祉法人 備後の里
代表取締役 三好 浩章 福山市御門町二丁目３番１９号
株式会社白ばら
代表取締役 三好 浩章 福山市御門町二丁目３番１９号
アン・シロバラ
代表取締役 細谷 俊生 福山市川口町一丁目８番３号
中国料理 長城
福山市霞町一丁目４番１５－１０２号
アジア物産
福山市沖野上町五丁目７番１４号
高垣商店
特定非営利活動法人びぃあらいぶ 理事 竹内 公昭 福山市城見町一丁目４番３０号
はちどり＆ぽーこ
特定非営利活動法人びぃあらいぶ 理事 竹内 公昭 福山市城見町一丁目４番３０号
はちどり＆ぽーこ
代表取締役 本田 誠四郎 福山市港町一丁目８番７号
有限会社タピア
焼肉Ｄｉｎｉｎｇ かぶきもん
代表取締役 中山 智紀 福山市東川口町五丁目１８番１１号
ＫＡＪＩＴＡＳＵ株式会社
ココロニカフェ
福山市松浜町一丁目６番２１号 中原ビル３ １ スパイシーガール
石神 真我
住吉ウイング猪木ビル１０３ ＭＯＫＡ
常盤 欣吾
福山市住吉町８番２２号
福山市多治米町一丁目１１番１０号
西中 稔
１０００馬力
福山市南蔵王町六丁目２７番２８号
岩田 千恵子
鉄板焼き ちーばぁば
代表取締役 山田 綾子 福山市内一円
カルシャカ ケバブ 広島１００ろ１２５
株式会社カルシャカ

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日
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飲食店営業 一般 第191509号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-05 1984-10-24
飲食店営業 一般 第191510号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-05 1976-03-22

福山市松浜町四丁目４番３５号

飲食店営業 一般 第191511号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-05 1978-11-17
飲食店営業 一般 第191512号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-05 1973-02-01
飲食店営業 一般 第191513号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-05 1969-12-23
飲食店営業 一般 第191514号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-05 1978-11-25
飲食店営業 一般 第191515号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-05 1984-11-20
飲食店営業 一般 第191516号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-05 1981-10-02
飲食店営業 一般 第191517号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-05 1958-01-31
飲食店営業 一般 第191518号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-05 1990-10-17
飲食店営業 一般 第191519号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-05 1990-11-14
飲食店営業 一般 第191520号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-05 1993-12-08

一般 第191521号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-05 1993-12-08
飲食店営業 一般 第191522号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-05 2002-11-25
飲食店営業 一般 第191523号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-05 2002-10-21

魚介類販売業

飲食店営業 一般 第191524号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-05 2003-01-31
飲食店営業 一般 第191525号 2020-03-05 2025-03-31 2020-03-05 2020-03-05
飲食店営業 一般 第191526号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-05 2003-02-24
飲食店営業 一般 第191527号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-05 2008-10-24
飲食店営業 一般 第191529号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-05 2008-11-04
飲食店営業 一般 第191530号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-05 2008-11-26
飲食店営業 一般 第191531号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-05 2008-12-12
飲食店営業 一般 第191532号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-05 2014-11-21
飲食店営業 一般 第191534号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-05 2015-03-09
飲食店営業 一般 第191535号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-05 2015-03-31
飲食店営業 一般 第191537号 2020-03-09 2025-03-31 2020-03-09 2020-03-09
飲食店営業 一般 第191538号 2020-03-09 2025-04-30 2020-03-09 2020-03-09
菓子製造業 一般 第191539号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-09 1968-11-01
喫茶店営業 一般 第191540号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-09 1990-11-07
飲食店営業 一般 第191541号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-09 2014-12-24

一般 第191543号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-09 2015-02-02
菓子製造業 一般 第191544号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-09 1967-03-24
飲食店営業 一般 第191545号 2020-03-10 2025-05-31 2020-03-10 2020-03-10

加工水産物販売業

ほっとはうすのばら
ほっとはうすのばら

菓子製造業 一般 第191546号 2020-03-10 2025-05-31 2020-03-10 2020-03-10
飲食店営業 一般 第191547号 2020-03-10 2025-07-31 2020-03-10 2020-03-10
飲食店営業 一般 第191548号 2020-03-11 2025-03-31 2020-03-11 2020-03-11
飲食店営業 一般 第191549号 2020-03-12 2025-03-31 2020-03-12 2020-03-12
飲食店営業 一般 第191550号 2020-03-12 2025-03-31 2020-03-12 2020-03-12
飲食店営業 一般 第191552号 2020-03-13 2025-03-31 2020-03-13 2020-03-13
飲食店営業 一般 第191553号 2020-03-13 2025-07-31 2020-03-13 2020-03-13
飲食店営業 移動販売車 第191554号 2020-03-13 2025-05-31 2020-03-13 2020-03-13

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
株式会社アペックス西日本
越智 美恵子
本家 康隆
株式会社スター
株式会社ＳＨＯＹＡ
株式会社ＳＨＯＹＡ
一冨士フードサービス株式会社

申請者＿役職名

代表取締役

営業所所在地１
森 吉平 福山市緑町１番８号

申請者＿代表者

福山市入船町二丁目１１番８号

営業所所在地２ 営業所名称１
第１プレジャータウンＢ

福山市南本庄四丁目９番１号
代表取締役

星野 武彦 福山市船町３番５号パールビル１階

代表取締役

麥田 翔也 福山市駅家町大字近田３７５番地７

代表取締役

麥田 翔也 福山市神辺町大字川南３４３番地８

代表取締役

大西 博史 福山市東手城町一丁目２５番２９号

代表取締役 青山 浩徳
日本リコス株式会社
代表取締役 若月 美也子
株式会社若月
伊藤 万里子
理事長 鎌刈 拓也
学校法人盈進学園
三田 栄子
株式会社高砂会館島茂登 代表取締役 林 幸美
矢田 和古
佐藤 信枝
赤木 清美
代表取締役 長谷川 敏行
有限会社ハセガワ
代表取締役 長谷川 敏行
有限会社ハセガワ
代表取締役 河村 博文
株式会社カワムラ
田中 由美子
佐藤 舞
茂地 陽子
田尻 政代
松葉 美廈子
代表取締役 伊藤 公彦
株式会社ピースフル
代表取締役 山本 和志
有限会社スリーホープ
中野 豊成
信木 佐由里
日野 由季
泉 政徳
代表取締役 佐藤 哲士
株式会社ユーホー
代表取締役 佐藤 哲士
株式会社ユーホー
松岡 紀明
浅尾 奈美子
ＪＦＥ西日本ジーエス株式会社 代表取締役 藤井 愼吾
臂 奈恵
中倉 彩実
新井 日助
荒川 誠一
代表取締役 髙橋 英樹
株式会社夢笛
岡田 陽子

三菱電機㈱福山製作所
なごみ 伊万里
ほっかほっか亭南本庄店
鮨徳
ぶらっくラー麵しょうや 駅家店
ぶらっくラー麵しょうや 神辺店

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日
ＭＤライフサービス前

喫茶店営業

自動販売機

初回許可年月日 当初許可年月日

第191556号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-13 2008-12-03

飲食店営業 一般 第191560号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-13 2015-01-20
飲食店営業 一般 第191562号 2020-03-17 2025-05-31 2020-03-17 2020-03-17
飲食店営業 一般 第191564号 2020-03-18 2025-05-31 2020-03-18 2020-03-18
飲食店営業 一般 第191565号 2020-03-18 2025-04-30 2020-03-18 2020-03-18
麺類製造業 一般 第191567号 2020-03-18 2025-04-30 2020-03-18 2020-03-18
飲食店営業 一般 第191569号 2020-03-19 2025-07-31 2020-03-19 2020-03-19

福山市松浜町一丁目２番１８号 １Ｆ

４７５８５
日本リコス株式会社
ラウンジ若月
万可
盈進食堂
森のキッチンサンタ
高砂会館島茂登
マルコポーロ
茶処 茶兵衛
Ｓｏｉｒ

福山市東川口町四丁目１０番２１号

セブン－イレブン福山東川口４丁目店

飲食店営業 一般 第191583号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-25 2015-03-04

福山市東川口町四丁目１０番２１号

セブン－イレブン福山東川口４丁目店

加工水産物販売業

福山市松浜町二丁目１番１号
ローズプラッツ１Ｆ
福山市昭和町４番６号
ＳＡＴＯ８ビル２－Ｂ
福山市昭和町１０番１０号
福山市千田町大字千田４８７番地４
福山市芦田町大字上有地１９５６番地３

福山市多治米町六丁目１４番３３号
福山市光南町一丁目５番１６号東和ビル１Ｆ

福山市草戸町五丁目２番７号

福山市住吉町１番４０号
福山市南町１０番１６号

一般 第191571号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-23 1975-12-09
飲食店営業 一般 第191572号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-23 2009-02-27
飲食店営業 一般 第191574号 2020-03-23 2025-03-31 2020-03-23 2020-03-23

添加物製造業

飲食店営業 一般 第191577号 2020-03-24 2025-05-31 2020-03-24 2020-03-24
飲食店営業 一般 第191578号 2020-03-24 2025-04-30 2020-03-24 2020-03-24
飲食店営業 一般 第191579号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-25 1978-11-28
飲食店営業 一般 第191580号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-25 2002-10-04
飲食店営業 一般 第191581号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-25 2015-02-05
飲食店営業 一般 第191582号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-25 2015-03-11

一般 第191587号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-25 2015-03-04
飲食店営業 一般 第191588号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-25 2014-10-31
飲食店営業 一般 第191597号 2020-03-27 2025-03-31 2020-03-27 2020-03-27

ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ ＬＤＫ
アレイビル１階－２ 佳月 かづき
福山市沼隈町大字草深１９０２番地２
結
福山市松浜町一丁目４番８号 ＹＹビル３－Ａ スナック モアイ
五番館ビル５Ｆ Ｂ ラウンジ望月
福山市昭和町９番１８号
福山市霞町一丁目３番１０号
松葉○○堂
福山市光南町二丁目２番５号 光南サンハイツ１Ｆ 藤
福山市昭和町４番８号
隠れ鶏もんど
ローズガーデン２Ｆ２０９ Ａｓ ｃａｌｌｉｎｇ
福山市住吉町３番２２号
昭和ストリート２０４ビル スナック チェラブ
福山市昭和町９番１２号
福山市住吉町３番３３号
ｃｌｕｂ ｓＨｉＲｏ －城－
福山市昭和町１０番１６号
酒房 いずみ
ホームセンターユーホー緑町店
福山市緑町２番１－３号

加工水産物販売業

福山市多治米町六丁目３番５号

ホームセンターユーホー福山南店

加工水産物販売業

季節の肴と一品 まつ
ふらここ
ゆうゆう倶楽部
割烹よし崇
とくし丸 ３９号車
お好み焼 鉄板焼 Ｔｏｍ’ｓ
Ｂｒｅｅｄ
砦
カトルコーヒー

飲食店営業

福山市住吉町７番９号

住吉スクエア２０８，２０９

モアリッチファーストビル１Ｆ

福山市緑陽町一丁目８番１０号

福山市鋼管町３０００番地１
福山市笠岡町４番１号
福山市内一円

五弓ビル１Ｆ

福山市東手城町三丁目２２番１１号

福山市住吉町３番２２号
福山市霞町一丁目５番２号
福山市内一円

ローズガーデンビル ２０８号
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飲食店営業 一般 第191598号 2020-03-27 2025-08-31 2020-03-27 2020-03-27
飲食店営業 一般 第191599号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-27 2014-11-07
飲食店営業 一般 第191600号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-27 1993-11-04
菓子製造業 一般 第191601号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-27 1991-02-20
飲食店営業 一般 第191602号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-27 2008-11-05
飲食店営業 一般 第191603号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-27 2009-01-21
飲食店営業 一般 第191604号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-27 2009-03-24
飲食店営業 一般 第191605号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-27 2014-10-20
飲食店営業 一般 第191606号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-27 2014-11-07
飲食店営業 一般 第191607号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-27 2014-11-13

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般

第191609号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-30 2015-03-13
第191610号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-30 2015-03-13
第191611号 2020-03-30 2025-03-31 2020-03-30 2020-03-30
第191613号 2020-03-30 2025-05-31 2020-03-30 2020-03-30
第191614号 2020-03-31 2025-07-31 2020-03-31 2020-03-31
第191616号 2020-03-31 2025-05-31 2020-03-31 2020-03-31

第191620号 2020-03-31 2025-04-30 2020-03-31 2020-03-31
飲食店営業 一般 第191621号 2020-03-31 2025-07-31 2020-03-31 2020-03-31
飲食店営業 一般 第191622号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-31 2009-02-10

加工水産物販売業

移動販売車

飲食店営業 一般 第191623号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-31 2014-11-21
喫茶店営業 移動販売車 第191624号 2020-04-01 2025-03-31 2020-03-31 2014-12-02

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
藤井 貞子
村田 好明
株式会社ライフイート
廣保 大地
野崎 啓仁
株式会社Ａ．Ｅ．Ｕ．Ｇ．
株式会社キューワン
濱田 知幸
藤井 文雄
株式会社アペックス西日本

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１

営業所所在地２ 営業所名称１

スナックお貞
ばか安
あっぱれすし丸花園店
Ｆｌｅｕｒ
野乃鶏
ドミノ・ピザ福山御門店
生うぶ
和えん
すし富

福山市入船町二丁目１１番８号

福山市霞町一丁目６番１２号
代表取締役

大森 康晴 福山市花園町一丁目４番１２号

福山市神辺町字道上１番地１６
福山市沖野上町四丁目９番１３号
代表取締役

松原 宏林 福山市御門町三丁目１番７号

代表取締役

佐藤 博子 福山市沖野上町四丁目２２番１９号

福山市春日町五丁目５番２号
福山市松浜町一丁目１３番３１号

森 吉平 福山市神辺町字下御領６５４番地
社会福祉法人「ゼノ」少年牧場 理事長 寳子丸 周吾 福山市内一円
福山市東深津町三丁目１４番１号
種本 英任
福山市住吉町３番２２号ローズガーデン２０５
劉 莉
段 燕鈴
福山市昭和町１０番１０号
代表取締役 福永 勝政 福山市昭和町４番１８号
ＡＭＪ株式会社
福山市入船町二丁目４番１５号
守屋 龍次
福山市新市町大字下安井７３２番地
佐竹 満
福山市新市町大字下安井７３２番地
佐竹 満
福山市新市町大字下安井７３２番地
佐竹 満
福山市新市町大字新市６１６番地２
高橋 哲夫
福山市新市町大字戸手８４番地
大村 妻江
福山市新市町大字相方１９４番地４
奥田 清治
代表取締役 馬屋原 知弘 福山市新市町大字新市３２２番地１
有限会社ロマーノ
西谷 佳則
福山市昭和町９番１７号
芦田 孝治
福山市住吉町１番４０号
代表取締役 山上 實
福山市新市町大字宮内７３番地１
有限会社山上商店
福山市松浜町一丁目７番６号
芦田 孝治
取締役 井上 泰利 福山市新市町大字新市３７番地
有限会社ホスピタルエイド
代表取締役 米谷 素明 福山市新市町大字宮内１３１６番地１
株式会社日米クック
代表取締役 米谷 素明 福山市新市町大字下安井３５００番地
株式会社日米クック
代表取締役 渡辺 雅也 福山市神辺町字徳田１８５９番地６
株式会社渡邉達摩堂
代表取締役 渡辺 雅也 福山市神辺町字徳田１８８８番地
株式会社渡邉達摩堂
福山市駅家町大字万能倉１３１４番地２
澁谷 和重
福山市駅家町大字近田２１５番地１
鎌田 みつ子
福山市神辺町大字川南１０５９番地
川崎 充之
福山市神辺町字道上１０番地５
下村 房子
福山市神辺町字十九軒屋２４８番地５
遠山 寿美
福山市神辺町字道上１７番地７
武田 考次郎
株式会社アイ・エルグループ 代表取締役 石井 淳雄 福山市神辺町字湯野３０４番地１
福山市神辺町字十九軒屋２４８番地３
田中 勝子
福山市神辺町字西中条１２６８番地
花﨑 伊織

福山通運株式会社 神辺流通センター

代表取締役

ＳＡＴＯ８ビル３Ｅ

６番館３階Ａ号
百軒堂Ｂ １Ｆ４

メゾンドレーブ１ＦＣ
住吉スクエア３Ｆ ３１２－２

ＭＡＲＩＮＥ ＴＯＷＥＲ３ ２Ｆ２０１号

ロ－ズシティ－

Ａｒｏｃｏｇｉａｎｏ
アルジェント
薔薇
花月
Ｃｏｒｄｏｎ Ｂｌｅｕ
Ａｌｉｃｅ
佐竹スーパー下安井店
佐竹スーパー下安井店
佐竹スーパー下安井店
びんごじ
ボニー喫茶
倍多利亭
トラットリア ロマーノ
ＧＯＬＤ
イヴ＆アップル
有限会社山上商店
ドレス＆アップル
寺岡記念病院
日米クック コーポしんいち
日米クック ジョイトピアおおさ
株式会社渡邉達摩堂
株式会社渡邉達摩堂
ポンパドール 紗
すなっく ミチ
宝舟寿司
カラオケ喫茶 わがまま
居酒屋ただいま
やきとり大吉神辺道上
かつれつ 大正亭
のん のん
すし処 伊織
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営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第191626号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-31 1978-11-08
飲食店営業 一般 第191627号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-31 1996-11-08
飲食店営業 一般 第191628号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-31 2002-10-01
飲食店営業 一般 第191629号 2020-03-31 2025-04-30 2020-03-31 2020-03-31
飲食店営業 一般 第191630号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-31 2009-01-20
飲食店営業 一般 第191631号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-31 2014-11-10
飲食店営業 一般 第191632号 2020-04-01 2026-03-31 2020-03-31 2015-01-22
飲食店営業 一般 第200001号 2020-04-02 2025-07-31 2020-04-02 2020-04-02
飲食店営業 一般 第200004号 2020-04-06 2025-09-30 2020-04-06 2020-04-06
喫茶店営業 自動販売機 第200006号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-07 2002-12-09
喫茶店営業

移動販売車 第200007号 2020-05-01 2025-04-30 2020-04-07 2010-04-08
飲食店営業 一般 第200011号 2020-04-07 2025-07-31 2020-04-07 2020-04-07
飲食店営業 一般 第200012号 2020-04-07 2025-09-30 2020-04-07 2020-04-07

飲食店営業 一般 第200013号 2020-04-08 2025-09-30 2020-04-08 2020-04-08
飲食店営業 一般 第200014号 2020-04-08 2025-09-30 2020-04-08 2020-04-08
飲食店営業 一般 第200015号 2020-04-08 2025-09-30 2020-04-08 2020-04-08
飲食店営業 一般 第200016号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-09 1978-12-19
魚介類販売業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第200017号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-09 1978-12-19
第200020号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-09 1978-12-14
第200021号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-09 1987-12-18
第200022号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-09 1987-12-01
第200023号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-09 1994-04-19
第200024号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-09 1997-03-11
第200026号 2020-04-09 2025-09-30 2020-04-09 2020-04-09
第200027号 2020-04-09 2025-09-30 2020-04-09 2020-04-09
第200028号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-09 1984-11-12
第200029号 2020-04-09 2025-09-30 2020-04-09 2020-04-09
第200032号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-09 2015-03-26
第200034号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-09 2009-03-17
第200035号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-09 2009-04-17
第200038号 2020-04-13 2025-04-30 2020-04-13 2020-04-13
第200039号 2020-04-13 2025-04-30 2020-04-13 2020-04-13
第200040号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-13 1984-12-05
第200041号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-13 1991-03-27
第200042号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-13 1993-11-12
第200043号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-13 1994-01-26
第200044号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-13 1997-02-26
第200045号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-13 1997-02-18
第200046号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-13 1997-04-02
第200047号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-13 2002-11-26
第200048号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-13 2003-01-23

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
株式会社リパックス
北川 聡子
松本 布美子
門田 孝幸
目﨑 貴子
社会福祉法人若菜
岡田 令子
矢田 玲子
赤木製麺有限会社
赤木製麺有限会社
佐藤 道明
佐藤 道明
株式会社キャナリイ・ロウ
株式会社キャナリイ・ロウ
詫摩 隼人
株式会社こいさん
平井 太郎
有限会社おばこ水産
有限会社おばこ水産
株式会社アカプロテクト
株式会社アカプロテクト
福山うみしま観光株式会社
株式会社ジョリーパスタ
白土 隆行
千葉 賢司
江種製パン株式会社
林 誠
藤田 孝士
株式会社啓文社エンタープライズ

杉山 靖志
福島 智勝
森田 奈津子
有限会社Ｉ．Ｋ．Ｏ
有限会社Ｉ．Ｋ．Ｏ
有限会社Ｉ．Ｋ．Ｏ
有限会社Ｉ．Ｋ．Ｏ
冨田 久信
奥上 展功
城戸 千晶
児玉 好隆
鈴木 泰子

営業所所在地１

申請者＿役職名

申請者＿代表者

代表取締役

中山 範彦 福山市駅家町大字倉光３０５番地２

営業所所在地２ 営業所名称１

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

代表取締役

鈴木 英仁 福山市神辺町大字川北１４２６番地１

代表取締役

鈴木 英仁 福山市神辺町大字川北１４２６番地１

なかやまストアー
北川店
喫茶・軽食・アリス松本布美子
中華食堂 幸楽
樹の香
カレーハウス若菜
ふじ
永徳寺商店
赤木製麺有限会社
赤木製麺有限会社
喫茶モワ
富屋
キャナリィロウ福山神辺店
キャナリィロウ福山神辺店

福山市瀬戸町大字地頭分１１８６番地１

肉の雅屋福山プロセスセンター 詫摩隼人

食肉処理業

炭焼仙台牛タンこいさん別館
福山市北本庄一丁目１２番２号
太鳥作
福山市鞆町後地２６番地１２７
有限会社おばこ水産
有限会社おばこ水産 加工場
福山市田尻町野積場２号
福山市西町二丁目８番３２号
ありんす
福山市西町二丁目８番３２号
ありんす
福山市新涯町二丁目２３番３号
かき小屋 福山港店
福山市駅家町大字万能倉８３１番地１
ジョリーパスタ駅家店
福山市新市町大字金丸４５６番地２
千代
福山市新市町大字下安井１２７番地６
バンク
福山市新市町大字宮内１９８番地１
江種製パン株式会社
福山市新市町大字戸手２８４番地２
ふく山や
福山市新市町大字新市６２８番地４
喫茶 紙の城
福山市神辺町大字川北１５３３番地 フレスポ神辺モール内 ｅａｓｅ神辺店
福山市駅家町大字近田１０６番地１ 岡田マンション１０３ お好み焼き＆居酒屋 空
福山市神辺町大字川南４１８番地１
焼肉 大福
福山市神辺町大字川南１４０４番地６
ケーキ工房 Ｌｏｖｅ Ｇｒａｓｓ
福山市駅家町大字大橋１１１番地１０
（有）Ｉ．Ｋ．Ｏ
福山市駅家町大字大橋１１１番地１０
（有）Ｉ．Ｋ．Ｏ
福山市駅家町大字大橋１１１番地１０
（有）Ｉ．Ｋ．Ｏ
福山市駅家町大字大橋１１１番地１０
有限会社Ｉ．Ｋ．Ｏ
福山市船町１番２６号
サンクビル１Ｆ Ｋ’ｓ ＢＡＲ
福山市東手城町四丁目８番２１号
アウトドアキッチンｎａｂａｊｏ
福山市沖野上町六丁目８番７－１号
おばんざい 和らお屋
福山市新市町大字戸手２０５番地１
児玉食品
ＴｈｅＰＥＲＯＬＩＮＥＳＳＣｈｉｃｋｅｎ
福山市霞町一丁目４番３２号

飲食店営業

福山市神辺町大字下竹田８番地４
福山市芦田町大字福田２４７９番地３３
福山市神辺町大字川南１０５８番地１９

福山市神辺町字平野４２９番地
理事長 藤本 英次 福山市駅家町大字近田４６１番地
福山市神辺町字西中条８９２番地
福山市神辺町大字八尋７１番地１
代表取締役
代表取締役

赤木 寛治 福山市新市町大字新市３３２番地２
赤木 寛治 福山市新市町大字新市３３２番地２
福山市新市町大字戸手２１４１番地
福山市新市町大字戸手２１４１番地

代表取締役

荒嶋 洋昭

代表取締役

荒嶋 洋昭

代表取締役

豊田 崇史

代表取締役

豊田 崇史

代表取締役

丹下 工
堤 秀一

代表取締役

代表取締役

代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
麺類製造業
飲食店営業
菓子製造業
飲食店営業
菓子製造業

上原 健太 福山市延広町８番２号

代表取締役

江種 正登

手塚 淳三

胃甲
胃甲
胃甲
胃甲

安俊
安俊
安俊
安俊
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加工水産物販売業

飲食店営業
氷雪製造業
加工水産物の製造業

そうざい製造業

麺類製造業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業
飲食店営業
菓子製造業
魚介類販売業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
豆腐製造業
ＦＵＫＵＹＡＭＡ Ｔｏ Ｇｏ

そうざい製造業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

初回許可年月日 当初許可年月日

第200051号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-13 1985-03-27
第200053号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-13 2015-04-08
第200054号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-13 2008-12-17
第200055号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-13 2009-04-20
第200056号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-13 2014-11-11
第200057号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-13 2015-01-13
第200058号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-13 2015-02-25
第200061号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-13 1997-03-31
第200062号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-14 1988-03-17
第200063号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-14 1988-03-17
第200064号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-14 1993-11-24
第200065号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-14 1993-11-24
第200066号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-14 2008-11-10
第200067号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-14 2008-11-10
第200068号 2020-04-14 2025-06-30 2020-04-14 2020-04-14
第200069号 2020-04-14 2025-05-31 2020-04-14 2020-04-14
第200071号 2020-04-14 2025-05-31 2020-04-14 2020-04-14
第200072号 2020-04-14 2025-08-31 2020-04-14 2020-04-14
第200073号 2020-04-14 2025-08-31 2020-04-14 2020-04-14
第200074号 2020-04-14 2025-05-31 2020-04-14 2020-04-14
第200075号 2020-04-14 2025-05-31 2020-04-14 2020-04-14
第200076号 2020-04-15 2025-07-31 2020-04-15 2020-04-15
第200078号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-15 2002-12-06
第200079号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-15 1988-03-16
第200080号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-15 1987-12-18
第200081号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-15 1981-05-01
第200082号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-15 1994-04-06
第200083号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-15 2002-11-26
第200084号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-15 2008-11-14
第200085号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-15 2015-03-31
第200086号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-15 1994-04-21
第200087号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-15 1996-11-07
第200090号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-16 2015-11-26
第200091号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-16 2015-11-26
第200092号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-16 2015-11-26
第200093号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-16 1991-03-13
第200094号 2020-04-17 2025-05-31 2020-04-17 2020-04-17
第200095号 2020-04-17 2025-07-31 2020-04-17 2020-04-17
第200096号 2020-04-17 2025-09-30 2020-04-17 2020-04-17
第200097号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-17 1987-11-12
第200098号 2020-04-20 2025-09-30 2020-04-20 2020-04-20

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
正栄汽船有限会社
沖野 政
三和食品株式会社
有限会社ナンバ・サ－ティワン
株式会社Ａ．Ｅ．Ｕ．Ｇ．
株式会社お多吉
近藤 康正
内山 幸広
内山 幸広
呑舟株式会社
株式会社夢笛
福山うみしま観光株式会社
株式会社Ｆｏｒ ｏｔｈｅｒｓ
村上 秀次

営業所所在地１

営業所所在地２ 営業所名称１

申請者＿役職名

申請者＿代表者

代表取締役

妹尾 正実 福山市元町１３番１７号

代表取締役

河原 忠臣 福山市大門町二丁目７番２８号

海厨
ここ・え２
三和食品株式会社

代表取締役

難波 賢治 福山市神辺町大字川南４１３番地１

サ－ティワンアイスクリーム 神辺店

代表取締役

福山市御門町二丁目２番１１号

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

飲食店営業 一般 第200101号 2020-04-20 2025-07-31 2020-04-20 2020-04-20
飲食店営業 一般 第200102号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-20 1996-12-10

株式会社いぶしコーポレーション

代表取締役

株式会社めだか
株式会社井上
株式会社井上
株式会社井上
株式会社井上
神田 久子
宮原 恵子
株式会社フジ・リテイリング
株式会社Ｍａｃａｒｏｎ
古川 拓矢
松川 和明
藤井 誠史
株式会社なかやま牧場
株式会社なかやま牧場
株式会社ユーホー
株式会社Ｔａｋｅ９
株式会社Ｔａｋｅ９
村尾 豊和

代表取締役

丸源ラーメン福山神辺店
のみくい処 お多幸
福山市駅家町大字近田６２９番地１
近藤
福山市駅家町大字万能倉１２７４番地２
ファミリーマート駅家万能倉店
福山市駅家町大字万能倉１２７４番地２
ファミリーマート駅家万能倉店
岩瀨 修 福山市芦田町大字上有地２９９７番地４
石楠花の郷
髙橋 英樹 福山市霞町一丁目４番２３号
博多ノ飯場なごみ
丹下 工 福山市新涯町二丁目２３番３号
かき小屋 福山港店
髙尾 裕 福山市伏見町３番３０号
灯
アートビル２０１ ＢＯＢ’ｓ
福山市南町１２番１号
小田原 直樹 福山市三吉町五丁目７番２６号
軍鶏いぶし家 福山三吉店
村田 剛 福山市延広町２番９号
めだか２号店

代表取締役

井上 慎治 福山市駅家町大字上山守４８７番地１

セブン－イレブン福山駅家町上山守店

飲食店営業

代表取締役

井上 慎治 福山市駅家町大字上山守４８７番地１

セブン－イレブン福山駅家町上山守店

加工水産物販売業

代表取締役

井上 慎治 福山市駅家町大字江良５８７番地１

セブン－イレブン福山駅家町江良店

飲食店営業

代表取締役

井上 慎治 福山市駅家町大字江良５８７番地１

セブン－イレブン福山駅家町江良店

加工水産物販売業

株式会社Ｋ’Ｚ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ

代表取締役

大歳 和司 福山市千田町四丁目１２番２６号

株式会社日本ヒュウマップ
株式会社ユーホー
はっとりほたるの里株式会社
島谷 学
株式会社たかの巣
青木 滋浩
青木 滋浩

代表取締役
代表取締役

代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

松原 宏林 福山市神辺町大字川南１３０７番地２
渡邉 一貴 福山市延広町２番１１号２Ｆ

福山市昭和町４番１８号

代表取締役
代表取締役

神田
福山市駅家町大字上山守４６６番地６
ビーバー
山口 晋 福山市神辺町大字新道上１０番地２６
フジグラン神辺（催事）
政岩 梨佐 福山市神辺町字道上１７番地７ ２Ｆ
らうんじ Ｍａｃａｒｏｎ
福山市船町４番１０号
ＢＰＴビル１Ｆ 作蔵
福山市加茂町字上加茂２４番地７
カラオケ喫茶 加茂
福山市内一円
藤井堂
６番館ビル４－Ｂ

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第200099号 2020-04-20 2025-05-31 2020-04-20 2020-04-20
飲食店営業 一般 第200100号 2020-04-20 2025-09-30 2020-04-20 2020-04-20

飲食店営業 一般 第200103号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-20 2014-11-11
飲食店営業 一般 第200104号 2020-04-20 2025-05-31 2020-04-20 2020-04-20
飲食店営業 一般 第200105号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-22 2003-03-19
飲食店営業 一般 第200106号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-22 2009-02-16

一般 第200110号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-22 2009-02-16
飲食店営業 一般 第200111号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-22 2015-03-17

加工水産物販売業

魚介類販売業
そうざい製造業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第200112号 2020-04-22 2025-09-30 2020-04-22 2020-04-22
第200113号 2020-04-22 2025-07-31 2020-04-22 2020-04-22
第200114号 2020-04-22 2025-05-31 2020-04-22 2020-04-22
第200115号 2020-04-22 2025-09-30 2020-04-22 2020-04-22
第200116号 2020-04-22 2025-05-31 2020-04-22 2020-04-22
第200118号 2020-04-22 2025-05-31 2020-04-22 2020-04-22
第200119号 2020-04-22 2025-04-30 2020-04-22 2020-04-22
第200123号 2020-04-22 2025-04-30 2020-04-22 2020-04-22
第200124号 2020-04-22 2025-04-30 2020-04-22 2020-04-22
第200128号 2020-04-22 2025-04-30 2020-04-22 2020-04-22
第200129号 2020-04-23 2025-09-30 2020-04-23 2020-04-23
第200130号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-23 1997-04-04
第200131号 2020-05-01 2025-04-30 2020-04-23 2005-04-26
第200132号 2020-04-23 2025-04-30 2020-04-23 2020-04-23
第200133号 2020-04-23 2025-05-31 2020-04-23 2020-04-23
第200140号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-24 2009-04-24

第200141号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-24 2014-11-13
食肉処理業 一般 第200142号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-24 2002-11-11
移動販売車

代表取締役

増成 吉彦 福山市駅家町大字法成寺１５７５番地１６

株式会社なかやま牧場 食肉流通センター

代表取締役

増成 吉彦 福山市駅家町大字法成寺１５７５番地１６

株式会社なかやま牧場 食肉流通センター

食肉製品製造業

第200143号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-24 2002-11-11

代表取締役

佐藤 哲士 福山市駅家町大字近田６１６番地

ホームセンターユーホー駅家店

加工水産物販売業

第200144号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-24 2015-03-13

代表取締役

加藤 丈典 福山市郷分町７０７番地１

代表取締役

加藤 丈典 福山市内一円

磯田 隆弘 福山市駅家町大字上山守４５０番地７

味富士
のり吉屋
鉄板料理のがみ屋
カリッジュ
めん六や 福山店

佐藤 哲士 福山市神辺町大字川北１０５７番地

ホームセンターユーホー神辺店

代表取締役

桐島 正充 福山市駅家町大字服部本郷１２６６番地

代表取締役

堀口 惠 福山市箕島町６６７７番地２

Ｒｉｇｅｎｅｒａｒｅ
京料理 鯛のたい
たかの巣カフェ
ファミリーマート ナンセン
ファミリーマート ナンセン

福山市沖野上町四丁目１７番１号

福山市昭和町２番２２号シティヒル１Ｆ

福山市山手町五丁目１番２３号
福山市山手町五丁目１番２３号
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一般
一般
飲食店営業 一般
飲食店営業

第200145号 2020-04-24 2025-06-30 2020-04-24 2020-04-24

第200146号 2020-04-24 2025-04-30 2020-04-24 2020-04-24
飲食店営業 一般 第200148号 2020-04-24 2025-09-30 2020-04-24 2020-04-24
飲食店営業 一般 第200149号 2020-04-24 2025-05-31 2020-04-24 2020-04-24
移動販売車

飲食店営業 一般 第200150号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-24 2003-02-12

一般 第200151号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-24 2015-03-13
飲食店営業 一般 第200154号 2020-04-27 2025-04-30 2020-04-27 2020-04-27
飲食店営業 一般 第200157号 2020-04-27 2025-09-30 2020-04-27 2020-04-27

加工水産物販売業

飲食店営業 一般 第200158号 2020-04-27 2025-07-31 2020-04-27 2020-04-27
食肉販売業 一般 第200160号 2020-04-28 2025-06-30 2020-04-28 2020-04-28
加工水産物販売業

一般

第200161号 2020-04-28 2025-06-30 2020-04-28 2020-04-28

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
株式会社夏海
エス・エイチ・エスサービス有限会社

内田 誠一
松永 磨莉絵
喜多村 武司
村上 明
村上 明
村上 明
岡田 年克
佐土井 淳
カッパ・クリエイト株式会社
河野 和彦
出原 敬三
勝岡 道治
株式会社ミスターマックス
岸本 常義
株式会社天満屋
株式会社はなび

営業所所在地１

申請者＿役職名

申請者＿代表者

代表取締役

栗原 結香 福山市田尻町２８８０番地２９

代表取締役

早﨑 久雄 福山市元町１３番５号

福山市三之丸町３番４号
福山市西町一丁目１番１号
福山市笠岡町１番２１号

営業所所在地２ 営業所名称１

松本ビル１Ｆ

Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ
エスプリ・ド・コムシェトワ
Ｈａｒｖｅｓｔ

エフピコＲｉＭ８Ｆ

幸せのｽｰﾌﾟ/からあげｺﾞﾘﾗ/韓国料理ﾍﾟｺﾞｯﾊﾟ/

有楽リオンビル４Ｆ

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日
ＤＡＤＤＹ’ｓ－ＨＯＭＥ

ﾆｷﾞﾗﾝﾃ/生春巻きNozomeal/GreenTokyo

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第200163号 2020-04-28 2025-08-31 2020-04-28 2020-04-28
飲食店営業 一般 第200164号 2020-04-28 2025-05-31 2020-04-28 2020-04-28
飲食店営業 一般 第200165号 2020-04-28 2025-05-31 2020-04-28 2020-04-28
飲食店営業 一般 第200166号 2020-04-28 2025-05-31 2020-04-28 2020-04-28

代表取締役

食堂 きたむら
ローソン福山駅家町万能倉店
福山市駅家町大字万能倉１４０１番地
ローソン福山駅家町万能倉店
福山市駅家町大字万能倉１４０１番地
ローソン福山駅家町万能倉店
福山市駅家町大字万能倉１４７番地２
お好み焼き鉄板焼き ちゃくら
福山市駅家町大字万能倉１２５６番地１ ＮＳビル１－１ こな家
田邊 公己 福山市神辺町大字川北１５３３番地 フレスポ神辺モール内 かっぱ寿司フレスポ神辺店
福山市神辺町字道上６０７番地１０
居酒屋河童
福山市駅家町大字中島１１４８番地３
お好み焼鉄板焼き 三平
福山市新市町大字戸手６３０番地２
洋食おいしん坊
平野 能章 福山市神辺町大字川北１５３３番地 フレスポ神辺モール内 ミスターマックス新神辺店
福山市神辺町字徳田４４８番地４
屋台みっちゃん
江國 成基 福山市元町１番１号
株式会社天満屋福山店地階
上中谷 哲 福山市御門町三丁目１０番２２号
はなび

飲食店営業 一般 第200167号 2020-04-28 2025-05-31 2020-04-28 2020-04-28
飲食店営業 一般 第200168号 2020-04-28 2025-04-30 2020-04-28 2020-04-28

株式会社ベジタコーポレーション

代表取締役

佐藤 光信 福山市駅家町大字法成寺１６１３番地５５

株式会社べジタコーポレーション

因島青果株式会社
因島青果株式会社
佐藤 美江
増田 実
掛谷 義郎
掛谷 義郎
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
助宮 美智子
有限会社モリタ
株式会社ＢＯＯＮ Ｆａｃｔｏｒｙ
株式会社ＢＯＯＮ Ｆａｃｔｏｒｙ
株式会社ハローズ
株式会社ｓａｋｋｕｒｕ
有限会社ティー・ルーム
藤谷 英二
藤谷 英二
髙橋 毅
唐下 英之
髙橋 誠司

代表取締役

新藤 元紀 福山市引野町一丁目１番１号

代表取締役

新藤 元紀 福山市引野町一丁目１番１号

福山市昭和町４番４号
南神ビル１Ｆ
福山市新涯町四丁目７番６号

海老蔵小海老弁当
海老蔵小海老弁当
スナック美江
Ｍ’ｓステーキ

福山市神辺町字上御領２０６番地１

セブン－イレブン神辺上御領店

飲食店営業 一般 第200194号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-30 2015-02-17

福山市神辺町字上御領２０６番地１

セブン－イレブン神辺上御領店

加工水産物販売業

福山市神辺町大字川北１０８６番地２

株式会社ハローズ神辺店（惣菜 弁当）

福山市神辺町大字川北１０８６番地２

福山市神辺町大字川北１０８６番地２

株式会社ハローズ 神辺店
株式会社ハローズ神辺店
株式会社ハローズ神辺店

福山市新市町大字宮内３４８番地３

趣味の家グラン・マ喫茶ぽすと

福山市駅家町大字万能倉１４０１番地

代表取締役

代表取締役

代表取締役

一般 第200173号 2020-04-28 2025-04-30 2020-04-28 2020-04-28
飲食店営業 一般 第200174号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-28 2002-12-19
飲食店営業 一般 第200175号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-28 2003-03-12
飲食店営業 一般 第200177号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-28 2009-01-19
飲食店営業 一般 第200178号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-28 2015-05-01
飲食店営業 一般 第200180号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-28 2009-04-27
飲食店営業 一般 第200181号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-28 2014-11-13

一般 第200183号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-28 2008-11-12
飲食店営業 一般 第200184号 2020-04-28 2025-04-30 2020-04-28 2020-04-28
飲食店営業 一般 第200186号 2020-04-30 2025-05-31 2020-04-30 2020-04-30

加工水産物販売業

飲食店営業 一般 第200187号 2020-04-30 2025-09-30 2020-04-30 2020-04-30

一般 第200188号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-30 2015-03-17
飲食店営業 一般 第200189号 2020-04-30 2025-07-31 2020-04-30 2020-04-30

そうざい製造業

一般 第200190号 2020-04-30 2025-07-31 2020-04-30 2020-04-30
飲食店営業 一般 第200191号 2020-04-30 2025-09-30 2020-04-30 2020-04-30
飲食店営業 一般 第200192号 2020-04-30 2025-07-31 2020-04-30 2020-04-30

そうざい製造業

一般 第200198号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-30 2015-02-17
飲食店営業 一般 第200199号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-30 1996-12-02
飲食店営業 一般 第200200号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-30 2002-12-05

代表取締役

佐藤
佐藤
佐藤
佐藤

代表取締役

森田 健吾 福山市神辺町大字川南２７９番地

Ｌａｎｄ ｓｃａｐｅ ｏｆ ｔｈｅ

Ｈｅａｒｔ そらや 飲食店営業

代表取締役

福山市神辺町字湯野２０３０番地

蕎麦と鴨料理と囲炉裏のお店わらべ，

ラテ＆スイーツ神辺夕日カフェ

代表取締役

澤口 学
澤口 学

福山市神辺町字湯野２０３０番地

蕎麦と鴨料理と囲炉裏のお店わらべ，

ラテ＆スイーツ神辺夕日カフェ

代表取締役

佐藤 利行 福山市神辺町大字川北１０８６番地２

代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役

利行
利行
利行
利行

飲食店営業 一般 第200169号 2020-04-28 2025-04-30 2020-04-28 2020-04-28
加工水産物販売業

福山市神辺町大字川北１０８６番地２

一般 第200201号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-30 1996-12-02
食肉販売業 一般 第200203号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-30 1996-12-02
飲食店営業 一般 第200204号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-30 2009-04-22

魚介類販売業

一般 第200205号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-30 2015-04-07
飲食店営業 一般 第200206号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-30 2015-03-31
菓子製造業 一般 第200207号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-30 2015-03-31

加工水産物販売業

山田 早苗 福山市昭和町７番１０号

株式会社ハローズ神辺店
咲来 ｄｉｎｉｎｇ てしおがわ

寺岡 琢司 福山市延広町２番８号

コージーカフェグレイス・チャンチート

飲食店営業

福山市桜馬場町６番２９号
福山市桜馬場町６番２９号
福山市元町１２番２号
福山市住吉町１番４０号
福山市内一円

ビストロ ブールブラン
ビストロ ブールブラン
Ｓｐａｉｎ Ｂａｒ Ａｓｔｏｒｉａ
住吉スクエア１Ｆ 旬菜家 かいとうか
せいやん
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そうざい製造業

飲食店営業
そうざい製造業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
移動販売車

第200208号 2020-05-01 2026-04-30 2020-04-30 1996-12-02
第200209号 2020-05-01 2025-09-30 2020-05-01 2020-05-01
第200211号 2020-05-01 2025-05-31 2020-05-01 2020-05-01
第200213号 2020-05-07 2025-05-31 2020-05-07 2020-05-07
第200214号 2020-05-07 2025-05-31 2020-05-07 2020-05-07
第200215号 2020-05-07 2025-05-31 2020-05-07 2020-05-07
第200216号 2020-05-07 2025-09-30 2020-05-07 2020-05-07
第200218号 2020-05-08 2025-05-31 2020-05-08 2020-05-08

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
塩﨑 将司
北村 栄治
有限会社鞆屋

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１
福山市船町２番２３号

営業所所在地２ 営業所名称１

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

代表取締役

甲田 廣實 福山市横尾町一丁目９番２号

竹馬
ぽちのパン
有限会社鞆屋

有限会社クリスターコーポレーション

代表取締役

豊田 文彦 福山市本庄町中一丁目３３番２３号

有限会社クリスターコーポレーション

そうざい製造業

株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社ｄｙマーケティング
岡田 臣司
岡田 臣司
株式会社ホーミイダイニング
株式会社ホーミイダイニング
株式会社ホーミイダイニング
小林 智久
山本 かおり
株式会社にしき堂福山
杉田 卓雄
株式会社コスモス薬品
佐藤 満則
株式会社阿呆商会
株式会社阿呆商会
株式会社阿呆商会
株式会社ホーミイダイニング
株式会社ホーミイダイニング
かとうベーカリー有限会社
かとうベーカリー有限会社
株式会社ベッセル
園田 博章
有限会社アトリエ・ピュア
石井 俊江
株式会社ＳＰＤＸ
有限会社スリーホープ
園 法子
中村 展道
川上 泰弘
株式会社ユーホー
濵原 陽章
梶 一哉
株式会社トモテツセブン

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市南本庄一丁目１１番１９号

飲食店営業

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市南本庄一丁目１１番１９号

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市南本庄一丁目１１番１９号

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市南本庄一丁目１１番１９号

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市南本庄一丁目１１番１９号

代表取締役

富山 裕華 福山市引野町五丁目４４番４５号

エブリイ本庄店（寿し）
エブリイ本庄店（そうざい）
エブリイ本庄店
エブリイ本庄店
エブリイ本庄店
ベジッポ食堂

福山市南本庄五丁目２番１４号

福山市熊野町丙９００番地
福山市熊野町丙９００番地

しょうゆ製造業

飲食店営業
魚介類販売業

食肉販売業
加工水産物販売業

飲食店営業

せとうち母家 ＳｅｔｏｕｃｈｉＯＭＯＹＡ

飲食店営業

せとうち母家 ＳｅｔｏｕｃｈｉＯＭＯＹＡ

そうざい製造業

飲食店営業

代表取締役

妹尾 昭宏 福山市笠岡町４番１５号

代表取締役

妹尾 昭宏 福山市笠岡町４番１５号

代表取締役

妹尾 昭宏 福山市笠岡町４番１５号

ＢＡＢＹ ＦＡＣＥ ＰＬＡＮＥＴ’Ｓ 福山曙店
ＢＡＢＹ ＦＡＣＥ ＰＬＡＮＥＴ’Ｓ 福山神辺店
囲炉裏長屋つるべ
しんふぉにい
スナック ガーデン
株式会社にしき堂福山
喫茶 エルザ
ドラッグコスモス川口店
まほろば
ぶちくさらぁめん
ぶちくさらぁめん
ぶちくさらぁめん

代表取締役

岡﨑 真悟 福山市南蔵王町五丁目１１番７号

鉄板・豆富料理 つるべ南蔵王店

飲食店営業

代表取締役

岡﨑 真悟 福山市南蔵王町一丁目８番２６号

飲食店営業

代表取締役
代表取締役

加藤 敏一 福山市木之庄町三丁目５番８号
加藤 敏一 福山市木之庄町三丁目５番８号

代表取締役

澁谷 誠

海鮮つるべ
かとうベーカリー有限会社
かとうベーカリー有限会社
福山ニューキャッスルホテル
ｎｅｗｓ
Ｂａｒ Ｂｌｏｓｓｏｍ
酒肴家いし井
ＫＯＫＯＮ
祭り鶏もんど
味園

代表取締役

岡﨑 真悟 福山市曙町五丁目１２番１７号

代表取締役

岡﨑 真悟 福山市神辺町大字新道上３番地１

代表取締役

岡﨑 真悟 福山市川口町四丁目３番１０号

福山市三吉町五丁目１番４５号

福山市松浜町一丁目４番８号 Ｙ．Ｙビル２Ｆ
代表取締役

大谷 博国 福山市南本庄一丁目４番１３号

福山市千田町字坂田北５４番地
代表取締役

横山 英昭 福山市川口町四丁目１２番９号
福山市神辺町大字川北１０７５番地９

代表取締役

福山市三之丸町８番１６号
福山市船町７番８号
渡邊 弘子 福山市船町４番４号
シム船町２Ｆ
福山市松浜町一丁目４番７号
藤井 孝憲 福山市明治町２番５号

代表取締役

山本 和志 福山市南蔵王町三丁目１６番３１号

代表取締役

代表取締役

菓子製造業
飲食店営業
菓子製造業
飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
麺類製造業
そうざい製造業

飲食店営業
菓子製造業
そうざい製造業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

福山市千田町字坂田北３５番地１

あい

飲食店営業

ホームセンターユーホー福山店

加工水産物販売業

カフェプラスドット
昭和
さくら Ｄｉｎｉｎｇ

菓子製造業

福山市霞町一丁目５番６号
林 克士

飲食店営業

レストランアンドバー キーポイント

福山市御幸町大字中津原６７２番地

代表取締役

飲食店営業

福山市旭町１番２８号
福山市延広町５番２２号 ２F
佐藤 哲士 福山市奈良津町三丁目４番３号

福山市御幸町大字上岩成１１７番地１
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飲食店営業 一般 第200219号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-08 1995-12-06
菓子製造業 一般 第200221号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-08 2015-05-28

飲食店営業

飲食店営業
飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第200222号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-08 1991-05-22
第200223号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-08 2014-12-11
第200224号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-08 2003-04-17
第200225号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-08 2003-04-17
第200226号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-08 2003-04-17
第200228号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-08 2003-04-17
第200229号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-08 2003-04-17
第200230号 2020-05-11 2025-07-31 2020-05-11 2020-05-11
第200232号 2020-05-11 2025-08-31 2020-05-11 2020-05-11
第200233号 2020-05-11 2025-08-31 2020-05-11 2020-05-11
第200234号 2020-05-11 2025-07-31 2020-05-11 2020-05-11
第200235号 2020-05-11 2025-10-31 2020-05-11 2020-05-11
第200236号 2020-05-11 2025-09-30 2020-05-11 2020-05-11
第200238号 2020-05-11 2025-05-31 2020-05-11 2020-05-11
第200239号 2020-05-12 2025-09-30 2020-05-12 2020-05-12
第200240号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-12 1988-02-26
第200241号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-12 2015-05-11
第200245号 2020-05-12 2025-09-30 2020-05-12 2020-05-12
第200246号 2020-05-13 2025-10-31 2020-05-13 2020-05-13
第200247号 2020-05-13 2025-05-31 2020-05-13 2020-05-13
第200248号 2020-05-13 2025-05-31 2020-05-13 2020-05-13
第200249号 2020-05-13 2025-05-31 2020-05-13 2020-05-13
第200250号 2020-05-13 2025-07-31 2020-05-13 2020-05-13
第200251号 2020-05-13 2025-07-31 2020-05-13 2020-05-13
第200252号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-13 1997-01-10
第200253号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-13 1997-01-10
第200255号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-13 1997-03-19
第200256号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-13 2015-05-18
第200257号 2020-05-14 2025-05-31 2020-05-14 2020-05-14
第200258号 2020-05-14 2025-09-30 2020-05-14 2020-05-14
第200259号 2020-05-14 2025-09-30 2020-05-14 2020-05-14
第200260号 2020-05-15 2025-07-31 2020-05-15 2020-05-15
第200261号 2020-05-15 2025-05-31 2020-05-15 2020-05-15
第200262号 2020-05-15 2025-05-31 2020-05-15 2020-05-15
第200263号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-18 2009-02-25
第200264号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-18 2015-03-13
第200265号 2020-05-18 2022-11-30 2020-05-18 2020-05-18
第200266号 2020-05-19 2025-09-30 2020-05-19 2020-05-19
第200267号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-19 1994-03-30

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
株式会社フル―ヴ
藤本 耕三
株式会社大創産業
吉田 光典
中原 久子
髙本 優太
髙本 優太
井戸 有夢人
株式会社倉甚商店
濵上 勝人
小林 勝彦
藤井 雅彦
尾崎 好紀
有限会社自由軒
有限会社花馬車
前原 卓志
有限会社ケー・エム・ワンダー
有限会社ケー・エム・ワンダー
横尾観光有限会社
藤田 美佐子
ユウベル株式会社
石井 祐成
石井 祐成
藤田 紀年
峰松 幸夫
藤田 紀年
鍾永フーズ株式会社
有限会社つちやストアー
藤原 進治
藤原 進治
株式会社すえひろ
古武 伸次
李 瑋
上野 寛和

営業所所在地１

申請者＿役職名

申請者＿代表者

代表取締役

河田 忠治 福山市船町４番６号

代表取締役

矢野 靖二 福山市入船町三丁目１番６０号２階

営業所所在地２ 営業所名称１

福山市城見町一丁目２番１号

福山市内一円
福山市伏見町３番１６号
福山市駅家町大字近田１１０番地６
福山市駅家町大字近田１１０番地６

福山市松浜町一丁目９番２７号
代表取締役

アートイン一乗ビル１階

蔵本 龍伍 福山市元町１番１号

福山市走島町４３６番地９
福山市三之丸町７番１９号
福山市木之庄町一丁目１６番２０号
福山市御幸町大字森脇４００番地１
代表取締役

住村 功二 福山市元町６番３号

代表取締役

有田 莊太郎

福山市木之庄町一丁目４番４３号
福山市御幸町大字中津原１３８５番地

代表取締役

上田 晴美 福山市木之庄町二丁目１３番４１号
上田 晴美 福山市木之庄町二丁目１３番４１号

代表取締役

門田 重人 福山市千田町一丁目３１番３５号

代表取締役

福山市伏見町４番３号
代表取締役

上田 堅司 福山市木之庄町二丁目７番９号

福山市本庄町中四丁目１３番３２号
福山市本庄町中四丁目１３番３２号
福山市御幸町大字中津原１８９４番地５

福山市御幸町大字上岩成７５５番地
福山市御幸町大字中津原１８９４番地５
代表取締役

安田 雅恵 福山市木之庄町三丁目３番７号

代表取締役

土屋 康夫 福山市本庄町中一丁目１５番５号

代表取締役

福山市西町二丁目３番９号
福山市西町二丁目３番９号
清水 孝之 福山市三之丸町２番６号
福山市元町１５番５号
福山市昭和町１０番１０号

中村ビル１Ｆ
ＳＡＴＯ８ビル１Ｂ号室

福山市新涯町四丁目５番１５号

ＳＵＥＬＥＮ ＡＮＮＡＬＹＮ ＲＥＧＡＬＡ

福山市松浜町一丁目２番１８号

小林 安子
公益財団法人しぶや美術館
佐々木 加代子
鄭 昌才
山足 紀哉
プライズ株式会社

福山市桜馬場町４番１４号
福山市本町８番２７号

代表理事

澁谷 誠

福山市城見町一丁目３番４１号 １Ｆ

福山市三吉町三丁目１番２２号

福山市内一円
代表取締役

藤之原 康人 福山市多治米町一丁目１２番１号

ほっと館２階２０１号

はっせい船町。
居酒屋 “前”
ダイソー ゆめタウン福山店
らーめん まるよし
小魚料理かすり
藁焼きと炉端 火男
藁焼きと炉端 火男
ＡＴＯＭ

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

加工水産物販売業

一般

飲食店営業

移動販売車

第200270号 2020-05-20 2025-09-30 2020-05-20 2020-05-20

第200273号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-21 2015-05-15
飲食店営業 一般 第200274号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-21 1979-01-25
飲食店営業 一般 第200275号 2020-05-21 2025-10-31 2020-05-21 2020-05-21

一般 第200276号 2020-05-21 2025-10-31 2020-05-21 2020-05-21
飲食店営業 一般 第200277号 2020-05-21 2025-09-30 2020-05-21 2020-05-21

そうざい製造業

株式会社倉甚商店 天満屋福山店

魚肉練り製品製造業

太進館
小林お好み焼店
張家口
赤ちょうちん
自由軒
コーヒーテラス 花馬車
サッポロラーメンどさん子
セブンイレブン木之庄店
セブンイレブン木之庄店
ホテル ウォーターロード
おっちゃんの台所
平安祭典 福山西会館
石井商店
石井商店
マルフジストアー
峰松食料品店
マルフジストアー
焼肉 漢都
有限会社つちやストアー
肉のふじわら
肉のふじわら
炭火串焼すえひろ
孫市
Ｎｅｗ 水蓮
長崎飯店
スナック Ｌ・Ｏ・Ｖ・Ｅ
お多福
公益財団法人しぶや美術館
おこのみ焼Ｄｉｎｉｎｇ ＫａＫｏ
福香園
ラ・ムソン・カフェ
日鶏ひとり

加工水産物の製造業
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飲食店営業 一般 第200268号 2020-05-19 2025-05-31 2020-05-19 2020-05-19
飲食店営業 一般 第200269号 2020-05-20 2025-05-31 2020-05-20 2020-05-20

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
食肉販売業
魚介類販売業
加工水産物販売業
加工水産物販売業

飲食店営業
魚介類販売業

飲食店営業
食肉販売業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第200278号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-21 2009-05-28
第200279号 2020-05-21 2025-08-31 2020-05-21 2020-05-21
第200280号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-21 1957-01-01
第200281号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-21 1984-11-30
第200282号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-21 1979-04-20
第200283号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-21 1967-02-21
第200284号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-21 1991-04-24
第200285号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-21 1997-02-05
第200286号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-21 1997-04-30
第200290号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-21 1997-04-30
第200291号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-21 2002-12-03
第200292号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-21 2002-12-02
第200293号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-21 2002-12-11
第200295号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-21 2003-01-24
第200296号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-21 2003-01-24
第200297号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-21 1975-12-05
第200302号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-21 1994-05-09
第200303号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-21 1975-12-05
第200304号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-21 2009-02-19
第200305号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-21 2014-12-15
第200306号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-21 2015-02-05
第200307号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-21 2015-02-05
第200308号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-21 2015-02-17
第200309号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-21 2015-04-27
第200310号 2020-05-22 2025-09-30 2020-05-22 2020-05-22
第200311号 2020-05-22 2025-07-31 2020-05-22 2020-05-22
第200312号 2020-05-22 2025-09-30 2020-05-22 2020-05-22
第200313号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-25 1967-03-18
第200314号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-25 2003-04-10
第200315号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-25 2009-04-20
第200316号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-25 2015-03-17

第200317号 2020-06-01 2025-05-31 2020-05-25 2015-04-24
飲食店営業 一般 第200318号 2020-05-25 2025-09-30 2020-05-25 2020-05-25
移動販売車

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
松居 秀子
松居 秀子
小林 輝子
長澤 陽一
森岡 要
株式会社フレーヴァーズ
南九フーズ株式会社
峯松 良二

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１
福山市鞆町鞆６７０番地
福山市鞆町鞆６７０番地
福山市明治町５番１４号
福山市三之丸町４番１９号
福山市船町１番８号

営業所所在地２ 営業所名称１

代表取締役

岡﨑 真悟 福山市川口町四丁目３番１０号

御舟宿いろは
御舟宿いろは
ＳＯ－ＫＯ
Ｌｉｂｅｒｔａ
ｐｅｃｏｒａ
モンドヴィーノソシアルクラブ
南九フーズ株式会社
餃子楼
焼肉 石原屋
ＣＯＷＣＯＷステーキ御幸店
ＣＯＷＣＯＷステーキ御幸店
１０００馬力 南蔵王店
囲炉裏長屋つるべ

代表取締役

岡﨑 真悟 福山市南蔵王町五丁目１１番７号

鉄板・豆富料理 つるべ南蔵王店

代表取締役

岡﨑 真悟 福山市南蔵王町一丁目８番２６号

代表取締役

赤毛 康倫 福山市南手城町二丁目１４番２３号

代表取締役

宮崎 圭師 福山市胡町１番２２号

福山市南町３番１３号

アイエス・ストラットン・オークモント株式会社 代表取締役

石原 雅也 福山市駅家町大字万能倉１５６番地７

有限会社三心
有限会社三心
藤川 渉一
株式会社ホーミイダイニング
株式会社ホーミイダイニング
株式会社ホーミイダイニング
山本 啓文
阿部 孝親
井上 優子
有限会社ディシィ開発研究所
有限会社プチットメールダイゴ
宮地 祥子
南 花奈
中筋 和哉
株式会社ＭＫＪ
佐藤 伸行

代表取締役

村上 禎宏 福山市御幸町大字森脇４１７番地１

代表取締役

村上 禎宏 福山市御幸町大字森脇４１７番地１

株式会社フロム・アイ・ダーウィン

代表取締役

岩﨑 裕光 福山市木之庄町二丁目１３番２８号

株式会社バルコムエミュー
株式会社ブレンズ
国分フードクリエイト株式会社
長谷川 尚司
株式会社吉田フーズ
株式会社吉田フーズ
有限会社ポルシェ
株式会社夢笛
株式会社夢笛
藤井 健士
前原 千穂
藤田 善士
宇田 泰之
井出 孝正
井出 孝正

代表取締役

山坂 哲郎 福山市延広町３番７号

代表取締役

光武 輝彦 福山市三吉町二丁目１番２８号

代表取締役

山崎 佳介 福山市引野町五丁目１１番１号

福山市南蔵王町四丁目３番４３号

代表取締役
代表取締役

代表取締役

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

一般 第200320号 2020-05-25 2025-08-31 2020-05-25 2020-05-25
飲食店営業 一般 第200321号 2020-05-25 2025-09-30 2020-05-25 2020-05-25
飲食店営業 一般 第200322号 2020-05-25 2025-05-31 2020-05-25 2020-05-25

そうざい製造業

飲食店営業 一般 第200323号 2020-05-25 2025-05-31 2020-05-25 2020-05-25
飲食店営業 一般 第200324号 2020-05-25 2025-07-31 2020-05-25 2020-05-25
食肉販売業 一般 第200326号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-26 2003-05-19
飲食店営業 一般 第200328号 2020-05-26 2025-09-30 2020-05-26 2020-05-26
飲食店営業 一般 第200330号 2020-05-26 2025-10-31 2020-05-26 2020-05-26
飲食店営業 一般 第200331号 2020-05-26 2025-05-31 2020-05-26 2020-05-26
食肉販売業 一般 第200332号 2020-05-26 2025-05-31 2020-05-26 2020-05-26
飲食店営業 一般 第200333号 2020-05-26 2025-07-31 2020-05-26 2020-05-26
そうざい製造業
そうざい製造業

そうざい製造業
海鮮つるべ
福山市多治米町一丁目１０番７号
飲食店営業
やまもと商店
福山市春日町二丁目６番２０号
飲食店営業
味処あべ吉
ＩＬＹＡビル５Ｆ６Ｆ Ｊｏｇｅｎ
飲食店営業
福山市元町１３番１０号
飲食店営業
村上 栄二 福山市東町二丁目３番２号
デイシイ開発研究所
飲食店営業
大村 茂 福山市南本庄三丁目４番９号
ダイゴ給食
菓子製造業
福山市胡町３番１０号
ｍｉｙａ ｐａｉｎ
福山市花園町一丁目２番１３号１Ｆ
Ｓｕｎ Ｓｏｕｔｈ 飲食店営業
カレーとスパイスの食堂
飲食店営業
福山市船町５番１７号
広商ビル１０２ いんぐらんど・ぱぶ
加工水産物販売業
松村 賢吾 福山市千田町三丁目１番７号
ローソン福山千田町三丁目店
飲食店営業
福山市内一円
いか焼き みなせん ２６５号

メディケアきのしょう リハビリの里

福山市神辺町字十三軒屋１７番地９

鉄ぱん屋弁兵衛福山駅前店
ほっともっと福山三吉店
国分フードクリエイト（株）
神鍋ニコニコピンピンらぁめん

アクセ福山ビル１Ｆ

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第200319号 2020-05-25 2025-08-31 2020-05-25 2020-05-25

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第200334号 2020-05-27 2025-09-30 2020-05-27 2020-05-27
第200335号 2020-05-27 2025-07-31 2020-05-27 2020-05-27
第200336号 2020-05-27 2025-07-31 2020-05-27 2020-05-27
第200337号 2020-05-27 2025-09-30 2020-05-27 2020-05-27
第200338号 2020-05-27 2025-07-31 2020-05-27 2020-05-27
第200339号 2020-05-28 2025-05-31 2020-05-28 2020-05-28
第200340号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-28 1988-02-16
第200341号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-28 1997-02-21
第200342号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-28 2009-03-26
第200344号 2020-05-28 2025-09-30 2020-05-28 2020-05-28
第200345号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-28 2008-12-26
第200349号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-28 2015-05-29

第200350号 2020-06-01 2025-05-31 2020-05-28 2010-03-03
飲食店営業 一般 第200351号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-28 2015-02-24
飲食店営業 一般 第200352号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-28 2015-04-13
移動販売車

飲食店営業 一般 第200354号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-28 2015-05-19

代表取締役

吉田 亮太郎

福山市南蔵王町三丁目８番４１号

博多ラーメン とんとん 蔵王店

一般 第200358号 2020-05-28 2025-07-31 2020-05-28 2020-05-28
飲食店営業 一般 第200359号 2020-05-29 2025-10-31 2020-05-29 2020-05-29
飲食店営業 一般 第200360号 2020-05-29 2025-07-31 2020-05-29 2020-05-29

代表取締役

吉田 亮太郎

福山市南蔵王町三丁目８番４１号

博多ラーメン とんとん 蔵王店

そうざい製造業

代表取締役

樫本 英和 福山市南蔵王町五丁目４番３２号

代表取締役
代表取締役

赤から福山南蔵王店
天満屋福山店Ｂ１Ｆ 魚の惣菜家 むてき
髙橋 英樹 福山市元町１番１号
天満屋福山店Ｂ１Ｆ 魚の惣菜家 むてき
髙橋 英樹 福山市元町１番１号
福山市奈良津町三丁目３番１５号
喫茶 憩の森
福山市御幸町大字中津原１２２５番地１
一ノ滝
福山市三吉町三丁目５番１２号 中間ビル１階 談話室アトモスフィア
福山市東桜町６番３７号
レストハウス・オックステール
福山市三之丸町１２番５号
錦水園
福山市三之丸町１１番１９号
錦水園
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福山低温センター 加工水産物販売業

一般 第200361号 2020-05-29 2025-07-31 2020-05-29 2020-05-29
飲食店営業 一般 第200362号 2020-05-29 2025-07-31 2020-05-29 2020-05-29
飲食店営業 一般 第200363号 2020-05-29 2025-05-31 2020-05-29 2020-05-29
一般 第200364号 2020-05-29 2025-05-31 2020-05-29 2020-05-29
飲食店営業 一般 第200366号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-29 1978-12-23
飲食店営業 一般 第200367号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-29 2009-05-20

そうざい製造業

飲食店営業 一般 第200368号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-29 2014-12-15
飲食店営業 一般 第200369号 2020-05-29 2025-05-31 2020-05-29 2020-05-29
飲食店営業 一般 第200370号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-29 2015-04-23
飲食店営業 一般 第200371号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-29 2015-04-23

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
有限会社たんと
武田 晶子
武田 晶子
株式会社サル・フィオーレ
株式会社サル・フィオーレ
株式会社佐々木
株式会社天心山ファーム
株式会社天心山ファーム
小川 克三
株式会社ＭＫＪ
株式会社ＭＫＪ
株式会社ＭＫＪ
有限会社やまさきショップ
有限会社やまさきショップ

申請者＿役職名

代表取締役

営業所所在地１
藤井 剛 福山市元町１３番２５号
福山市三之丸町８番１１号
福山市三之丸町８番１１号

申請者＿代表者

営業所所在地２ 営業所名称１

吉田ビル

代表取締役

岡田 圭介 福山市松永町三丁目７番２５号
岡田 圭介 福山市松永町三丁目７番２５号

代表取締役

佐々木 誠 福山市沖野上町二丁目９番２７号 サクダビル１Ｆ

代表取締役

畑中 俊彦 福山市藤江町６３８番地１

代表取締役

畑中 俊彦 福山市藤江町６３８番地２

代表取締役

松村 賢吾 福山市川口町二丁目１２番１号

代表取締役

松村 賢吾 福山市川口町二丁目１２番１号

代表取締役

松村 賢吾 福山市川口町二丁目１２番１号

代表取締役

山崎 雅司 福山市南松永町一丁目１９番３２号

代表取締役

山崎 雅司 福山市松永町五丁目１２番１９号

株式会社ファーストスタンダード

代表取締役

尾崎 洋介 福山市曙町四丁目１番１号

株式会社ファーストスタンダード

代表取締役

尾崎 洋介 福山市曙町四丁目１番１号

代表取締役

みろくの里内
みろくの里内

福山市新市町大字戸手７５９番地３

大橋 正明
尾崎 和美

福山市神辺町字下御領８０９番地１

福山市昭和町３番１号

ＦＯＲＥＶＥＲ＆ＣＯＭＰＡＮＹ株式会社

代表取締役

古賀 大輔 福山市伏見町４番１６号

株式会社フォーシーズ
株式会社フューレック
株式会社フューレック
株式会社イズミ
株式会社イズミ
株式会社イズミ
株式会社イズミ
株式会社イズミ
株式会社イズミ
郝 艶光
株式会社フューレック
栩木 雅之
豊島 洪二
株式会社せと給食
株式会社せと給食
株式会社せと給食
株式会社はなび
株式会社Ｔａｋｅ９
小寺 敏弘

代表取締役

浅野 秀則 福山市内一円

代表取締役

藤本
藤本
山西
山西
山西
山西
山西
山西

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役

岩橋ビル１Ｆ Ｅ号

福山市船町６番４号
福山市船町４番１号
１階
福山市柳津町一丁目５番７号
福山市柳津町一丁目５番７号
福山市柳津町一丁目５番７号
福山市柳津町一丁目５番７号
福山市柳津町一丁目５番７号
福山市柳津町一丁目５番７号
福山市南蔵王町一丁目９番１０号 菊水ハイツ１Ｆ
藤本 慎介 福山市船町６番４号
慎介
慎介
泰明
泰明
泰明
泰明
泰明
泰明

福山市御門町一丁目７番１３号
福山市沖野上町五丁目２８番１２－１０１号
代表取締役

若狭 律子 福山市引野町南一丁目１５番１号

代表取締役

若狭 律子 福山市手城町三丁目２６番１８号

代表取締役

若狭 律子 福山市手城町三丁目２６番１８号

代表取締役

上中谷 哲 福山市伏見町３番１６号

代表取締役

加藤 丈典 福山市神辺町字十九軒屋２５３番地２ サンキューランド

株式会社一心ファインダイニング

代表取締役

小西 克典 福山市昭和町２番１３号

株式会社鳴海
ＫＥＭＩＮＡ

代表取締役

濵田 学

ＴＫＫ伏見ビル１Ｆ

福山市神辺町大字新徳田５１８番地１

福山市元町１３番５号

有楽リオンビル２階

福山市入船町二丁目４番１５号

百軒堂ビルＢ棟２－１

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日 初回許可年月日
飲食店営業 一般 第200373号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-29 2015-03-17
藁焼鶏 とんど
飲食店営業 一般 第200374号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-29 1997-04-11
セブン－イレブン福山駅前店
加工水産物販売業 一般 第200378号 2020-06-01 2026-05-31 2020-05-29 1997-04-02
セブン－イレブン福山駅前店
Ｔａｃｈｉｂａｎａ 飲食店営業 一般 第200381号 2020-06-01 2025-06-30 2020-06-01 2020-06-01
Ｋ’ｓ ｄｉｎｉｎｇ Ｗａ
Ｔａｃｈｉｂａｎａ そうざい製造業 一般 第200382号 2020-06-01 2025-06-30 2020-06-01 2020-06-01
Ｋ’ｓ ｄｉｎｉｎｇ Ｗａ
飲食店営業 一般 第200383号 2020-06-01 2025-09-30 2020-06-01 2020-06-01
和風ダイニング晩久
飲食店営業 一般 第200384号 2020-06-03 2025-06-30 2020-06-03 2020-06-03
天心山たまご牧場
飲食店営業 一般 第200386号 2020-06-03 2025-06-30 2020-06-03 2020-06-03
天心山ミリオンエッグカフェ
飲食店営業 一般 第200387号 2020-06-03 2025-10-31 2020-06-03 2020-06-03
居酒屋 佑遊
飲食店営業 一般 第200388号 2020-06-04 2025-09-30 2020-06-04 2020-06-04
ローソン福山川口町二丁目店
飲食店営業 一般 第200389号 2020-06-04 2025-09-30 2020-06-04 2020-06-04
ローソン福山川口町二丁目店
加工水産物販売業 一般 第200393号 2020-06-04 2025-09-30 2020-06-04 2020-06-04
ローソン福山川口町二丁目店
菓子製造業 一般 第200394号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-04 2009-01-07
まかないキッチンやまさき
菓子製造業 一般 第200395号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-04 2009-01-07
やまさきショップ神島店
飲食店営業 一般 第200396号 2020-06-05 2025-07-31 2020-06-05 2020-06-05
セブン－イレブン福山曙町店
加工水産物販売業 一般 第200400号 2020-06-05 2025-07-31 2020-06-05 2020-06-05
セブン－イレブン福山曙町店
飲食店営業 一般 第200401号 2020-06-05 2025-10-31 2020-06-05 2020-06-05
支那そば処 たんぽぽ
飲食店営業 一般 第200402号 2020-06-05 2025-09-30 2020-06-05 2020-06-05
Ｆｅｌｉｃｅ
飲食店営業 一般 第200403号 2020-06-05 2025-11-30 2020-06-05 2020-06-05
旧水曜カレー
飲食店営業 移動販売車 第200404号 2020-06-08 2025-11-30 2020-06-08 2020-06-08
ピザバス４号車
飲食店営業 一般 第200405号 2020-06-08 2025-11-30 2020-06-08 2020-06-08
まごころ料理 ふな家
飲食店営業 一般 第200406号 2020-06-08 2025-11-30 2020-06-08 2020-06-08
中華ダイニング 青冥
飲食店営業 一般 第200407号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-08 1991-03-11
ゆめタウン松永
飲食店営業 一般 第200408号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-08 1991-03-11
ゆめタウン松永(肉惣菜)
飲食店営業 一般 第200409号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-08 1991-03-11
ゆめタウン松永（焼魚）
魚介類販売業 一般 第200410号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-08 1991-03-11
ゆめタウン松永
食肉販売業 一般 第200412号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-08 1991-03-11
ゆめタウン松永
加工水産物販売業 一般 第200413号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-08 1991-03-11
ゆめタウン松永
飲食店営業 一般 第200414号 2020-06-09 2025-07-31 2020-06-09 2020-06-09
満天香
そうざい製造業 一般 第200416号 2020-06-09 2025-11-30 2020-06-09 2020-06-09
まごころ料理 ふな家
飲食店営業 一般 第200417号 2020-06-09 2025-09-30 2020-06-09 2020-06-09
旬な味 栩木
飲食店営業 一般 第200418号 2020-06-10 2025-09-30 2020-06-10 2020-06-10
中華料理 同楽縁
株式会社せと給食 旭ヶ丘営業所
飲食店営業 一般 第200419号 2020-06-10 2025-07-31 2020-06-10 2020-06-10
飲食店営業 一般 第200420号 2020-06-10 2025-07-31 2020-06-10 2020-06-10
株式会社せと給食
そうざい製造業 一般 第200421号 2020-06-10 2025-07-31 2020-06-10 2020-06-10
株式会社せと給食
飲食店営業 一般 第200422号 2020-06-11 2025-11-30 2020-06-11 2020-06-11
猿記
飲食店営業 一般 第200423号 2020-06-11 2025-10-31 2020-06-11 2020-06-11
Ｃａｆｅ＆ＳｅｔＢａｒ Ｔｒｕｓｔ
そうざい製造業 一般 第200424号 2020-06-11 2024-04-30 2020-06-11 2020-06-11
肉菜ダイニング 五色
飲食店営業 一般 第200426号 2020-06-11 2025-09-30 2020-06-11 2020-06-11
しゃぶ吉
飲食店営業 一般 第200427号 2020-06-11 2025-11-30 2020-06-11 2020-06-11
鳴海
飲食店営業 一般 第200428号 2020-06-11 2025-09-30 2020-06-11 2020-06-11
ＣＡＮＴＩＫ
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当初許可年月日

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
渡辺 一貴
株式会社夢笛
井上 武夫
旭観光有限会社
田頭 幸子
岸田 彌生
廣本 寿夫
株式会社日本アクセス
岸菜 ひとみ
漆原 稔
藤沢 貞枝
株式会社ダイヤフーズ
株式会社ダイヤフーズ
株式会社ハローズ
株式会社アペックス西日本
株式会社松永カントリークラブ
中村 卓男
徳田 麗子
川﨑 保人
河原 久雄
寺岡有機醸造株式会社
有限会社ダイコー食品
有限会社ダイコー食品
株式会社ＡＨＴ
株式会社ＡＨＴ
若林 健
松林 佳子
株式会社ひととき
株式会社まるあグループ
ＬＥＭＯＮｅｄ株式会社
宇田 薫
日高 富子
大黒天物産株式会社
大黒天物産株式会社
村上 勝彦
株式会社オオニシ
槇野 元美
株式会社ＧＥＮＩＡＬ１
株式会社ユーホー
株式会社ユーホー
有限会社ミヤオカ

申請者＿役職名

代表取締役

代表取締役

代表取締役

営業所所在地２ 営業所名称１
営業所所在地１
福山市内一円
豆吉郎
髙橋 英樹 福山市入船町一丁目３番４号
コンフォート
福山市今津町七丁目７番４号
珈琲ルナ
檀上 聡 福山市高西町四丁目３番３７号
スカイライン
福山市松永町３４３番地３０
さち
福山市柳津町四丁目３番１１号
ミッキー
福山市松永町四丁目１３番２号
お好み焼ドン

申請者＿代表者

佐々木 淳一

福山市南松永町二丁目４番４０号

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

株式会社日本アクセス福山物流センター

加工水産物販売業

飲食店営業 一般 第200432号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-12 1970-03-31
飲食店営業 一般 第200433号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-12 1994-04-06
飲食店営業 一般 第200434号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-12 1994-04-28
飲食店営業 一般 第200435号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-12 2003-05-14

一般 第200438号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-12 1994-01-19
飲食店営業 一般 第200439号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-12 2009-05-07
飲食店営業 一般 第200440号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-12 2009-06-24

加工水産物販売業

代表取締役
代表取締役

佐藤 哲士 福山市瀬戸町大字山北３００番地

ホームセンターユーホー瀬戸店

加工水産物販売業

代表取締役

宮岡 弥生 福山市松永町四丁目１７番７号

御菓子司 松寿永年（松永もなか）

菓子製造業

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役

代表取締役

代表取締役
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第200429号 2020-06-11 2025-07-31 2020-06-11 2020-06-11

菓子製造業 一般 第200430号 2020-06-12 2025-09-30 2020-06-12 2020-06-12
飲食店営業 一般 第200431号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-12 1976-04-30

福山市松永町四丁目９番９号 長和島ビル１Ｆ 音羽
福山市松永町四丁目１１番３号
漆原店
福山市松永町三丁目３番６－２号
まいど屋
出原 早男 福山市松永町五丁目１０番２６号
ミスタードーナツ福山松永店
出原 早男 福山市松永町五丁目１０番２６号
ミスタードーナツ福山松永店
佐藤 利行 福山市松永町六丁目１０番４７号
株式会社ハローズ南松永店
株式会社野村鍍金，福山，南（CCW受託）
森 吉平 福山市柳津町三丁目３番１９号
内海 康仁 福山市神村町１３８８番地
松永カントリークラブ
福山市山手町六丁目３０番４５号
山手スーパー
福山市松永町二丁目４番６号
国龍
福山市今津町四丁目２番１号
寿恵広
福山市山手町２３２８番地
かわひさストアー
寺岡 晋作 福山市神村町３６８５番地１
寺岡有機醸造株式会社
大礒 睦志 福山市高西町南１３４番地
有限会社ダイコー食品
大礒 睦志 福山市高西町南１３４番地
有限会社ダイコー食品
佐藤 篤 福山市藤江町５８３番地１
Ｆｕ２
佐藤 篤 福山市藤江町５８３番地１
Ｆｕ２
福山市内一円
豆吉郎
福山市赤坂町大字赤坂１１５７番地２
松林酒店
佐藤 友彦 福山市御門町一丁目２番１２号
鮨と酒菜 ひと時
足立 千里 福山市春日町三丁目２番２５号
ステーキハウス ビップ
ラ・セーヌビル１Ｆ 居酒屋 かくれんぼ
廣田 敏之 福山市昭和町４番２３号
福山市新涯町二丁目６番２８号
カラオケ あんず
福山市山手町六丁目２３番１９号
ふ～ふ～亭
大賀 昭司 福山市今津町七丁目１５番３８号
ラ・ムー松永店
大賀 昭司 福山市今津町七丁目１５番３８号
ラ・ムー松永店
福山市松永町二丁目８番１７号
エルブラン松月堂
大西 貴明 福山市高西町南１３８番地５
株式会社オオニシ
セントラルビル１０３ スナック もも
福山市住吉町８番４号
福山三吉店
石川 郁 福山市三吉町五丁目１番７号 １階
ＳＴＥＡＫ ＨＯＵＳＥ Ｒａｊａ
佐藤 哲士 福山市今津町七丁目８番５号
ホームセンターユーホー松永店

代表取締役

移動販売車

飲食店営業 一般 第200441号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-12 2015-04-13
飲食店営業 一般 第200442号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-12 1997-04-18
菓子製造業 一般 第200443号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-12 1997-04-18
飲食店営業 一般 第200444号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-12 2003-06-13
喫茶店営業

第200446号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-12 2015-06-01
飲食店営業 一般 第200447号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-12 1964-01-01
自動販売機

一般 第200449号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-12 1964-12-21
飲食店営業 一般 第200450号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-12 1994-05-18
菓子製造業 一般 第200451号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-12 1982-02-23

加工水産物販売業

加工水産物販売業

一般
一般
そうざい製造業 一般
加工水産物の製造業 一般
飲食店営業 一般
菓子製造業 一般

第200455号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-12 1979-03-01

しょうゆ製造業

第200457号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-12 1960-05-01

加工水産物販売業

第200462号 2020-06-12 2025-10-31 2020-06-12 2020-06-12

加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業
アイスクリーム類製造業

そうざい製造業

飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業

移動販売車

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第200458号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-12 1994-06-03
第200459号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-12 1991-05-22
第200460号 2020-07-01 2025-06-30 2020-06-12 2015-06-08
第200461号 2020-06-12 2025-06-30 2020-06-12 2020-06-12
第200463号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-12 1967-03-22
第200464号 2020-06-12 2025-09-30 2020-06-12 2020-06-12
第200465号 2020-06-12 2025-07-31 2020-06-12 2020-06-12
第200466号 2020-06-12 2025-09-30 2020-06-12 2020-06-12
第200467号 2020-06-12 2025-07-31 2020-06-12 2020-06-12
第200468号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-16 1996-10-22
第200469号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-16 2015-06-26
第200470号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-16 2015-06-26
第200471号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-16 1994-06-08
第200474号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-16 2015-01-14
第200475号 2020-06-16 2025-09-30 2020-06-16 2020-06-16
第200476号 2020-06-16 2025-11-30 2020-06-16 2020-06-16
第200477号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-16 2015-03-13
第200478号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-16 2015-03-13
第200479号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-16 1988-06-22

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
杉野原 誠
アサヒタクシー株式会社
パインズワールド株式会社
清水 愛
株式会社トモテツセブン
株式会社トモテツセブン
株式会社トモテツセブン
新田 俊一
竹内 志郎
立神 慎二
岩部 敬史
双葉洋行株式会社
佐野 正男
木曽 嘉子
株式会社アシスト
佐藤 亨
有限会社来々軒
檀上食品工業株式会社
江草 玄一
株式会社ププレひまわり
龍之子株式会社
株式会社ＢＫＮ
株式会社ＢＫＮ
佐伯 昌代
金原 正明
桒田 千春
株式会社ヤマヒロ
株式会社ヤマヒロ
株式会社ヤマヒロ
松岡 宏典
佐藤 勝幸
佐藤 勝幸
川口 満
株式会社松岡
株式会社松岡
株式会社天心山ファーム
有限会社やすもと
株式会社ケイ・ドゥーサービス
藤本 和則
大木 貴之
株式会社ヨシックスフーズ

申請者＿役職名

代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役

代表取締役

代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日 初回許可年月日
営業所所在地２ 営業所名称１
営業所所在地１
加工水産物販売業 一般 第200480号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-16 2009-05-29
福山市佐波町８５９番地
杉野原商店
山田 康文 福山市伏見町１番１８号
飲食店営業 一般 第200481号 2020-06-16 2025-11-30 2020-06-16 2020-06-16
ともや
松島 慶明 福山市三之丸町２番６号１階
飲食店営業 一般 第200482号 2020-06-17 2025-11-30 2020-06-17 2020-06-17
鉄板焼 田吾
福山市東深津町一丁目１１番５号
菓子製造業 一般 第200483号 2020-06-17 2025-07-31 2020-06-17 2020-06-17
あい洋菓子店
飲食店営業 一般 第200484号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-17 2015-02-18
林 克士 福山市津之郷町大字津之郷３３３番地２
備後からあげ
福山サービスエリア下り線売店
菓子製造業 一般 第200487号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-17 2015-04-21
林 克士 福山市津之郷町大字津之郷３３３番地２
加工水産物販売業 一般 第200488号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-17 1991-03-06
山陽自動車道 福山サービスエリア下り線 （売店）
林 克士 福山市津之郷町大字津之郷３３３番地２
福山市加茂町字北山４８９番地
飲食店営業 一般 第200489号 2020-06-17 2025-10-31 2020-06-17 2020-06-17
天空レストラン
飲食店営業 一般 第200491号 2020-06-19 2025-08-31 2020-06-19 2020-06-19
福山市水呑町６５７番地
Ｍｅｒｃｙ，Ｍｅｒｃｙ
福山市神辺町字道上２８３８番地３
飲食店営業 一般 第200492号 2020-06-19 2025-10-31 2020-06-19 2020-06-19
ダイニングバー 楽屋裏
飲食店営業 移動販売車 第200494号 2020-06-19 2025-07-31 2020-06-19 2020-06-19
福山市内一円
Ｋ．Ｉ カフェ
菓子製造業 一般 第200495号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-19 1985-06-20
石田 省三 福山市山手町二丁目１８番３９号
双葉洋行株式会社
福山市山手町一丁目１１番３７号
飲食店営業 一般 第200496号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-19 2015-01-22
仕出し さのや
飲食店営業 一般 第200497号 2020-06-23 2025-09-30 2020-06-23 2020-06-23
福山市霞町二丁目１番６号
蕎麦十
伊澤 耕作 福山市郷分町１２１０番地
飲食店営業 一般 第200498号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-23 2009-04-30
ホテル ツーインワン
飲食店営業 一般 第200501号 2020-06-23 2025-07-31 2020-06-23 2020-06-23
福山市春日町三丁目１番４号
ＣＯＲＫ ｄｉｓｈ・ｙ
飲食店営業 一般 第200502号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-23 1994-06-29
福本 洋介 福山市瀬戸町大字山北５０６番地４
有限会社来々軒
そうざい製造業 一般 第200504号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-23 1985-06-12
岡田 靖彦 福山市瀬戸町大字長和７６２２番地５
檀上食品工業株式会社
福山市神辺町字道上２６７７番地７
飲食店営業 一般 第200509号 2020-06-23 2025-10-31 2020-06-23 2020-06-23
スパイスノート
加工水産物販売業 一般 第200510号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-23 2009-05-12
スーパードラッグひまわりグラン松永
梶原 聡一 福山市松永町六丁目７番３号
牧野 博光 福山市伏見町１番９号
飲食店営業 一般 第200511号 2020-06-23 2025-11-30 2020-06-23 2020-06-23
海鮮処 龍之子
飲食店営業 一般 第200513号 2020-06-24 2025-06-30 2020-06-24 2020-06-24
福山市松永町四丁目３番８号 ＢＫＮビル １Ｆ ＱＵＥ ＴＯＩ
そうざい製造業 一般 第200514号 2020-06-24 2025-06-30 2020-06-24 2020-06-24
福山市松永町四丁目３番８号 ＢＫＮビル １Ｆ ＱＵＥ ＴＯＩ
福山市新涯町一丁目３５番３６号
飲食店営業 一般 第200515号 2020-06-24 2025-07-31 2020-06-24 2020-06-24
明和
飲食店営業 一般 第200516号 2020-06-25 2025-09-30 2020-06-25 2020-06-25
福山市昭和町９番８号
升屋ビル
日本料理 升屋
飲食店営業 一般 第200517号 2020-06-25 2025-09-30 2020-06-25 2020-06-25
福山市昭和町１０番１号
ノダビル２Ｆ スナック ボルドー
山野 浩二 福山市港町二丁目１１番１４号
飲食店営業 一般 第200518号 2020-06-25 2025-07-31 2020-06-25 2020-06-25
ローソン福山港町店
山野 浩二 福山市港町二丁目１１番１４号
飲食店営業 一般 第200519号 2020-06-25 2025-07-31 2020-06-25 2020-06-25
ローソン福山港町店
加工水産物販売業 一般 第200523号 2020-06-25 2025-07-31 2020-06-25 2020-06-25
山野 浩二 福山市港町二丁目１１番１４号
ローソン福山港町店
飲食店営業 一般 第200524号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-25 1994-05-25
福山市松永町一丁目１４番地
オアシス
飲食店営業 一般 第200525号 2020-06-25 2025-07-31 2020-06-25 2020-06-25
福山市坪生町南二丁目２番２号
佐藤鮮魚（むっちゃん）
魚介類販売業 一般 第200526号 2020-06-25 2025-07-31 2020-06-25 2020-06-25
福山市坪生町南二丁目２番２号
佐藤鮮魚（むっちゃん）
福山市神辺町大字川南９４１番地１２
飲食店営業 一般 第200528号 2020-06-26 2025-10-31 2020-06-26 2020-06-26
鉄板Ｙａ！かわぐち
飲食店営業 一般 第200529号 2020-06-26 2025-11-30 2020-06-26 2020-06-26
松岡 宏 福山市千田町大字千田２１８８番地１
ローソン福山千田小池店
加工水産物販売業 一般 第200537号 2020-06-26 2025-11-30 2020-06-26 2020-06-26
松岡 宏 福山市千田町大字千田２１８８番地１
ローソン福山千田小池店
畑中 俊彦 福山市沼隈町大字常石９９６番地１４
飲食店営業 一般 第200540号 2020-06-30 2025-08-31 2020-06-30 2020-06-30
生鮮館
奥出雲そば処 一福 別庵 福山天満屋店
飲食店営業 一般 第200545号 2020-06-30 2025-11-30 2020-06-30 2020-06-30
安本 皇 福山市元町１番１号
天満屋８Ｆ
岩下 啓二 福山市光南町一丁目５番２３号
飲食店営業 一般 第200547号 2020-06-30 2025-09-30 2020-06-30 2020-06-30
小池病院内ケイ・ドゥーサービス
福山市神辺町字十九軒屋２９８番地６
飲食店営業 一般 第200548号 2020-06-30 2025-10-31 2020-06-30 2020-06-30
ＫＩＳＳＡ ＢＩＹＯＲＩ
ｃｈｏｕ－ｃｈｏｕ 菓子製造業 一般 第200549号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-30 2003-05-22
福山市今津町二丁目３番３６号
ｐａｉｎ ｆａｃｔｏｒｙ
瀬川 雅人 福山市松永町四丁目１０番１９号
飲食店営業 一般 第200550号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-30 2015-04-16
や台ずし松永駅前町

申請者＿代表者

代表取締役

レー・フォック・トゥアン・ナム

代表取締役

レー・フォック・トゥアン・ナム

代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役
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当初許可年月日

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
井上 勇
富観光株式会社
カッパ・クリエイト株式会社
有限会社カフェテラス野ばら
有限会社たんと
廣川 玲子
村井 ひと美

申請者＿役職名

申請者＿代表者

平谷 富昭 福山市赤坂町大字赤坂１４０５番地
田邊 公己 福山市松永町六丁目８番２０号

代表取締役

松永 憲弘

代表取締役

藤井 剛

池田 文造

有限会社カフェ・コンディトライ・シューベルト 代表取締役

代表取締役

池田
池田
池田
池田

代表取締役

吉田 直樹

代表取締役
代表取締役

文造
直之
直之
直之

営業所所在地２ 営業所名称１

コンビニエンスショップ いのうえ

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日
加工水産物販売業

飲食店営業
ホテル銀の城
飲食店営業
かっぱ寿司松永店
福山市神辺町字道上２８５５番地１１
飲食店営業
ジャルディーノ ＮＯＢＡＲＡ
天満屋福山店Ｂ１Ｆ 広島牡蠣専門店 千両屋
飲食店営業
福山市元町１番１号
福山市三吉町南一丁目１３番１２号 笠原ビル１０１ 和みダイニング ひめ乃
飲食店営業
飲食店営業
福山市水呑町３１０５番地１
カフェ レフア
有限会社カフェ・コンディトライ・ シューベルト 飲食店営業
福山市春日町三丁目３番３号
有限会社カフェ・コンディトライ・ シューベルト 菓子製造業
福山市春日町三丁目３番３号
菓子製造業
福山市箕沖町９７番地
池田糖化工業株式会社Ｅ棟
乳製品製造業
池田糖化工業株式会社（Ｅ棟）
福山市箕沖町９７番地
添加物製造業
池田糖化工業株式会社（Ｅ棟）
福山市箕沖町９７番地
加工水産物販売業
福山市明神町一丁目９番２８号 １階
ドン・キホーテ福山店
飲食店営業
福山市春日台１番２２号
リトルマーメイド伊勢丘店
菓子製造業
福山市春日台１番２２号
リトルマーメイド伊勢丘店
福山市東深津町三丁目２１番４７－２号
飲食店営業
みのりカフェ
加工水産物販売業
福山市多治米町四丁目１１番５号
ダイレックス多治米店

代表取締役

代表取締役

有限会社カフェ・コンディトライ・シューベルト 代表取締役

池田糖化工業株式会社
池田糖化工業株式会社
池田糖化工業株式会社
株式会社ドン・キホーテ
伊藤 邦彦
伊藤 邦彦
全国農業協同組合連合会
ダイレックス株式会社
日本マクドナルド株式会社
藪下 直紀
株式会社松岡
株式会社松岡
株式会社松岡
土肥 則幸
岡田 政基
池下 由美
有限会社ト－テム
鈴木 良子
大坪 清
有限会社明石屋酒店
有限会社明石屋酒店
株式会社ジョリーパスタ
ゐずみ食品有限会社
金本 幸子
有限会社富久松
株式会社ふくみ物産
株式会社西原商会中国
株式会社オンリーワン
株式会社オンリーワン
株式会社オンリーワン
株式会社オンリーワン
井田 和男

営業所所在地１
福山市佐波町４１２番地４

代表理事

野口 栄

代表取締役

多田 高志

代表取締役

日色 保 福山市王子町一丁目１４番２号

日本マクドナルド株式会社 福山王子町店

飲食店営業

福山市駅家町大字万能倉１３番地

飲食店営業

代表取締役

佐藤 武敏 福山市引野町一丁目１５番１５号

おきなわんふーど がちまやぁ
ローソン福山福戸橋店
ローソン福山福戸橋店
ローソン福山福戸橋店
喫茶 マスヤ
十倉（お食事処）
かすり
珈琲館 トーテム
お食事処 くまもと
中華料理 王香
セブン－イレブン福山手城店
セブン－イレブン福山手城店
ジョリーパスタ 蔵王店
いち村
カラオケ喫茶 幸
有限会社富久松
株式会社ふくみ物産

代表取締役

西原 一将 福山市曙町四丁目１３番２５号

株式会社西原商会中国福山営業所

加工水産物販売業

代表取締役

下井 豊
下井 豊
下井 豊
下井 豊

オンリーワン旭ヶ丘店
オンリーワン旭ヶ丘店
オンリーワン旭ヶ丘店
オンリーワン旭ヶ丘店
井田製菓

飲食店営業

代表取締役
代表取締役
代表取締役

松岡 宏
松岡 宏
松岡 宏

福山市芦田町大字福田２９５０番地１０４
福山市芦田町大字福田２９５０番地１０４
福山市芦田町大字福田２９５０番地１０４

福山市東手城町三丁目３５番３号

福山市引野町四丁目２２番２７号
福山市伊勢丘七丁目７番２－４号
代表取締役

栗原 忠彦 福山市東深津町一丁目１９番６号
福山市大門町四丁目１８番１３号
福山市引野町北二丁目２２番１０号

代表取締役

今岡 巧 福山市南手城町三丁目１４番２号
今岡 巧 福山市南手城町三丁目１４番２号
堤 秀一 福山市南蔵王町四丁目１８番１８号

代表取締役

羽原 享志 福山市南蔵王町二丁目１３番３５号

代表取締役
代表取締役

福山市引野町４７５５番地２
取締役 松本 泰昌 福山市幕山台三丁目２３番１０号

代表取締役
代表取締役
代表取締役

福山市引野町南一丁目１２番１－１号
福山市引野町南一丁目１２番１－１号
福山市引野町南一丁目１２番１－１号
福山市引野町南一丁目１２番１－１号

福山市新浜町一丁目１番１１号
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飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
食肉販売業
加工水産物販売業

魚介類販売業

食肉販売業
加工水産物販売業

菓子製造業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

初回許可年月日 当初許可年月日

第200551号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-30 1987-07-07
第200552号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-30 1985-02-15
第200553号 2020-07-01 2026-06-30 2020-06-30 2008-04-01
第200554号 2020-07-01 2025-10-31 2020-07-01 2020-07-01
第200555号 2020-07-01 2025-11-30 2020-07-01 2020-07-01
第200556号 2020-07-02 2025-11-30 2020-07-02 2020-07-02
第200557号 2020-07-02 2025-08-31 2020-07-02 2020-07-02
第200558号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-02 1997-07-30
第200559号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-02 1997-12-03
第200561号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-02 1979-06-09
第200562号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-02 1979-08-18
第200563号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-02 1979-08-18
第200568号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-02 2009-02-17
第200570号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-02 2015-02-05
第200571号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-02 2015-02-05
第200573号 2020-07-03 2025-07-31 2020-07-03 2020-07-03
第200577号 2020-07-03 2025-09-30 2020-07-03 2020-07-03
第200578号 2020-07-03 2025-07-31 2020-07-03 2020-07-03
第200579号 2020-07-03 2025-10-31 2020-07-03 2020-07-03
第200580号 2020-07-06 2025-10-31 2020-07-06 2020-07-06
第200581号 2020-07-06 2025-10-31 2020-07-06 2020-07-06
第200586号 2020-07-06 2025-10-31 2020-07-06 2020-07-06
第200587号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-06 1979-03-30
第200588号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-06 1985-04-24
第200589号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-06 1985-04-17
第200590号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-06 1988-06-17
第200591号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-06 1988-06-22
第200592号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-06 1993-12-22
第200593号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-06 1994-04-27
第200597号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-06 1994-04-27
第200598号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-06 1997-04-02
第200599号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-06 1997-04-23
第200601号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-06 2003-04-09
第200603号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-06 1994-04-15
第200605号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-06 1997-02-12
第200609号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-06 2009-02-26
第200610号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-06 1997-05-22
第200611号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-06 1997-05-22
第200613号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-06 1997-05-22
第200614号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-06 1997-05-22
第200615号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-06 1981-05-01

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
福山栄養給食株式会社
福山栄養給食株式会社
福山栄養給食株式会社
福山栄養給食株式会社
福山栄養給食株式会社
福山栄養給食株式会社
福山栄養給食株式会社
福山栄養給食株式会社
福山栄養給食株式会社
福山栄養給食株式会社
福島 直道
児玉 圭司
藤井 美弥
あせひら乳業株式会社
村上 美代子
木村 興天
橋浜 昭彦
鍾永フーズ株式会社
川本 トシエ
大野 善久
今岡 美紀子
有限会社協栄商事
福山栄養給食株式会社
平山 富枝
田中 健太郎
やのや株式会社
有限会社ＣＬＯＵＤ
村上 亨
平河 善夫
有限会社ビリ軒
加藤 弘市
宮地 敬長
矢野 元雄
池田 美代子
有限会社備後モーテル
株式会社ケイコーポレーション
マナック株式会社
株式会社吉浦
辻󠄀野 みか
有限会社新友
菅沼 栄造

申請者＿役職名

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

申請者＿代表者

廣中
廣中
廣中
廣中
廣中
廣中
廣中
廣中
廣中
廣中

信次
信次
信次
信次
信次
信次
信次
信次
信次
信次

営業所所在地１
福山市鋼管町１番地
福山市鋼管町１番地
福山市鋼管町１番地
福山市鋼管町１番地
福山市鋼管町１番地
福山市鋼管町１番地
福山市鋼管町１番地
福山市鋼管町１番地
福山市鋼管町１番地
福山市鋼管町１番地
福山市船町７番３３号
福山市住吉町８番２８号
福山市御幸町大字森脇２０１番地１

代表取締役

児玉 克憲 福山市内一円

福山市新涯町一丁目４０番１３号

福山市箕島町４５９番地３
福山市新涯町一丁目２５番３号
代表取締役

安田 雅恵 福山市曙町五丁目２６番１３号
福山市引野町五丁目４３番１１号
福山市南蔵王町六丁目１１番１０号

福山市幕山台一丁目５番１０号１Ｆ

取締役 眞城 地植 福山市新涯町一丁目３９番１２号
代表取締役

代表取締役

廣中 信次 福山市引野町南二丁目７番１号
福山市春日町二丁目３番３３号
福山市春日町一丁目４番１２号
長本 亜実 福山市引野町一丁目１番１号

取締役 前田 憲幸 福山市曙町五丁目１３番３号
福山市西新涯町二丁目２２番５号

福山市春日町三丁目１６番８号
取締役 島田 清隆 福山市引野町一丁目１番１号
福山市東深津町三丁目１番２号
福山市南手城町四丁目２番１５号
福山市南手城町四丁目１５番３８号

福山市手城町四丁目２番１号
取締役 土井 康正 福山市王子町二丁目１９番３１号
代表取締役

惠谷 龍二 福山市南蔵王町五丁目１番８号

代表取締役

村田 耕也 福山市箕沖町９２番地

代表取締役

吉浦 いづみ 福山市引野町五丁目３３番１７号

代表取締役

新井 孝助 福山市曙町三丁目２７番１２号
福山市手城町三丁目３１番６号

福山市三吉町二丁目１１番１８号

営業所所在地２ 営業所名称１

押忍テリア
ダイニングバーＢＥＮＥ
マルタケ
マツダタイタン岡山８００わ１１８２

飲食店営業

福山栄養給食株式会社第３製鋼売店

福山栄養給食株式会社保全売店
福山栄養給食株式会社動力売店
福山栄養給食株式会社コークス売店
福山栄養給食株式会社第２製鋼売店
福山栄養給食株式会社第２製銑売店

福山栄養給食株式会社原料売店
福山栄養給食株式会社製銑売店
福山栄養給食株式会社第３製銑売店

カーサビル２Ｆ２－９

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

一般
加工水産物販売業 一般
加工水産物販売業 一般
加工水産物販売業 一般
加工水産物販売業 一般
加工水産物販売業 一般
加工水産物販売業 一般
加工水産物販売業 一般
加工水産物販売業 一般
加工水産物販売業 一般
飲食店営業 一般
飲食店営業 一般
魚介類販売業 一般

福山栄養給食株式会社製鋼売店

上海
カラオケ箕島
はまや
焼肉 南大門
カラオケ喫茶あじさい
Ｂｒｅａｋ Ｔｈｒｏｕｇｈ
壱岐
さつき
ＪＦＥウエストテクノロジー独身寮

七輪焼肉 饗
路地裏ダイニング ｔＡｍＴａｍ
やのや株式会社
ラーメン匠 曙店
ラジャ南福山店ホーネット
豚喜
有限会社ビリ軒
中華料理 新栄
喫茶上海
ティールーム愛巣
大衆食堂 美福
とんかつ葉月
福山甲羅本店
マナック株式会社 福山工場
Ｃａｆｅ よしうら
Ｔｓｕｊｉｎｏ
アスティリゾート
二葉餅店
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加工水産物販売業

初回許可年月日 当初許可年月日

第200618号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-06 1976-05-15
第200619号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-06 1976-05-15
第200620号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-06 1976-05-15
第200621号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-06 1976-05-15
第200622号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-06 1976-05-15
第200623号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-06 1976-05-15
第200624号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-06 1976-05-15
第200625号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-06 1976-05-15
第200626号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-06 1976-05-15
第200627号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-06 1976-05-15
第200628号 2020-07-06 2025-11-30 2020-07-06 2020-07-06
第200629号 2020-07-06 2025-09-30 2020-07-06 2020-07-06
第200630号 2020-07-07 2025-11-30 2020-07-07 2020-07-07

第200631号 2020-07-07 2025-11-30 2020-07-07 2020-07-07
飲食店営業 一般 第200632号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-07 1991-04-16
飲食店営業 一般 第200633号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-07 1994-04-06
移動販売車

飲食店営業 一般 第200634号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-07 2003-05-29
飲食店営業 一般 第200636号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-07 2009-02-19
飲食店営業 一般 第200637号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-07 2009-03-02
飲食店営業 一般 第200638号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-07 2009-03-04
飲食店営業 一般 第200643号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-07 2009-04-13
飲食店営業 一般 第200644号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-07 2009-05-27
飲食店営業 一般 第200645号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-07 2009-06-24
飲食店営業 一般 第200646号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-07 2009-07-29
飲食店営業 一般 第200647号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-07 2015-04-16
食肉販売業 一般 第200648号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-07 2015-04-16
飲食店営業 一般 第200649号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-07 2015-05-15
飲食店営業 一般 第200650号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-07 2015-07-09
飲食店営業 一般 第200651号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-07 2015-07-17

一般 第200652号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-07 1985-07-19
飲食店営業 一般 第200654号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-07 1982-03-25
飲食店営業 一般 第200655号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-07 1985-02-15

加工水産物販売業

飲食店営業 一般 第200656号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-07 1985-04-11
飲食店営業 一般 第200657号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-07 1988-05-02
飲食店営業 一般 第200659号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-07 1994-03-23
飲食店営業 一般 第200661号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-07 2009-04-24

一般 第200662号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-07 1988-07-28
菓子製造業 一般 第200663号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-07 2015-05-29
飲食店営業 一般 第200665号 2020-07-08 2025-11-30 2020-07-08 2020-07-08

添加物製造業

飲食店営業 一般 第200666号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-08 2003-06-19
菓子製造業 一般 第200667号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-08 1976-06-09

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
杉山 益男
有限会社ＣＬＯＵＤ
有限会社新友
丸大水産株式会社
丸大水産株式会社
後藤 晋也
大崎 民男
フロービス株式会社
岡本 佳織
森下 尚子
小林 加根子
小谷 裕加
株式会社なかやま牧場
株式会社なかやま牧場
株式会社なかやま牧場
ヤマト食品株式会社
ヤマト食品株式会社
有限会社山一
尾熊 真治
岡野 康平
有限会社父石家神田
高橋 一哲
有限会社いけの
有限会社いけの
久保田 敏博
コスモ食品株式会社
田邉 道与
株式会社Ｂ・ｗａｖｅ
荻原 浩義
神田 昌輝
株式会社ｈｉｔｏｈｉ
片山 由美
三和興産株式会社
栗本 陽一
栗本 陽一
株式会社グラットン
有限会社勉強堂
中川 理
大西 英子
島幸有限会社
木村 俊将

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１

営業所所在地２ 営業所名称１

杉乃屋
取締役 前田 憲幸 福山市東深津町一丁目１２番２０号
ラーメン匠
代表取締役 新井 孝助 福山市曙町一丁目１７番１３号
ＨＯＴＥＬ ＭＯＳＳ
代表取締役 末廣 予信 福山市引野町８０番地
丸大水産株式会社広島工場
代表取締役 末廣 予信 福山市引野町８０番地
丸大水産株式会社広島工場
福山市春日町二丁目２番３１号
炭火屋 鶏和さ
福山市昭和町４番１０号
大衆ホルモン たみ家
代表取締役 福本 博之 福山市内一円
Ｓｐａｃｅ Ａｎｔｈｏｌｏｇｙ
福山市入船町二丁目１１番８号 プレジャータウンＡ－４ 鉄板獅子
福山市沼隈町大字草深１８５６番地２
サボイ
福山市沼隈町大字常石３８２番地４
小林酒店
福山市神辺町大字川北１９０番地３
Ｃａｆｅ Ｌａ＿ｍｅｒ．
代表取締役 増成 吉彦 福山市引野町一丁目２番３９号
ハート引野店
代表取締役 増成 吉彦 福山市引野町一丁目２番３９号
ハート引野店
代表取締役 増成 吉彦 福山市引野町一丁目２番３９号
ハート引野店
代表取締役 原田 淳一 福山市東深津町五丁目３番３２号
ヤマト食品株式会社
代表取締役 原田 淳一 福山市東深津町五丁目３番３２号
ヤマト食品株式会社
代表取締役 佐藤 恭一 福山市手城町二丁目１４番１５号
有限会社山一
福山市春日町二丁目１番３号
ほっかほっか亭 春日中央店
福山市王子町二丁目１５番１号
饂飩屋 康平衛
取締役 神田 忠明 福山市東深津町一丁目９番６３号
父石家本店
福山市内一円
浅日館
代表取締役 池野 修司 福山市春日町一丁目２番４８号
いけの飯店
代表取締役 池野 修司 福山市春日町一丁目２番４８号
いけの飯店
福山市南手城町一丁目７番１号
福寿堂
代表取締役 髙橋 和之 福山市東手城町二丁目９番２４号
コスモ食品株式会社第二工場
福山市春日町七丁目９番２９－１０３号
あいる～ん
代表取締役 宮口 豊秀 福山市延広町２番１０号
神戸唐唐亭
福山市昭和町１０番２３号
手作りの味 未来屋
福山市松浜町一丁目２番１８号 ほっと館２Ｆ－１ Ｇｉｒｌ'ｓＢａｒ Ｌｕｃｉｆｅｒ
代表取締役 出原 昌直 福山市鞆町鞆５９５番地
鞆肥後屋
福山市引野町二丁目２番２０号 下向ビル２Ｆ 歌謡スタジオ 葵
代表取締役 藤浪 和彦 福山市大門町津之下３０１３番地
三和興産株式会社
福山市卸町１１番６号
ｍｏｇｕｔｅ
福山市卸町１１番６号
ｍｏｇｕｔｅ
代表取締役 徳永 孝進 福山市延広町６番８号
広島ホルモン・冷麺・元祖たれ焼肉
代表取締役 門田 治己 福山市熊野町１１５０番地９
山の家 本店
福山市加茂町字北山３８１番地１
北山カリー工房
福山市内一円
くじら ｃａｆｅ
代表取締役 島村 幸三 福山市明神町一丁目３番２３号
島幸有限会社
福山市東深津町一丁目２１番１２号
男寿し

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

福山市南蔵王町二丁目１０番１４号
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アイスクリーム類製造業

飲食店営業
飲食店営業
魚介類販売業
食品の冷凍又は冷蔵業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

初回許可年月日 当初許可年月日

第200668号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-08 1997-04-16
第200669号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-08 2009-03-09
第200671号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-08 2009-05-25
第200672号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-08 2015-04-28
第200673号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-08 2015-04-28
第200674号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-08 2015-06-17
第200676号 2020-07-09 2025-09-30 2020-07-09 2020-07-09

第200677号 2020-07-09 2025-11-30 2020-07-09 2020-07-09
飲食店営業 一般 第200678号 2020-07-13 2025-09-30 2020-07-13 2020-07-13
飲食店営業 一般 第200680号 2020-07-13 2025-08-31 2020-07-13 2020-07-13
移動販売車

一般 第200681号 2020-07-13 2025-08-31 2020-07-13 2020-07-13
飲食店営業 一般 第200683号 2020-07-13 2025-10-31 2020-07-13 2020-07-13

加工水産物販売業

一般 第200684号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-13 1991-07-03
食肉販売業 一般 第200686号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-13 1991-07-03

魚介類販売業

加工水産物販売業

食用油脂製造業

添加物製造業

麺類製造業
飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第200687号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-13 1991-07-03
第200688号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-13 2003-02-12
第200689号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-13 1968-03-05
第200690号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-13 1988-02-24
第200691号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-13 2009-03-03
第200692号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-13 2009-06-01
第200693号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-13 2015-06-02

第200694号 2020-07-13 2025-08-31 2020-07-13 2020-07-13
飲食店営業 一般 第200695号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-14 2003-02-12

魚介類販売業

移動販売車

一般 第200696号 2020-07-14 2025-07-31 2020-07-14 2020-07-14
菓子製造業 一般 第200697号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-14 1997-05-30

そうざい製造業

一般 第200698号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-14 1994-06-01
飲食店営業 一般 第200699号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-14 2015-07-14
飲食店営業 一般 第200700号 2020-07-14 2025-11-30 2020-07-14 2020-07-14

そうざい製造業

飲食店営業 一般 第200701号 2020-07-14 2025-09-30 2020-07-14 2020-07-14
飲食店営業 一般 第200702号 2020-07-14 2025-09-30 2020-07-14 2020-07-14

一般 第200703号 2020-07-14 2025-08-31 2020-07-14 2020-07-14
喫茶店営業 一般 第200704号 2020-07-15 2025-07-31 2020-07-15 2020-07-15

加工水産物販売業

一般 第200706号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-15 1994-03-31
飲食店営業 一般 第200707号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-15 2015-02-09
菓子製造業 一般 第200708号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-15 2015-02-09

添加物製造業

肉匣 宮通り店

飲食店営業 一般 第200711号 2020-07-16 2025-11-30 2020-07-16 2020-07-16
飲食店営業 一般 第200713号 2020-07-16 2025-08-31 2020-07-16 2020-07-16
飲食店営業 一般 第200714号 2020-07-17 2025-10-31 2020-07-17 2020-07-17
飲食店営業 移動販売車 第200718号 2020-07-17 2025-11-30 2020-07-17 2020-07-17

一般 第200724号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-20 1979-05-04
飲食店営業 一般 第200725号 2020-07-20 2025-07-31 2020-07-20 2020-07-20

そうざい製造業

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
有限会社 ゆたか
有限会社 ゆたか
有限会社 ゆたか

申請者＿代表者

代表取締役

小川 佳孝 福山市笠岡町３番１１号

代表取締役

小川 佳孝 福山市笠岡町３番１１号

代表取締役

小川 佳孝 福山市笠岡町３番１１号

公益社団法人福山観光コンベンション協会 代表理事

ＵＥＤＡ ＥＤＷＩＮ
武田 静香
株式会社１０９宅食
株式会社フジイ
株式会社フジイ
戸髙 アメリア
株式会社山陽給食センター

営業所所在地１

申請者＿役職名

営業所所在地２ 営業所名称１

ローソン福山大黒座店
ローソン福山大黒座店
ローソン福山大黒座店
鞆の浦 海水浴場売店

林 克士 福山市鞆町後地田ノ浦
福山市御船町二丁目７番１７号

レインボービル１Ｆ１０１

ＥＬＯＨＩＭＫＵＮ ＫＡＭＥＹＡＭＡ３

代表取締役

佐藤 満 福山市曙町三丁目２９番８号

カラオケ喫茶 河鹿
宅配クック１２３福山店
ファミリーマート福山坪生店
ファミリーマート福山坪生店
カラオケ アルメリア
株式会社山陽給食センター

株式会社ＴＡＮＡＢＥ グローバルキッチン

代表取締役

若林 洋司 福山市南蔵王町五丁目１７番４６号

ケンタッキーフライドチキン福山蔵王店

株式会社ＴＡＮＡＢＥ グローバルキッチン

代表取締役

若林 洋司 福山市南蔵王町五丁目１７番４６号

ケンタッキーフライドチキン福山蔵王店

代表取締役

柿木 隆志 福山市引野町一丁目１８番１６号
柿木 隆志 福山市引野町一丁目１８番１６号
新藤 元紀 福山市南蔵王町四丁目４番３号
増成 吉彦 福山市新涯町六丁目３番１２号
増成 吉彦 福山市新涯町六丁目３番１２号
増成 吉彦 福山市新涯町六丁目３番１２号
増成 吉彦 福山市新涯町六丁目３番１２号

柳川 紀子
有限会社柿木水産
有限会社柿木水産
因島青果株式会社
株式会社なかやま牧場
株式会社なかやま牧場
株式会社なかやま牧場
株式会社なかやま牧場
鳥住 範昭
株式会社ユーホー
株式会社ユーホー
株式会社福山まるたま

福山市春日町七丁目９番２９号
代表取締役

德永 一郎 福山市引野町三丁目１３番３０号

代表取締役

藤井 郁三 福山市坪生町五丁目２７番８号
藤井 郁三 福山市坪生町五丁目２７番８号
福山市春日町六丁目５番３５号

代表取締役

福山市南手城町三丁目４番１４号
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

福山市引野町五丁目３８番１１号

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

一般 第200732号 2020-07-20 2025-11-30 2020-07-20 2020-07-20
飲食店営業 一般 第200733号 2020-07-20 2025-08-31 2020-07-20 2020-07-20
飲食店営業 一般 第200734号 2020-07-21 2025-11-30 2020-07-21 2020-07-21

加工水産物販売業

飲食店営業 一般 第200735号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-21 1982-03-30
飲食店営業 一般 第200737号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-21 2009-03-03
飲食店営業 一般 第200738号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-21 2009-05-28

一般 第200742号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-21 2009-05-28
飲食店営業 一般 第200743号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-21 2015-07-23
飲食店営業 一般 第200744号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-21 1976-04-30

加工水産物販売業

飲食店営業 一般 第200745号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-21 1985-07-15
菓子製造業 一般 第200746号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-21 1988-03-10

季節料理 やながわ
柿木水産引野第一工場
柿木水産引野第一工場

飲食店営業 一般 第200747号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-21 2003-04-02
そうざい製造業

海鮮居酒屋 海老蔵 南蔵王店

飲食店営業

株式会社なかやま牧場 ハート新涯店

飲食店営業

株式会社なかやま牧場 ハート新涯店

魚介類販売業

株式会社なかやま牧場 ハート新涯店

食肉販売業

株式会社なかやま牧場 ハート新涯店

加工水産物販売業

鳥住食料品店

加工水産物販売業

魚介類販売業

代表取締役

佐藤 哲士 福山市伊勢丘三丁目３番２号

ホームセンターユーホー伊勢丘店

加工水産物販売業

代表取締役

佐藤 哲士 福山市春日町五丁目９番１１号

ホームセンターユーホー春日店

加工水産物販売業

代表取締役

江原 啓治 福山市曙町三丁目２３番２５号

飲食店営業

株式会社フロムシステムダイレクト

代表取締役

島田 克己 福山市新浜町一丁目３番２０号

株式会社フロムシステムダイレクト

代表取締役

島田 克己 福山市新浜町一丁目３番２０号

株式会社フロムシステムダイレクト

代表取締役

島田 克己 福山市神辺町字道上１１７０番地６

株式会社フロムシステムダイレクト

代表取締役

島田 克己 福山市神辺町字道上１１７０番地６

株式会社フロムシステムダイレクト

代表取締役

島田 克己 福山市山手町五丁目２番２２号

株式会社フロムシステムダイレクト

代表取締役

島田 克己 福山市山手町五丁目２番２２号

株式会社フロムシステムダイレクト

代表取締役

島田 克己 福山市佐波町１２９番地１

株式会社フロムシステムダイレクト

代表取締役

島田 克己 福山市佐波町１２９番地１

株式会社フロムシステムダイレクト

代表取締役

島田 克己 福山市金江町金見２５２２番地１

株式会社フロムシステムダイレクト

代表取締役

島田 克己 福山市金江町金見２５２２番地１

株式会社福山まるたま
ファミリーマート福山新浜町店
ファミリーマート福山新浜町店
ファミリーマート神辺町道上店
ファミリーマート神辺町道上店
ファミリーマート福山山手町店
ファミリーマート福山山手町店
ファミリーマート福山佐波町店
ファミリーマート福山佐波町店
ファミリーマート福山金江町店
ファミリーマート福山金江町店
俺のいえ
やきにく 孫悟空 神辺店
成駒
ＢＯＮＤ ｋｉｔｃｈｅｎ

藤原 厚子
株式会社徳一
有限会社成駒
ニュースイ商事株式会社
株式会社川上商店
株式会社川上商店

福山市多治米町二丁目１４番８号
代表取締役

広川 賀一 福山市神辺町大字新徳田５２６番地３

代表取締役

箱井 由幸 福山市霞町一丁目４番１９号

代表取締役

桑田 雄 福山市霞町一丁目１番１２号
川上 浩幸 福山市入船町三丁目３番７号
川上 浩幸 福山市入船町三丁目３番７号

代表取締役
代表取締役

飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

セブンイレブン福山ポートプラザ店

飲食店営業

セブンイレブン福山ポートプラザ店

加工水産物販売業

100 / 155 ページ

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第200727号 2020-07-20 2025-11-30 2020-07-20 2020-07-20
飲食店営業 一般 第200728号 2020-07-20 2025-11-30 2020-07-20 2020-07-20

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第200750号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-21 2009-02-24
第200751号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-21 2009-02-24
第200752号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-21 2015-02-25
第200753号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-21 1997-04-23
第200754号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-21 1997-04-23
第200756号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-21 1997-04-23
第200757号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-21 1997-04-23
第200759号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-21 1970-06-13
第200760号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-21 2015-03-13
第200761号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-21 2015-03-13
第200762号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-22 1991-07-02
第200763号 2020-07-22 2025-07-31 2020-07-22 2020-07-22
第200767号 2020-07-22 2025-07-31 2020-07-22 2020-07-22
第200768号 2020-07-22 2025-10-31 2020-07-22 2020-07-22
第200772号 2020-07-22 2025-10-31 2020-07-22 2020-07-22
第200774号 2020-07-27 2025-12-31 2020-07-27 2020-07-27
第200778号 2020-07-27 2025-12-31 2020-07-27 2020-07-27
第200779号 2020-07-27 2025-12-31 2020-07-27 2020-07-27
第200783号 2020-07-27 2025-12-31 2020-07-27 2020-07-27
第200784号 2020-07-27 2025-12-31 2020-07-27 2020-07-27
第200788号 2020-07-27 2025-12-31 2020-07-27 2020-07-27
第200789号 2020-07-28 2025-09-30 2020-07-28 2020-07-28
第200790号 2020-07-28 2025-10-31 2020-07-28 2020-07-28
第200791号 2020-07-28 2025-09-30 2020-07-28 2020-07-28
第200792号 2020-07-28 2025-09-30 2020-07-28 2020-07-28
第200793号 2020-07-29 2025-09-30 2020-07-29 2020-07-29
第200797号 2020-07-29 2025-09-30 2020-07-29 2020-07-29

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
株式会社川上商店
株式会社川上商店
株式会社川上商店
株式会社川上商店
桑田 悦子
有限会社池口精肉店

営業所所在地１

営業所所在地２ 営業所名称１

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

初回許可年月日 当初許可年月日

申請者＿役職名

申請者＿代表者

代表取締役

川上 浩幸 福山市水呑町５５番地１

セブンイレブン福山水呑半坂橋店

飲食店営業 一般 第200798号 2020-07-29 2025-08-31 2020-07-29 2020-07-29

代表取締役

川上 浩幸 福山市水呑町５５番地１

セブンイレブン福山水呑半坂橋店

加工水産物販売業

飲食店営業
セブンイレブン福山王子町店
代表取締役 川上 浩幸 福山市王子町一丁目２番８号
加工水産物販売業
セブンイレブン福山王子町店
飲食店営業
福山市青葉台一丁目２番７号 サンエイビル１Ｆ カラオケ喫茶 カサブランカ
代表取締役 池口 章人 福山市伏見町１番１６号
食肉販売業
土屋ビル１階 池口精肉店 福山駅前店
株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ 代表取締役 中川 清彦 福山市青葉台一丁目２１番４号
飲食店営業
福山東ショートステイそよ風
代表取締役 山西 泰明 福山市南蔵王町五丁目９番１８号
加工水産物販売業
株式会社イズミ
ゆめタウン蔵王
代表取締役 木村 洋二 福山市蔵王町五丁目１番１４号
飲食店営業
株式会社ホテル蔵王
株式会社ホテル蔵王
加工水産物販売業
株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー 代表取締役 田代 光司 福山市東深津町三丁目１６番２０号
Ａプライス福山店
代表取締役 菅井 正一 福山市南蔵王町四丁目１６番１６号
飲食店営業
日清医療食品株式会社
水永病院事業所
代表取締役 増成 吉彦 福山市坪生町四丁目３番９号
飲食店営業
株式会社なかやま牧場
ハート坪生店
代表取締役 増成 吉彦 福山市坪生町四丁目３番９号
飲食店営業
ハート坪生店鮮魚寿司作業室
株式会社なかやま牧場
代表取締役 増成 吉彦 福山市坪生町四丁目３番９号
飲食店営業
株式会社なかやま牧場
ハート坪生店精肉そうざい室
代表取締役 増成 吉彦 福山市坪生町四丁目３番９号
菓子製造業
株式会社なかやま牧場
ハート坪生店
代表取締役 増成 吉彦 福山市坪生町四丁目３番９号
魚介類販売業
株式会社なかやま牧場
ハート坪生店
代表取締役 増成 吉彦 福山市坪生町四丁目３番９号
食肉販売業
株式会社なかやま牧場
ハート坪生店
代表取締役 増成 吉彦 福山市坪生町四丁目３番９号
加工水産物販売業
株式会社なかやま牧場
ハート坪生店
福山市引野町一丁目１４番３６号
飲食店営業
花本 伸洋
和平東福山店
福山市沼隈町大字下山南１１４番地２
飲食店営業
黒田 翔吾
中華そば 一喜
代表取締役 大村 豊 福山市野上町三丁目１０番３３号
飲食店営業
株式会社大久
ＤＫキッチン
広島大学附属福山中・高等学校共済会食堂
飲食店営業
有限会社プチットメールダイゴ 代表取締役 大村 茂 福山市春日町五丁目１４番１号
代表取締役 倉田 安彦 福山市東手城町一丁目３２番４９号
麺類製造業
クラタ食品有限会社
クラタ食品有限会社
福山市南蔵王町五丁目２１番２５号
菓子製造業
羽原 敏仁
彩菓岡山
福山市南蔵王町五丁目２１番２５号
喫茶店営業
羽原 敏仁
彩菓岡山
有限会社日東ベンディング中国 代表取締役 藤井 隆 福山市新涯町三丁目１０番１０号
喫茶店営業
アージュ 新涯店
代表取締役 岡田 一龍 福山市蔵王町１６４０番地
飲食店営業
ファミリーマート 福山東インター
株式会社テクナサービス
代表取締役 岡田 一龍 福山市蔵王町１６４０番地
加工水産物販売業
ファミリーマート 福山東インター
株式会社テクナサービス
飲食店営業
福山市曙町五丁目２０番４７号 オリーブコートあけぼの１Ｃ からおけ はなび
岡田 智恵子
飲食店営業
株式会社あきんどスシロー 代表取締役 堀江 陽 福山市新涯町三丁目２１番３号
スシロー福山新涯店
菓子製造業
理事長 小林 智久 福山市青葉台一丁目２０番１号
社会福祉法人一れつ会
食の工房 青葉
株式会社フォーデック福山支社３階
ナショナル・ベンディング株式会社 代表取締役 藤山 雄一郎 福山市卸町４番１号
喫茶店営業
ナショナル・ベンディング株式会社 代表取締役 藤山 雄一郎 福山市新浜町二丁目４番１６号
喫茶店営業
株式会社寺田鉄工所
飲食店営業
有限会社バゲットカンパニー 代表取締役 岡田 憲司 福山市西深津町二丁目１番２１号
グラマーペイン
ＦＵＪＩＮＯ ＭＩＣＨＥＬＥ ＧＡＮＵＥＬＡＳ
福山市入船町二丁目１１番２７号 第３プレジャータウンＡ－３ スナック ふくみ
飲食店営業
飲食店営業
ワインビル２０２ 酒房 はたの
波多野 愛子
福山市昭和町４番７号
飲食店営業
福山市曙町五丁目２０番４７号 オリーブコートあけぼの１Ｄ号室 ライフデリ福山店 炭火やきとり火鶏
原田 光洋
飲食店営業
福山市南蔵王町三丁目１番９号
廣重 裕司
Ｄｅｐｏｒｔｉｖｏ
代表取締役 佐藤 治男 福山市卸町６番３号
加工水産物販売業
株式会社外林
株式会社外林
代表取締役 村上 設雄 福山市沼隈町大字常石１７９６番地 アリストぬまくま内 ぬまくまハーブガーデン
ＴＯＣＯＴＯＣＯ 飲食店営業
有限会社アリストぬまくま
福山市沖野上町四丁目２４番２４号 ２Ｆ
飲食店営業
住田 寛二
キリーク
代表取締役

川上 浩幸 福山市王子町一丁目２番８号
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一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
自動販売機

一般
一般
一般
一般
一般

第200802号 2020-07-29 2025-08-31 2020-07-29 2020-07-29
第200803号 2020-07-29 2025-07-31 2020-07-29 2020-07-29
第200807号 2020-07-29 2025-07-31 2020-07-29 2020-07-29
第200808号 2020-07-29 2025-07-31 2020-07-29 2020-07-29
第200809号 2020-07-29 2025-11-30 2020-07-29 2020-07-29
第200812号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-29 2015-05-01
第200815号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-29 1985-04-18
第200816号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-29 1994-06-28
第200820号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-29 1994-03-17
第200823号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-29 2015-02-05
第200824号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-29 2015-06-05
第200825号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-29 2015-06-05
第200826号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-29 2015-06-05
第200827号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-29 2015-06-05
第200828号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-29 2015-06-05
第200830号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-29 2015-06-05
第200831号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-29 2015-06-05
第200832号 2020-07-30 2025-07-31 2020-07-30 2020-07-30
第200834号 2020-07-30 2025-08-31 2020-07-30 2020-07-30
第200835号 2020-07-30 2025-09-30 2020-07-30 2020-07-30
第200837号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-31 1988-05-31
第200839号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-31 1991-04-09
第200840号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-31 2003-04-30
第200841号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-31 2003-04-30
第200845号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-31 2003-06-19
第200849号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-31 2015-02-25
第200853号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-31 2015-02-25
第200855号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-31 2015-04-14
第200857号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-31 2009-03-16
第200858号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-31 2009-04-08

自動販売機

第200859号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-31 2003-03-04

自動販売機

第200860号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-31 2003-04-17

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第200861号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-31 2009-06-18
第200867号 2020-07-31 2025-09-30 2020-07-31 2020-07-31
第200868号 2020-07-31 2025-09-30 2020-07-31 2020-07-31
第200869号 2020-07-31 2025-07-31 2020-07-31 2020-07-31
第200870号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-31 2015-02-12
第200871号 2020-08-01 2026-07-31 2020-07-31 1991-06-12
第200872号 2020-08-03 2025-08-31 2020-08-03 2020-08-03
第200873号 2020-08-03 2025-09-30 2020-08-03 2020-08-03

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
原田 明美
栗原 秀幸
有限会社アリストぬまくま
木村 元昭
木村 ナエ子
株式会社エブリイ
山本 一恵
株式会社ラフォンテ
加納 建良
有限会社カバンの福屋
有限会社Ｃｈｅｅｒ－Ｂ
有限会社Ｃｈｅｅｒ－Ｂ
蟹江 昇
有限会社プラウドフーズ
株式会社阿藻珍味
鬼塚 夕美湖
株式会社Ａｔｅｌｉｅｒ ＨＡＬ
浜上 勝人
有限会社平井商店
有限会社平井商店
福山通運健康保険組合
小林 弘子
三浦 眞由実
表 裕子
宇田 直子
株式会社鞆スコレ・コーポレーション

幸崎 房枝
株式会社桑田泰商店
中尾 智鶴
市川 美代子
寺岡 良子
桒田 恭男
佐藤 マリ子
沖浦 吉幸
鈴木 信子
株式会社ＡＫＡＴＳＵＫＩ
合同会社Ａｃｈｉｅｖｅｍｅｎｔ
高橋 和枝
合同会社Ａｃｈｉｅｖｅｍｅｎｔ
株式会社ツバサコーポレーション

渡邉 一貴

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１
福山市住吉町７番１３号

営業所所在地２ 営業所名称１
パライソ樹苑３－Ａ

福山市御幸町大字森脇４０６番地
代表取締役

村上 設雄 福山市沼隈町大字常石１７９６番地

福山市走島町１５１番地８
福山市走島町２６番地１７
代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市南蔵王町二丁目１５番１０号
福山市昭和町４番１８号６番館４Ｆ Ａ号

代表取締役

宮本 祐亮 福山市木之庄町一丁目１０番８号
福山市南手城町三丁目２番１号石田店舗住宅

代表取締役

和田 陸雄 福山市山手町三丁目１番４号

代表取締役

門田 善和 福山市水呑町三新田３７番地３

代表取締役

門田 善和 福山市水呑町三新田３７番地３

代表取締役
代表取締役

代表取締役

福山市水呑町１４８７番地５
溝田 和男 福山市鞆町鞆９７１番地
粟村 元則 福山市鞆町後地１５６７番地１
福山市住吉町７番１０号
石井 大樹 福山市三吉町南一丁目１１番２０号

平井 清之
代表取締役 平井 清之
理事長 小丸 成洋
代表取締役

代表取締役

代表取締役

村上 正高

桑田 泰昭

代表取締役

武井 文秀

代表社員

貝原 直行

代表社員

貝原 直行

代表取締役

野島 義章

福山市走島町４３１番地
福山市鞆町鞆７８１番地
福山市鞆町鞆７８１番地
福山市鞆町後地１５１番地２
福山市鞆町鞆４４５番地２
福山市水呑町３４８４番地１
福山市水呑町２９５４番地２
福山市水呑町５４３番地１
福山市鞆町鞆１３６番地
福山市内海町イ３０７９番地
福山市鞆町鞆１３６番地１２
福山市内海町２０番地

モアリッチ住吉ビル２階Ａ号

Ｍｏｃａ
大衆食堂 服部屋
ぬまくまハーブガーデン
マルバン水産
カネバン水産
エブリイ技術センター
ＳＴＲＡＨＬ
オステリア ラ フォンテ
府中焼き けんちゃん
まるた屋食堂
Ｃｈｅｅｒ－Ｂ
Ｃｈｅｅｒ－Ｂ
ニコニコ堂
有限会社プラウドフーズ
株式会社阿藻珍味
Ｌｏｕｎｇｅ ほお灯
スナックライカ
浜上商店
有限会社平井商店
有限会社平井商店
福山通運健康保険組合保養所鞆の浦山荘

お好み焼 熊谷
御幸
おもて
Ｎａｏ Ｎａｏ
ホテル鷗風亭
船長さん
株式会社桑田泰商店
清十店
福山市沼隈町大字草深１８６０番地２
魚市
福山市沼隈町大字能登原９５１番地５
てらおかストアー
福山市鞆町鞆４２６番地
ともせん精肉店
福山市沼隈町大字草深１９３８番地１０
お食事処 彩
福山市鞆町後地２６９３番地２
こむろはま
福山市内海町ロ６８８番地
内海食品直売店
福山市昭和町９番１７号 ２－Ｃ
ＤｉｎｉｎｇＢａｒ暁
福山市三之丸町３番７号
ゴールデンケチャップ
福山市走島町２０番地１０
浅日館
福山市三之丸町３０番１号 さんすて２番街 広島焼 勝成
福山市南手城町一丁目１２番２号
Ｍｅｌｏｎ Ｑｕｅｅｎ 福山店
福山市延広町２番１３号
尾道中華そば 渡なべ
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営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第200874号 2020-08-04 2025-09-30 2020-08-04 2020-08-04
飲食店営業 一般 第200876号 2020-08-04 2025-11-30 2020-08-04 2020-08-04
ＴＯＣＯＴＯＣＯ 飲食店営業
加工水産物の製造業
加工水産物の製造業
食品の冷凍又は冷蔵業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業
菓子製造業
そうざい製造業
食品の冷凍又は冷蔵業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
魚介類販売業

飲食店営業
魚介類販売業
魚介類販売業
魚介類販売業
加工水産物販売業

食肉販売業
飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業
飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第200877号 2020-09-01 2026-08-31 2020-08-04 2015-07-09
第200878号 2020-09-01 2026-08-31 2020-08-04 1997-08-19
第200879号 2020-09-01 2026-08-31 2020-08-04 2015-03-19
第200885号 2020-08-05 2026-01-31 2020-08-05 2020-08-05
第200886号 2020-08-05 2025-09-30 2020-08-05 2020-08-05
第200887号 2020-08-05 2025-11-30 2020-08-05 2020-08-05
第200888号 2020-08-06 2026-01-31 2020-08-06 2020-08-06
第200889号 2020-08-06 2025-12-31 2020-08-06 2020-08-06
第200890号 2020-09-01 2026-08-31 2020-08-06 2003-05-12
第200891号 2020-09-01 2026-08-31 2020-08-06 2003-05-12
第200893号 2020-09-01 2026-08-31 2020-08-06 1958-06-30
第200894号 2020-09-01 2026-08-31 2020-08-06 2009-07-03
第200895号 2020-09-01 2026-08-31 2020-08-06 1997-03-27
第200897号 2020-08-07 2025-09-30 2020-08-07 2020-08-07
第200898号 2020-08-07 2025-11-30 2020-08-07 2020-08-07
第200899号 2020-09-01 2026-08-31 2020-08-07 1970-03-19
第200901号 2020-09-01 2026-08-31 2020-08-07 1982-03-11
第200903号 2020-09-01 2026-08-31 2020-08-07 1982-03-11
第200904号 2020-09-01 2026-08-31 2020-08-07 1991-07-25
第200905号 2020-09-01 2026-08-31 2020-08-07 1994-03-30
第200907号 2020-09-01 2026-08-31 2020-08-07 1997-03-31
第200908号 2020-09-01 2026-08-31 2020-08-07 1997-05-28
第200909号 2020-09-01 2026-08-31 2020-08-07 1997-07-16
第200910号 2020-09-01 2026-08-31 2020-08-07 2015-05-19
第200912号 2020-09-01 2026-08-31 2020-08-07 1979-04-06
第200913号 2020-09-01 2026-08-31 2020-08-07 1994-04-13
第200914号 2020-09-01 2026-08-31 2020-08-07 1976-07-29
第200917号 2020-09-01 2026-08-31 2020-08-07 2003-08-15
第200922号 2020-09-01 2026-08-31 2020-08-07 1966-06-29
第200923号 2020-09-01 2026-08-31 2020-08-07 1967-05-02
第200924号 2020-09-01 2026-08-31 2020-08-07 2009-05-18
第200926号 2020-09-01 2025-08-31 2020-08-07 2015-06-23
第200927号 2020-09-01 2026-08-31 2020-08-07 1991-05-15
第200929号 2020-08-11 2025-09-30 2020-08-11 2020-08-11
第200931号 2020-08-18 2025-11-30 2020-08-18 2020-08-18
第200932号 2020-09-01 2026-08-31 2020-08-19 2015-06-12
第200933号 2020-08-20 2025-11-30 2020-08-20 2020-08-20
第200934号 2020-08-20 2026-01-31 2020-08-20 2020-08-20
第200935号 2020-08-21 2025-11-30 2020-08-21 2020-08-21

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
渡邉 一貴
株式会社ＬＥＯＣ
田中 絹代
卜部 克也
卜部 克也
卜部 克也
小林 敏子
小林 敏子
卜部 克也
卜部 克也
卜部 克也
有限会社誠交観光
小林 大山
上村 知晃
桒原 千賀子
桒原 千賀子
佐伯 吉祐
村上 正信
株式会社ハルクニック
株式会社ＲＩＯ
村上 康昭
若林 恵
有限会社ホワイトスイス
株式会社ローソン
株式会社ローソン
原田 信志
株式会社ローソン

申請者＿役職名

代表取締役

営業所所在地１
福山市延広町２番１３号
田島 利行 福山市鞆町鞆３２３番地

申請者＿代表者

営業所所在地２ 営業所名称１

そうざい製造業

福山市沼隈町大字常石１７１７番地１

福山市野上町三丁目１０番３３号

フード＆ドラッグひまわり野上店

飲食店営業

福山市野上町三丁目１０番３３号

フード＆ドラッグひまわり野上店

魚介類販売業

福山市野上町三丁目１０番３３号

フード＆ドラッグひまわり野上店

加工水産物販売業

福山市水呑町４３９１番地
福山市水呑町４３９１番地

ファミリーマート福山水呑店
ファミリーマート福山水呑店
カナエフーズ
カナエフーズ
カナエフーズ
キャンティー
小林 大山
たいやき 一歩
ＫＩＳＳ ＆ ＳＵＭＭＩＴ
おばんざい せん賀
ア・ラ・フェスタ
横山レジャー
レストランアミスタ

飲食店営業

福山市曙町三丁目１７番１６号
福山市曙町三丁目１７番１６号
福山市曙町三丁目１７番１６号
代表取締役

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

尾道中華そば 渡なべ
藤井病院
お食事処 兩子

廣上 敬一 福山市水呑町３４４１番地１

福山市走島町１１０番地３
福山市駅家町大字万能倉２２５番地６

福山市住吉町７番１０号
福山市住吉町７番１１号

モアリッチ住吉１Ｆ－Ｃ

福山市昭和町４番２０号Ｓビル２Ｆ
代表取締役

福山市内海町１８７８番地
塩田 憲一 福山市元町１２番１４号

代表取締役

藤井 敦規 福山市松永町四丁目１４番１５号 １Ｆ

ホテルトレンド福山駅前２F

尾道中華そば威風 おまち堂 おつまみ本舗 ＤｅｍｉＫｉｔｃｈｅｎ

玉栄丸水産
麺屋 愛 ＭＡＮＡ
取締役 三宅 由紀子 福山市三之丸町３番２１号
さんさん亭
代表取締役 竹増 貞信 福山市光南町一丁目３番１４号
ローソン福山光南町一丁目店
代表取締役 竹増 貞信 福山市光南町一丁目３番１４号
ローソン福山光南町一丁目店
福山市神辺町大字新徳田３３番地
黒毛和牛焼肉 春道
代表取締役 竹増 貞信 福山市光南町一丁目３番１４号
ローソン福山光南町一丁目店
株式会社鞆スコレ・コーポレーション 代表取締役 村上 正高 福山市鞆町鞆４２１番地
景勝館漣亭（別館）
福山市駅家町大字服部本郷７番地
森原 享子
河原店
嶋本 広行
福山市内海町ロ１８０９番地
内海町水産
取締役 広川 益光 福山市神辺町大字新徳田５２６番地３ 広川ビル２F カラオケ てんじく
大輝有限会社
代表取締役 園田 崇匡 福山市元町１３番１号
フジカワビル２Ｆ 包愛咖啡
株式会社ＦＥＲ
代表取締役 後藤 樹 福山市元町１３番３号
株式会社ｓｔａｎｄ
９５ビル３階 美味しいお酒と炉端焼き 盃
辻󠄀野 みか
福山市内一円
Ｔｓｕｊｉｎｏ
代表取締役 粟村 元則 福山市東川口町三丁目１８番１８号
株式会社阿藻珍味
小魚阿も珍 川口店
プレステージ住吉２Ｆ Ｅ Ｇ．Ｔ
藤本 弦汰
福山市住吉町８番３号
ＤＥ ＧＵＺＭＡＮ ＡＮＮＡＬＹＮ ＧＡＲＣＩＡ
福山市南町１２番３号 １Ｆ
スナック Ａｎｎａ
代表取締役 粟村 元則 福山市松永町六丁目１番２０号
株式会社阿藻珍味
小魚阿も珍松永店
福山市川口町二丁目３番４号
藤井 敏博
藤井製パン所
代表取締役 石蔵 和司 福山市沖野上町四丁目１５番２７号
株式会社三河屋
株式会社三河屋
取締役 園部 博基 福山市御門町一丁目３番５号
有限会社むらかみ
むらかみベーカリー
福山市走島町浦友３２８番地１
福山市松浜町一丁目６番２１号 中原ビル１Ｆ
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飲食店営業
飲食店営業

加工水産物販売業

飲食店営業
魚介類販売業
加工水産物販売業

飲食店営業
加工水産物の製造業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
加工水産物の製造業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
そうざい製造業

飲食店営業
飲食店営業
そうざい製造業

飲食店営業
菓子製造業
飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
移動販売車

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

初回許可年月日 当初許可年月日

第200936号 2020-08-21 2025-11-30 2020-08-21 2020-08-21
第200937号 2020-08-21 2025-08-31 2020-08-21 2020-08-21
第200938号 2020-09-01 2026-08-31 2020-08-25 1991-04-24
第200939号 2020-10-01 2026-09-30 2020-08-25 2015-07-17
第200940号 2020-10-01 2026-09-30 2020-08-25 2015-07-17
第200941号 2020-10-01 2026-09-30 2020-08-25 2015-07-17
第200942号 2020-08-25 2025-08-31 2020-08-25 2020-08-25
第200946号 2020-08-25 2025-08-31 2020-08-25 2020-08-25
第200947号 2020-08-25 2026-01-31 2020-08-25 2020-08-25
第200948号 2020-08-25 2026-01-31 2020-08-25 2020-08-25
第200949号 2020-08-25 2026-01-31 2020-08-25 2020-08-25
第200950号 2020-09-01 2026-08-31 2020-08-25 1970-04-18
第200951号 2020-09-01 2026-08-31 2020-08-25 2015-08-19
第200952号 2020-08-26 2025-10-31 2020-08-26 2020-08-26
第200953号 2020-08-26 2025-09-30 2020-08-26 2020-08-26
第200954号 2020-08-26 2025-09-30 2020-08-26 2020-08-26
第200955号 2020-08-27 2025-09-30 2020-08-27 2020-08-27
第200956号 2020-09-01 2026-08-31 2020-08-27 2009-07-29
第200957号 2020-08-27 2025-11-30 2020-08-27 2020-08-27
第200958号 2020-08-28 2025-12-31 2020-08-28 2020-08-28
第200959号 2020-08-28 2025-08-31 2020-08-28 2020-08-28
第200960号 2020-08-28 2025-09-30 2020-08-28 2020-08-28
第200961号 2020-08-28 2025-11-30 2020-08-28 2020-08-28
第200962号 2020-08-28 2025-09-30 2020-08-28 2020-08-28
第200963号 2020-08-28 2025-09-30 2020-08-28 2020-08-28
第200966号 2020-08-28 2025-10-31 2020-08-28 2020-08-28
第200968号 2020-08-28 2025-09-30 2020-08-28 2020-08-28
第200969号 2020-09-01 2026-08-31 2020-08-31 1973-07-28
第200972号 2020-09-01 2025-10-31 2020-09-01 2020-09-01
第200973号 2020-09-01 2025-08-31 2020-09-01 2020-09-01
第200974号 2020-09-01 2025-10-31 2020-09-01 2020-09-01
第200975号 2020-09-01 2025-11-30 2020-09-01 2020-09-01
第200977号 2020-09-01 2025-11-30 2020-09-01 2020-09-01
第200978号 2020-09-01 2025-11-30 2020-09-01 2020-09-01
第200979号 2020-09-01 2025-09-30 2020-09-01 2020-09-01
第200980号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-02 2009-05-29
第200981号 2020-09-02 2025-09-30 2020-09-02 2020-09-02
第200982号 2020-09-03 2025-12-31 2020-09-03 2020-09-03
第200983号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-03 1994-05-18
第200984号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-03 1976-09-02
第200985号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-03 1988-06-15

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
有限会社萬寶
有限会社萬寶
株式会社ファミリーフード
吉見 エバンジェリン
鍜治原 三重子
石田 正樹
石田 宏康

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１

営業所所在地２ 営業所名称１

株式会社阿藻珍味
株式会社コスモス薬品
有木 大蔵
片岡 由樹
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
合田 敏雄

中華料理青島
取締役 坂本 勝博 福山市今津町三丁目１番２５号
中華料理青島
代表取締役 林原 博之 福山市光南町三丁目７番４６号
モスバーガー福山光南店
福山市住吉町３番２２号ローズガーデン２Ｆ ２０２号室
ＭＡＫＡＴＩ フィリピン
福山市南町５番１８号
ラウンジ セミオ
南アレイビル１Ｆ 寿司かつぞう
福山市南町１０番１６号
福山市花園町二丁目１番１６号
炉ばた焼 しろ
福山市昭和町１０番７号
ミヤケビル２Ｆ Ｄ＆Ｄ
代表取締役 粟村 元則 福山市駅家町大字倉光３０４番地１
小魚阿も珍駅家店
代表取締役 横山 英昭 福山市神辺町大字新湯野２４番地５
ドラッグコスモス神辺店
福山市地吹町４番１号
トーフショップ有木商店
福山市野上町一丁目５番２号
かくれんぼ
代表取締役 佐藤 利行 福山市緑町１番３０号
株式会社ハローズ緑町店
代表取締役 佐藤 利行 福山市緑町１番３０号
株式会社ハローズ緑町店
代表取締役 佐藤 利行 福山市緑町１番３０号
株式会社ハローズ緑町店
代表取締役 佐藤 利行 福山市緑町１番３０号
株式会社ハローズ緑町店
代表取締役 佐藤 利行 福山市緑町１番３０号
株式会社ハローズ緑町店
代表取締役 佐藤 利行 福山市緑町１番３０号
株式会社ハローズ緑町店
代表取締役 佐藤 利行 福山市緑町１番３０号
株式会社ハローズ緑町店（第一楼）
代表取締役 佐藤 利行 福山市緑町１番３０号
株式会社ハローズ緑町店（第一楼）
代表取締役 佐藤 利行 福山市緑町１番３０号
株式会社ハローズ緑町店
福山市霞町一丁目６番１２号コシズビル１F
ＢＡＲ ＢＵＴＬＥＲ

三菱電機ライフサービス株式会社

代表取締役

ＩＫＥＤＡ ＥＬＩＺＡＢＥＴＨ ＧＡＬＡＣＩＯ

中村 信治
有限会社とり常
有限会社たら福
橘髙 浩二
影本 典子
森田 洋子
株式会社日本セレモニー
河本 鉄鳳
松岡 真一
掛谷 賢治
掛谷 賢治
木村 育子
楠本 譲
王 麗波
王 文文
大本 久富
小土井 啓泰
柿原 洋治

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

取締役 坂本 勝博 福山市今津町三丁目１番２５号

舩尾 英司 福山市野上町二丁目２０番２号

代表取締役
代表取締役

飲食店営業 一般 第200991号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-07 1991-07-22
飲食店営業 一般 第200992号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-07 1997-07-09
飲食店営業 一般 第200994号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-07 2009-04-03
飲食店営業 一般 第200995号 2020-09-07 2025-09-30 2020-09-07 2020-09-07
そうざい製造業
加工水産物販売業

豆腐製造業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
魚介類販売業

食肉販売業
菓子製造業
喫茶店営業
飲食店営業
そうざい製造業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

福山市多治米町一丁目６番３号

ＢＡＲ ＮＡＫＡＭＵＲＡ
有限会社とり常
飲み処・食い処 たら福
味処 きっ幸
はっぴぃ 竹の子
おはな
福山南典礼会館
鉄板焼 鉄風
お好み焼き そら

福山市沖野上町二丁目９番１６号

セブン‐イレブン福山沖野上２丁目店

飲食店営業

福山市沖野上町二丁目９番１６号

セブン‐イレブン福山沖野上２丁目店

加工水産物販売業

青空のゆくえ
楠本商店
居酒屋 王家
スナック 綾香
一力
カルチェ
コーヒー＆ランチ ぶどうの木

飲食店営業

ローズプラッツ４Ｂ

羽原 勉 福山市御門町二丁目９番１４号
渡邉 義和 福山市御門町二丁目５番１号
福山市霞町三丁目２番１４号
福山市川口町三丁目２４番１１号

福山市光南町一丁目８番３２号
代表取締役

一般 第200988号 2020-09-04 2025-12-31 2020-09-04 2020-09-04
飲食店営業 一般 第200989号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-07 1994-07-20
飲食店営業 一般 第200990号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-07 2009-04-22

そうざい製造業

三菱電機株式会社 福山製作所独身寮 「サンティエ野上」

福山市昭和町４番６号

神田 忠 福山市沖野上町五丁目１２番１５号
福山市東川口町五丁目１７番２７号

福山市昭和町１０番２５号
福山市御門町一丁目７番１号
福山市松浜町一丁目２番１８－１０２号

福山市住吉町７番１４号
福山市明治町６番１０号
福山市草戸町三丁目１２番１７号

福山市入船町二丁目１番２５号

キュービックビル１ＦＢ
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初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第200987号 2020-09-04 2025-12-31 2020-09-04 2020-09-04

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第200996号 2020-09-07 2025-10-31 2020-09-07 2020-09-07
第201000号 2020-09-07 2025-10-31 2020-09-07 2020-09-07
第201001号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-07 1994-06-29
第201002号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-07 2015-05-13
第201003号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-07 2015-09-02
第201004号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-07 2015-09-02
第201005号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-07 2015-09-02
第201008号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-07 2015-09-02
第201009号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-07 2015-09-02
第201010号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-07 2015-09-02
第201011号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-07 2015-09-02
第201012号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-07 2015-09-02
第201013号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-07 2015-09-02
第201014号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-08 2003-06-03
第201015号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-08 2015-05-29
第201016号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-08 2003-08-13
第201017号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-08 2003-08-20
第201018号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-08 2003-09-05
第201019号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-08 2003-09-10
第201021号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-08 2009-04-14
第201022号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-08 2009-07-10
第201023号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-08 2015-04-02
第201024号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-08 2015-04-20
第201025号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-08 2015-06-15
第201026号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-08 2015-07-21
第201030号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-08 2015-07-21
第201031号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-08 2015-09-02
第201032号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-08 1970-04-28
第201033号 2020-09-08 2025-09-30 2020-09-08 2020-09-08
第201034号 2020-09-08 2025-09-30 2020-09-08 2020-09-08
第201035号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-08 1976-08-05
第201036号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-08 1976-06-09
第201037号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-08 1982-07-09

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
田中 マツ子
中村 安邦
白石 洋司
黒川 貴美朗
鳥居 徳雄
有限会社富士食品
株式会社ウイズ総合開発
池田 敬三
小川 真裕味
髙橋 光春
弥生開発有限会社
松田 良子
犬丸 信子
千葉 さおり
渡辺 裕之
石井 政美
新井 君江
山内 智恵美
株式会社オンリーワン
株式会社オンリーワン
株式会社オンリーワン
株式会社オンリーワン
梶田 典靖
宮口 チエミ
株式会社阿藻珍味
髙橋 一能
宗教法人神勝寺
星島 伸
中尾 美栄子
株式会社新玉
株式会社新玉
株式会社ハヤシ商店
株式会社Ｒａｂｂｉｔｓ
有限会社神田製菓所
有限会社神田製菓所
奥野 まゆみ
鈴木 泰子
古藤 由美子
株式会社アリスジャパン
藤井 宏
株式会社フォーシーズ

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１

営業所所在地２ 営業所名称１

スナック株
福山市沖野上町六丁目１番１号
水呑屋
福山市霞町一丁目３番１４号
白楽
福山市昭和町１０番５号
じゅうじゅう
福山市川口町一丁目１番６号
カラオケ喫茶 プチ タムタム
代表取締役 藤井 弘一郎 福山市野上町二丁目１番１６号
有限会社富士食品
代表取締役 中村 泰三 福山市入船町二丁目７番８号
ホテル ウイズ
福山市昭和町２番２０号
手打うどん 風流庵
ＳＡＴＯ７ビル１Ｆ オールズバー
福山市住吉町７番２６号
福山市多治米町二丁目２６番８号
カラオケ喫茶 光
取締役 貞方 康志 福山市入船町二丁目７番５号
レストラン Ｍａｒｅ
福山市入船町二丁目４番２０号 百軒堂ビル１Ｆ スナック れんげ
福山市入船町二丁目１１番６号 第２プレジャータウン スナック みね
ローズプラッツ３Ｅ むうらん
福山市昭和町４番６号
福山市明治町７番１２号
きときと
福山市御門町二丁目８番１４号
創食酒蔵和屋
福山市昭和町３番１号
岩橋ビル１Ｆ スナック 気まま
モアリッチファースト１Ｆ－Ｂ Ｊｏｋｅｒ
福山市住吉町７番９号
代表取締役 下井 豊
福山市沖野上町五丁目１８番２９号
オンリーワン沖野上店
代表取締役 下井 豊
福山市沖野上町五丁目１８番２９号
オンリーワン沖野上店
代表取締役 下井 豊
オンリーワン沖野上店２Ｆ（焼魚コーナー）
福山市沖野上町五丁目１８番２９号
代表取締役 下井 豊
福山市沖野上町五丁目１８番２９号
オンリーワン沖野上店
福山市入船町二丁目１１番５号 ローズシティ入船１Ｆ Ｃａｒａｔ
福山市千代田町一丁目３番２０号
カフェレスト クレセント
代表取締役 粟村 元則 福山市三之丸町３０番１号
さんすて福山内 小魚阿も珍 さんすて福山店
福山市走島町２８９番地１
八幡丸
代表役員 小堀 泰巖 福山市沼隈町大字上山南１８番地
庫裏
福山市内一円
Ｋｉｔｃｈｅｎ ＣＯＲＥ
福山市内海町１５４６番地１
美ー美
代表取締役 竹原 道之 福山市明治町１１番１０号
とうふや まん天
代表取締役 竹原 道之 福山市明治町１１番１０号
とうふや まん天
代表取締役 林 明正 福山市明神町二丁目１３番１８号
株式会社ハヤシ商店明神工場
代表取締役 福本 純 福山市内一円
＃８１０
代表取締役 神田 雅志 福山市道三町２番６号
杵福かんだ
代表取締役 神田 雅志 福山市道三町２番６号
杵福かんだ
お好み焼き鉄板焼きまん太郎
福山市南町１番１８号
福山市内一円
ザ・ペロリネスチキン Ｍｏｖｅ
福山市川口町五丁目１２番１９号
家の料理 なごみ
代表取締役 松森 茂
地域密着型 特別養護老人ホーム
福山市久松台三丁目２１番３号
福山市内一円
とくし丸 ４０号車
代表取締役 浅野 秀則 福山市内一円
ピザーラお届け号２１号車

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日
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飲食店営業 一般 第201038号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-08 1982-06-03
飲食店営業 一般 第201039号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-08 1973-09-27

福山市御門町二丁目２番１４号

飲食店営業 一般 第201040号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-08 1979-07-11
飲食店営業 一般 第201041号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-08 1982-09-04
飲食店営業 一般 第201042号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-08 1988-04-14
飲食店営業 一般 第201043号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-08 1988-04-14
飲食店営業 一般 第201044号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-08 1988-07-20
飲食店営業 一般 第201045号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-08 1988-09-08
飲食店営業 一般 第201046号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-08 1991-08-28
飲食店営業 一般 第201047号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-08 1994-06-01
飲食店営業 一般 第201048号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-08 1994-09-26
飲食店営業 一般 第201049号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-08 1997-04-07
飲食店営業 一般 第201050号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-08 1997-07-28
飲食店営業 一般 第201051号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-08 2015-07-29
飲食店営業 一般 第201052号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-08 2003-04-24
飲食店営業 一般 第201053号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-08 2003-05-16
飲食店営業 一般 第201054号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-08 2003-04-08
飲食店営業 一般 第201055号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-08 2003-05-07

一般 第201056号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-08 2003-05-28
食肉販売業 一般 第201058号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-08 2003-05-28
飲食店営業 一般 第201059号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-08 2003-05-28

魚介類販売業

一般 第201060号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-08 2003-05-28
飲食店営業 一般 第201061号 2020-09-08 2025-09-30 2020-09-08 2020-09-08
飲食店営業 一般 第201062号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-10 2015-04-03

加工水産物販売業

一般
一般
飲食店営業 一般

そうざい製造業

第201063号 2020-09-10 2025-11-30 2020-09-10 2020-09-10

加工水産物の製造業

第201064号 2020-09-10 2026-02-28 2020-09-10 2020-09-10

飲食店営業

第201065号 2020-09-10 2026-02-28 2020-09-10 2020-09-10

第201066号 2020-09-11 2025-11-30 2020-09-11 2020-09-11
飲食店営業 一般 第201067号 2020-09-11 2026-02-28 2020-09-11 2020-09-11
飲食店営業 一般 第201068号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-11 2003-09-17
移動販売車

菓子製造業 一般 第201069号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-11 2003-09-17
加工水産物の製造業

一般

飲食店営業

移動販売車

第201070号 2020-09-14 2026-01-31 2020-09-14 2020-09-14

第201071号 2020-09-14 2026-01-31 2020-09-14 2020-09-14
菓子製造業 一般 第201072号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-14 1997-09-10

一般 第201073号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-14 1997-09-10
飲食店営業 一般 第201074号 2020-09-16 2025-09-30 2020-09-16 2020-09-16
飲食店営業 移動販売車 第201075号 2020-09-16 2025-09-30 2020-09-16 2020-09-16

あん類製造業

坂の上の久松邸

飲食店営業 一般 第201076号 2020-09-16 2025-09-30 2020-09-16 2020-09-16
飲食店営業 一般 第201077号 2020-09-16 2025-11-30 2020-09-16 2020-09-16
加工水産物販売業

移動販売車

第201081号 2020-09-16 2025-09-30 2020-09-16 2020-09-16

飲食店営業

移動販売車

第201082号 2020-09-16 2025-11-30 2020-09-16 2020-09-16

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
株式会社モリヤマ
株式会社モリヤマ
株式会社モリヤマ
木村 うら子
松永 磨莉絵

申請者＿役職名

代表取締役
代表取締役
代表取締役

申請者＿代表者

営業所所在地１

福山市明治町１４番１２号

昭和ビル１Ｆ

福山市霞町一丁目８番３号 １Ｆ

エス・エイチ・エスサービス有限会社

代表取締役

早﨑 久雄 福山市霞町一丁目８番１１号

藤乃屋株式会社
梁 徳軍
鍾永フーズ株式会社
清水 登美恵
山岸 拓也
中村 千鶴
坂田 喜代美
牧野 博子

代表取締役

藤井 康正 福山市曙町五丁目１２番１２号

Ｂ・Ｊコーポレーション株式会社

代表取締役

日野 充雅
佐味 大介
株式会社キング食品
岸浦 武繁
井上 恭伸
株式会社ププレひまわり
株式会社ＢＩＮＧＯ
アサヒタクシー株式会社
アサヒタクシー株式会社
アサヒタクシー株式会社
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
伊藤 翔
株式会社天心山ファーム
栗原 きぬよ
濱中 啓輔
小畠 史之
岡 ドグラス
株式会社夢笛
有限会社ジーシー
梶原 英明
上田 敏央
株式会社ライフイート
株式会社ライフイート
江種 美香
真田 信子

営業所所在地２ 営業所名称１

森山 尚樹 福山市多治米町一丁目１５番３号
森山 尚樹 福山市多治米町一丁目１５番３号
森山 尚樹 福山市多治米町一丁目１５番３号

福山市三吉町三丁目１番２２号
代表取締役

代表取締役

安田 雅恵 福山市春日町六丁目２番２３号

福山市古野上町７番１３号
福山市船町１番２４号
福山市南町１番２６号
福山市明治町５番１４号
福山市紅葉町７番２号
吉田 正明 福山市住吉町３番１２号
福山市住吉町３番２５号
福山市内一円
亀井 計寿 福山市大門町五丁目９番１号
福山市南手城町四丁目１２番６号
福山市東川口町四丁目１１番１４号

ピュアシティ住吉Ｙ・Ｋ・Ｓビル１Ｆ

スマイルキッチン多治米店
スマイルキッチン多治米店
スマイルキッチン多治米店
うらら
プリントカフェ＃ｐｅｇｏｐａ／
コム・シェ・トワ／
ビリヤード ｇｕｓｔｏ
中華料理 天福飯店
焼肉 東大門
カラオケ スイング
洋食レストラン サンセール
スナック ちゃこ
スナック きよみ
北川製餡所
Ｂｉｊｏｕｘ

ローズシティ住吉２Ｆ ＣＬＵＢ ＨＡＲＬＥＭ クラブ ハーレム

クレミナ
株式会社キング食品
カジュアルダイニング楽笑
赤いとうがらし

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日
魚介類販売業
加工水産物販売業

飲食店営業
生タピオカ専門店 茉莉花

飲食店営業

Ｂｉｓｔｒｏ Ｔｓｕｍｕｇｉ

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
あん類製造業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
加工水産物の製造業

飲食店営業
飲食店営業

代表取締役

梶原 聡一 福山市木之庄町一丁目１１番１２号

代表取締役

前田 諭志 福山市新市町大字戸手９９９番地６

飲食店営業

代表取締役

山田 康文

飲食店営業

代表取締役

山田 康文

代表取締役

山田 康文

代表取締役

岡﨑 浩樹

代表取締役

岡﨑 浩樹

代表取締役

代表取締役

畑中 俊彦

髙橋 英樹

取締役 山本 潤

代表取締役

大森 康晴

代表取締役

大森 康晴

スーパードラッグひまわり木之庄店

ＱＵＥＥＮ ＢＥＥ
福山市伏見町２番４号
あさひベーカリー
福山市伏見町２番４号
あさひベーカリー
福山市伏見町２番４号
あさひベーカリー
福山市緑町２番１－２号
ｌａ ｐｒｉｍｅｕｒ
福山市緑町２番１－２号
Ｐａｔｉｓｓｉｅｒ Ｓｗｅｅｔｓ
福山市松浜町一丁目１２番１０号 バーレンビル２ＦＢ フード・バー Ｇ
福山市沼隈町大字常石９９６番地１４
生鮮館
福山市御門町一丁目１０番５号
スナック忍冬
福山市明治町１番５号
エルバ
福山市川口町一丁目７番８号
もつ鍋鉄板焼 咲蔵
福山市内一円
ホット・モービル
福山市霞町一丁目４番２３号
博多ノ飯場なごみ
福山市緑町２番１－６号
ばくだん屋 福山店
ローズプラッツ２－Ｂ ミカ
福山市昭和町４番６号
福山市草戸町二丁目１番１９号 シンフォニー草戸第１ビル１Ｆ 草戸庵
福山市西深津町七丁目３番１８号
すし丸研究室
福山市西深津町七丁目３番１８号
すし丸研究室
ロイヤルビル２Ｆ フローラ
福山市南町１番２１号
福山市松浜町一丁目６番１８号 サクセスビル１ＦＡ号 さなだ亭
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飲食店営業 一般 第201083号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-16 2003-04-21

加工水産物販売業

菓子製造業
喫茶店営業
飲食店営業
菓子製造業
飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
移動販売車

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第201084号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-16 2003-04-21
第201086号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-16 2003-04-21
第201087号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-16 2009-08-24
第201088号 2020-09-17 2025-09-30 2020-09-17 2020-09-17
第201093号 2020-09-17 2025-09-30 2020-09-17 2020-09-17
第201094号 2020-09-17 2026-01-31 2020-09-17 2020-09-17
第201095号 2020-09-18 2025-11-30 2020-09-18 2020-09-18
第201096号 2020-09-18 2026-01-31 2020-09-18 2020-09-18
第201104号 2020-09-18 2025-09-30 2020-09-18 2020-09-18
第201105号 2020-09-18 2025-11-30 2020-09-18 2020-09-18
第201106号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-23 1991-05-02
第201107号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-23 2003-05-28
第201108号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-23 1994-09-27
第201109号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-23 2015-05-28
第201110号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-23 2015-07-03
第201111号 2020-09-23 2025-11-30 2020-09-23 2020-09-23
第201112号 2020-09-23 2026-01-31 2020-09-23 2020-09-23
第201113号 2020-09-23 2026-01-31 2020-09-23 2020-09-23
第201114号 2020-09-24 2025-09-30 2020-09-24 2020-09-24
第201117号 2020-09-24 2025-11-30 2020-09-24 2020-09-24
第201118号 2020-09-24 2025-10-31 2020-09-24 2020-09-24
第201119号 2020-09-24 2025-11-30 2020-09-24 2020-09-24
第201120号 2020-09-24 2025-11-30 2020-09-24 2020-09-24
第201121号 2020-09-24 2025-11-30 2020-09-24 2020-09-24
第201124号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-24 2015-06-26
第201125号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-24 2015-06-26
第201126号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-24 2015-08-03
第201130号 2020-09-25 2026-02-28 2020-09-25 2020-09-25
第201131号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-25 2009-05-14
第201132号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-25 2009-08-12
第201133号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-25 2015-07-01

第201134号 2020-09-28 2025-12-31 2020-09-28 2020-09-28
飲食店営業 一般 第201135号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-28 2015-08-04
飲食店営業 一般 第201136号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-28 2015-07-22
移動販売車

飲食店営業 一般 第201137号 2020-09-29 2025-09-30 2020-09-29 2020-09-29
飲食店営業 一般 第201138号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-29 2003-08-28

一般 第201139号 2020-09-30 2026-01-31 2020-09-30 2020-09-30
食肉販売業 一般 第201140号 2020-09-30 2026-01-31 2020-09-30 2020-09-30
飲食店営業 一般 第201141号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-30 2003-07-17

魚介類販売業

飲食店営業 一般 第201142号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-30 2003-09-10

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
株式会社セレクト
髙橋 広子

マックスバリュ西日本株式会社
マックスバリュ西日本株式会社
マックスバリュ西日本株式会社
マックスバリュ西日本株式会社

大村 妻江
馬屋原 加代子
藤原 幸雄
川原 康紀
山本 直子
瀬良 圭司
天霧フランチャイズ株式会社
岡田 澄子
鎌田 信子
高原 幸子
有限会社佐藤商店
有限会社佐藤商店
橋本 秀文
平 幹枝
昼田 倫宏
福島 花子
ビミアル２１株式会社

営業所所在地２ 営業所名称１

申請者＿代表者

代表取締役

松葉 晃次 福山市松浜町一丁目１番１２号 ゴールドパレス５Ｆ クラブ リッツ

福山市住吉町７番１３号
福山市住吉町３番２２号

ＬＵＭＯＬＪＯ ＰＩＬＡＲ ＬＵＮＡＳＩＮ

槇田 烈希
株式会社ダーチャン企画
福永 弘之
竹上 美佐
中西 竜司
株式会社ハートピア
戸田 真由美
栗原 秀幸
株式会社福成
有限会社やすもと
田辺 由紀夫
貞宗 大輔
株式会社フジエール
三原 弘行
株式会社サードプレイス
劉 穎
寄森 エツ子

営業所所在地１

申請者＿役職名

パライーソ樹苑ビル４Ｆ Ｂ号室

ローズガーデン１０６

福山市多治米町一丁目２番１１号
代表取締役

川相 慎純 福山市南町２番２４号

代表取締役

福山市昭和町８番３号
福山市松浜町一丁目１番１号
福山市昭和町６番１号
皿海 公隆 福山市霞町二丁目５番７号
福山市御幸町大字森脇４０６番地
福万 一彦 福山市北本庄一丁目１番１号

代表取締役

安本 皇 福山市元町１番１号
Ｂ１階
福山市明治町５番９号
福山市松浜町一丁目７番８号 マリンタワー１Ｆ

代表取締役

藤原 義正 福山市神辺町字西中条８８３番地５
福山市駅家町大字万能倉７２７番地７

代表取締役

石井 宏和 福山市神辺町大字新湯野４７番地５

福山市御門町一丁目１１番６号 １Ｆ
福山市新市町大字宮内１９８５番地

１０１号室

平尾 健一 福山市新市町大字戸手６６２番地

マックスバリュ西日本株式会社ザ・ビッグ

代表取締役

平尾 健一 福山市新市町大字戸手６６２番地

マックスバリュ西日本株式会社ザ・ビッグ

代表取締役

平尾 健一 福山市新市町大字戸手６６２番地

マックスバリュ西日本株式会社ザ・ビッグ

代表取締役

平尾 健一 福山市新市町大字戸手６６２番地

マックスバリュ西日本株式会社ザ・ビッグ

福山市新市町大字戸手８５番地１
福山市新市町大字戸手２０２２番地
福山市新市町大字下安井１５８６番地

福山市新市町大字戸手７０１番地１０

福山市新市町大字戸手４６番地１
福山市加茂町字百谷１０３２番地１
代表取締役

広中 孝一 福山市駅家町大字倉光１５番地１
福山市駅家町大字江良４４０番地６
福山市神辺町大字川南１８１５番地２

福山市神辺町字平野９３番地７
代表取締役
代表取締役

宇都宮 昭 福山市神辺町大字川北５１２番地２
宇都宮 昭 福山市神辺町大字川北５１２番地２
福山市神辺町大字川南７５１番地１

福山市神辺町大字上竹田２番地３
福山市神辺町大字川北１８０番地２２
福山市神辺町字東中条２１７２番地２
代表取締役

田邊 康樹 福山市神辺町大字川南６６６番地３

ＰＡＵＬＯ＆Ｂｏｒｕｇａ

レ・ジャルダン 吾妻
カラオケ喫茶レインボー
Ｙショップふじわら
季節料理 やす吉
プラザ
茶店 姫谷
さぬきうどん天霧駅家店
中華レストラン蛇園
喫茶 モア
味助
有限会社佐藤商店
有限会社佐藤商店
喫茶 アン・ロージュ
カラオケ喫茶 ひらりん
酒楽宴 モーニング・ナイト
華福
かつさと神辺店
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飲食店営業 一般 第201145号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-30 2015-06-11
飲食店営業 一般 第201146号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-30 2015-07-28
飲食店営業 一般 第201147号 2020-09-30 2025-09-30 2020-09-30 2020-09-30
飲食店営業 一般 第201149号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-30 2015-05-28

クラフトハート ブルワリー
ビジネスクラス
大衆食堂 服部屋
ｃｒｅｐｅ ｃａｆｅ ｇｕｆｏ
寿し処 ふさ
小鉄
クラブ ダーリン
株式会社フジエール
三原商店
マクドナルド福山神辺店
いちか
宇久似寿亭

代表取締役

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第201143号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-30 2009-06-29
飲食店営業 一般 第201144号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-30 2009-09-24

ＥＸＴＲＡＣＴＯＲＳ ＣＯＦＦＥＥ ｂｙ ＮＯＱＵＯＩ

福山市松浜町一丁目１３番１号
代表取締役

ラウンジ 扇
マニラ
Ｄａｉｌｙ Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ
ラウンジ ブルーベル
ＢＡＲ 酒杜
お好み焼たけちゃん

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

飲食店営業 一般 第201150号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-30 2009-08-18
飲食店営業 一般 第201151号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-30 2015-04-09
酒類製造業 一般 第201152号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-30 2015-06-17
飲食店営業 一般 第201153号 2020-10-01 2026-09-30 2020-09-30 2015-06-26

一般 第201154号 2020-10-01 2025-11-30 2020-10-01 2020-10-01
飲食店営業 一般 第201155号 2020-10-02 2025-11-30 2020-10-02 2020-10-02
飲食店営業 一般 第201156号 2020-10-05 2025-11-30 2020-10-05 2020-10-05

そうざい製造業

飲食店営業 一般 第201157号 2020-10-06 2026-03-31 2020-10-06 2020-10-06
飲食店営業 一般 第201158号 2020-10-06 2026-03-31 2020-10-06 2020-10-06
食肉処理業 一般 第201159号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-07 2003-09-19

一般 第201160号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-07 1958-06-18
飲食店営業 一般 第201161号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-07 2015-07-23
飲食店営業 一般 第201162号 2020-10-08 2026-03-31 2020-10-08 2020-10-08

しょうゆ製造業

新市店
新市店
新市店
新市店

飲食店営業 一般 第201163号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-08 1985-07-03
飲食店営業 一般 第201164号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-08 2003-09-19

一般 第201165号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-08 2003-09-19
食肉販売業 一般 第201168号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-08 2003-09-19

魚介類販売業

一般 第201169号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-08 2003-09-19
飲食店営業 一般 第201170号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-08 1984-10-25
飲食店営業 一般 第201171号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-08 1997-07-22

加工水産物販売業

一般 第201174号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-08 1973-03-26
飲食店営業 一般 第201175号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-08 2009-09-14
飲食店営業 一般 第201176号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-08 2009-10-02

加工水産物販売業

飲食店営業 一般 第201177号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-08 1991-10-30
飲食店営業 一般 第201178号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-08 1994-07-14
飲食店営業 一般 第201179号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-08 1994-10-14
飲食店営業 一般 第201180号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-08 1979-09-06
飲食店営業 一般 第201181号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-08 1979-07-05
魚介類販売業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第201182号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-08 1988-08-03
第201185号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-08 1988-08-03
第201186号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-08 1994-05-11
第201187号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-08 1994-10-27
第201188号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-08 1997-09-10
第201191号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-08 2009-08-10
第201192号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-08 2009-08-24

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿代表者
申請者＿申請者名
代表取締役 藤田 真二
株式会社菓匠茶屋
代表取締役 大田 祐介
株式会社福山健康舎
永山 寛光
岡田 順
土井 泰幸
片島 洋子
代表理事 佐藤 宏
福山市農業協同組合
代表取締役 増成 吉彦
株式会社なかやま牧場
有限会社おきな堂製パン所 代表取締役 原田 益吉
有限会社おきな堂製パン所 代表取締役 原田 益吉
有限会社おきな堂製パン所 代表取締役 原田 益吉
代表取締役 桑木 達也
桑木給食株式会社
代表取締役 小田 忠七
株式会社三和スーパー
代表取締役 小田 忠七
株式会社三和スーパー
代表取締役 小田 忠七
株式会社三和スーパー
代表取締役 小田 忠七
株式会社三和スーパー
代表取締役 中山 真依子
株式会社ダンボ
守屋 龍次
近藤 俊章
代表取締役 上野 郁夫
株式会社ニチエー
代表取締役 上野 郁夫
株式会社ニチエー
代表取締役 上野 郁夫
株式会社ニチエー
代表取締役 上野 郁夫
株式会社ニチエー
代表取締役 佐野 雄二
有限会社夢心
代表取締役 佐野 雄二
有限会社夢心
代表取締役 宇田 隆芳
株式会社調味
代表取締役 松田 充
株式会社壱歩
代表取締役 山本 和志
有限会社スリーホープ
山部 則浩
山部 則浩
代表取締役 田中 成樹
エスジープラス株式会社
取締役 河相 久恵
有限会社カワイ
畠山 裕博
株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平
福山うみしま観光株式会社 代表取締役 丹下 工
福山うみしま観光株式会社 代表取締役 丹下 工
馬越 康平
代表取締役 菅井 正一
日清医療食品株式会社
今畑 吉博
はっとりほたるの里株式会社 代表取締役 桐島 大陽
はっとりほたるの里株式会社 代表取締役 桐島 大陽
申請者＿役職名

営業所所在地１

営業所所在地２ 営業所名称１

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第201193号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-08 2009-10-16
飲食店営業 一般 第201194号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-08 2015-07-01

福山市神辺町大字新湯野４７番地１

菓匠茶屋
やまの宿・西元
レーヴ
半 田舎料理 おか星
らーめん・つけ麺 志堂
夕月

福山市神辺町大字川北１０７１番地３

ＪＡ福山市神辺アグリセンター(ふれあい市)

加工水産物販売業

福山市加茂町字中野２６２番地１

福山市神辺町大字新道上１０番地２６

福山市山野町大字山野７４３番地
福山市駅家町大字万能倉１２４５番地１ ２Ｆ

福山市加茂町大字下加茂５７４番地

福山市神辺町字十九軒屋２番地４

飲食店営業 一般 第201195号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-08 2015-06-23
飲食店営業 一般 第201196号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-08 2015-09-14
飲食店営業 一般 第201197号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-08 2015-09-24
飲食店営業 一般 第201198号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-08 2015-10-30

一般 第201199号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-08 2003-06-11
食肉販売業 一般 第201200号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-08 1995-06-30
飲食店営業 一般 第201201号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-08 2009-10-09

福山市新市町大字新市９９６番地

加茂工場
おきな堂製パン所
おきな堂製パン所
おきな堂製パン所
小料理くわぎ

福山市新市町大字常１８１１番地１

生鮮館 株式会社三和スーパー

魚介類販売業

福山市新市町大字常１８１１番地１

生鮮館 株式会社三和スーパー

そうざい製造業

福山市新市町大字常１８１１番地１

生鮮館 株式会社三和スーパー

飲食店営業

福山市新市町大字常１８１１番地１

生鮮館 株式会社三和スーパー

加工水産物販売業

福山市神辺町大字川北１１２９番地６
福山市神辺町大字川北１１２９番地６
福山市神辺町大字川北１１２９番地６

福山市昭和町２番１０号

飲食店営業 一般 第201202号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-08 2009-10-09
菓子製造業 一般 第201203号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-08 2009-10-09
飲食店営業 一般 第201204号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-08 1991-09-12

Ｌｏｖｅｒｓ
福山市松浜町一丁目２番１８号 ほっと館１－Ｂ Ｋａｒｕｍｉａ
福山市新市町大字宮内３９８番地
冨久武
福山市新市町大字宮内４０番地１
株式会社ニチエー新市店
福山市新市町大字宮内４０番地１
株式会社ニチエー新市店
福山市新市町大字宮内４０番地１
株式会社ニチエー新市店
福山市新市町大字宮内４０番地１
株式会社ニチエー新市店
福山市川口町四丁目１１番２２号
ディオ福山南店
福山市川口町四丁目１１番２２号
ディオ福山南店
福山市東手城町二丁目１１番８号
株式会社調味
福山市松永町五丁目９番３０号
食楽魚菜 壱歩
福山市三之丸町４番２２号
二代目 杵屋
セブン－イレブン 福山元町店
福山市元町１２番１４号
１Ｆ
セブン－イレブン 福山元町店
福山市元町１２番１４号
１Ｆ
福山市神辺町字下御領１２５７番地１
Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ Ｒｅｓｏｒｔ
Ｃａｆｅ
福山市神辺町字下御領４６２番地３
珈琲館 ウッドハウス
福山市新市町大字金丸４４８番地３
ＦＲＥＳＨセンターはたけやま
福山市神辺町大字川北１１５５番地
神辺文化会館（CCW受託）
福山市神辺町大字新徳田５７９番地１
くつろぎの店 匠
福山市神辺町大字新徳田５７９番地１
くつろぎの店 匠
福山市昭和町９番５号Ｓビル２Ｆ
ＨＥＡＲＴＳ
福山市南本庄三丁目８番１７号
特定医療法人社団 宏仁会
福山市松浜町一丁目６番２１号 中原ビル２Ｆ ガールズバー リブレ
福山市駅家町大字服部本郷１２６６番地
はっとりほたるの里株式会社
福山市駅家町大字服部本郷１２６６番地
はっとりほたるの里株式会社
ルパティオビル２０１，２０２号室

介護老人保健施設 グリーンハウス宏喜苑
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飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
魚介類販売業

食肉販売業
加工水産物販売業

魚介類販売業
加工水産物販売業

魚介類販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業

喫茶店営業
飲食店営業
喫茶店営業
喫茶店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第201205号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-08 1997-07-18
第201207号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-08 2015-09-17
第201208号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-08 2015-09-17
第201209号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-08 1997-07-18
第201210号 2020-10-09 2026-03-31 2020-10-09 2020-10-09
第201211号 2020-10-09 2026-03-31 2020-10-09 2020-10-09
第201212号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-13 1976-06-30
第201213号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-13 2003-06-03
第201214号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-13 2003-06-03
第201216号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-13 2003-06-03
第201217号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-13 2003-06-03
第201218号 2020-10-13 2026-03-31 2020-10-13 2020-10-13
第201219号 2020-10-13 2026-03-31 2020-10-13 2020-10-13
第201225号 2020-10-15 2026-01-31 2020-10-15 2020-10-15
第201226号 2020-10-15 2025-12-31 2020-10-15 2020-10-15
第201227号 2020-10-15 2025-11-30 2020-10-15 2020-10-15
第201228号 2020-10-15 2025-11-30 2020-10-15 2020-10-15
第201232号 2020-10-15 2025-11-30 2020-10-15 2020-10-15
第201233号 2020-10-19 2025-10-31 2020-10-19 2020-10-19
第201234号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-19 1979-07-02
第201235号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-19 2015-06-16

第201236号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-19 2015-10-09
飲食店営業 一般 第201239号 2020-10-19 2025-10-31 2020-10-19 2020-10-19
自動販売機

一般 第201240号 2020-10-19 2025-10-31 2020-10-19 2020-10-19
飲食店営業 一般 第201242号 2020-10-19 2026-03-31 2020-10-19 2020-10-19
飲食店営業 一般 第201244号 2020-10-20 2025-11-30 2020-10-20 2020-10-20

そうざい製造業

飲食店営業 一般 第201245号 2020-10-20 2026-03-31 2020-10-20 2020-10-20
飲食店営業 一般 第201246号 2020-10-20 2025-10-31 2020-10-20 2020-10-20
菓子製造業 一般 第201247号 2020-10-20 2025-10-31 2020-10-20 2020-10-20

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿代表者 営業所所在地１
営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日 初回許可年月日
営業所所在地２ 営業所名称１
申請者＿申請者名
そうざい製造業 一般 第201248号 2020-10-20 2025-10-31 2020-10-20 2020-10-20
はっとりほたるの里株式会社 代表取締役 桐島 大陽 福山市駅家町大字服部本郷１２６６番地
はっとりほたるの里株式会社
代表取締役 平山 賢太郎 福山市曙町二丁目６番６号
飲食店営業 一般 第201249号 2020-10-20 2026-01-31 2020-10-20 2020-10-20
株式会社なか卯
なか卯 福山曙店
飲食店営業 一般 第201250号 2020-10-21 2025-11-30 2020-10-21 2020-10-21
取締役 桒田 美奈 福山市御幸町大字上岩成４７６番地５
有限会社ｍｉｎ
Ｋｉｔｃｈｅｎ ラム
福山市神辺町大字新湯野５４番地４
飲食店営業 一般 第201251号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-22 2015-07-21
村田 竜二
ＵＫステーキ Ｂａｍｂｏｏ
加工水産物の製造業 一般 第201252号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-22 2009-09-18
代表取締役 寺岡 壮一郎 福山市神辺町大字新徳田２３６番地２
マルフク株式会社
マルフク株式会社
株式会社ツバサコーポレーション 代表取締役 野島 義章 福山市神辺町大字新十九１番地１７
菓子製造業 一般 第201253号 2020-10-23 2025-10-31 2020-10-23 2020-10-23
Ｍｅｌｏｎ Ｑｕｅｅｎ 道上店
代表取締役 小川 雅久 福山市駅家町大字上山守２０８番地２
飲食店営業 一般 第201254号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-23 1991-07-25
有限会社小川製パン
有限会社小川製パン
代表取締役 小川 雅久 福山市駅家町大字上山守２０８番地２
飲食店営業 一般 第201255号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-23 1991-07-25
有限会社小川製パン
有限会社小川製パン
代表取締役 小川 雅久 福山市駅家町大字上山守２０８番地２
菓子製造業 一般 第201256号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-23 1991-07-25
有限会社小川製パン
有限会社小川製パン
福山市駅家町大字助元４３７番地
飲食店営業 一般 第201259号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-23 2015-09-24
児玉 晶子
山の薫りのおもてなし 楓花
福山市駅家町大字近田４３４番地２
飲食店営業 一般 第201261号 2020-10-23 2025-10-31 2020-10-23 2020-10-23
董 海生
台湾料理 新天地
そうざい製造業 一般 第201262号 2020-10-23 2025-10-31 2020-10-23 2020-10-23
福山市駅家町大字近田４３４番地２
董 海生
台湾料理 新天地
飲食店営業 移動販売車 第201263号 2020-10-23 2026-01-31 2020-10-23 2020-10-23
大嶋 皇貴
福山市内一円
ｂｌｕｅ ｓｋｙ
代表取締役 松山 真大 福山市神辺町大字新徳田２４７番地
飲食店営業 一般 第201264号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-26 2015-10-05
有限会社松山総合企画
焼肉 まつ山 神辺店
福山市春日町五丁目１３番３６号
飲食店営業 一般 第201265号 2020-10-26 2026-01-31 2020-10-26 2020-10-26
竹本 優子
ちょい呑み処 ゆうちゃん
飲食店営業 一般 第201266号 2020-10-26 2025-11-30 2020-10-26 2020-10-26
障害福祉サービス事業所 風
社会福祉法人まほろば学園 理事長 藤井 康弘 福山市千田町二丁目１５番２５号
加工水産物販売業 一般 第201267号 2020-10-27 2026-01-31 2020-10-27 2020-10-27
セブン－イレブン福山新涯大橋西店
福山市新涯町四丁目１６番１６号
藤井 和泉
セブン－イレブン福山新涯大橋西店
福山市新涯町四丁目１６番１６号
飲食店営業 一般 第201268号 2020-10-27 2026-01-31 2020-10-27 2020-10-27
藤井 和泉
飲食店営業 移動販売車 第201276号 2020-10-28 2025-11-30 2020-10-28 2020-10-28
檀上 眞
福山市内一円
真心
菓子製造業 一般 第201277号 2020-10-28 2026-02-28 2020-10-28 2020-10-28
山手 健
福山市水呑町４６８５番地１ サトウビル１０２ しゃらの樹
福山市新涯町二丁目４番２８号
飲食店営業 一般 第201278号 2020-10-28 2026-01-31 2020-10-28 2020-10-28
濱野 瑠衣子
月島
代表取締役 清水章登 福山市松永町一丁目９番地２
飲食店営業 一般 第201279号 2020-10-28 2025-12-31 2020-10-28 2020-10-28
株式会社アキト興運
Ｌ’ａｃｑｕａ
福山市入船町二丁目４番１５号 百軒堂ビルＢ棟２Ｆ－３ Ｃｌｕｂ Ｚ
飲食店営業 一般 第201280号 2020-10-29 2026-03-31 2020-10-29 2020-10-29
谷 孝梓
福山市沼隈町大字中山南１０２５番地
菓子製造業 一般 第201281号 2020-10-29 2026-02-28 2020-10-29 2020-10-29
石本 勝典
山南いしもと農園もち工房
魚介類販売業 一般 第201282号 2020-10-29 2026-02-28 2020-10-29 2020-10-29
中村 循
福山市内海町ロ２４０７番地
くうかい
有限会社フルイ・フード クリエイト 代表取締役 古井 達哉 福山市西深津町四丁目２番５０号
飲食店営業 一般 第201283号 2020-10-29 2026-01-31 2020-10-29 2020-10-29
医療法人すこやか会森近内科
タリーズコーヒージャパン株式会社 代表取締役 小林 義雄 福山市神辺町大字新道上１０番地２６ フジグラン神辺１Ｆ タリーズコーヒー広島神辺店
飲食店営業 一般 第201285号 2020-10-29 2025-10-31 2020-10-29 2020-10-29
加工水産物の製造業 一般 第201287号 2020-10-29 2026-02-28 2020-10-29 2020-10-29
福山市沼隈町大字上山南１４１番地６
樋口 義一
４３１樋口
福山市神辺町字十九軒屋２２２番地１
セブン－イレブン 神辺十九軒屋店
飲食店営業 一般 第201288号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-29 2009-06-22
金輪 啓祐
加工水産物販売業 一般 第201292号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-29 2009-06-22
福山市神辺町字十九軒屋２２２番地１
セブン－イレブン 神辺十九軒屋店
金輪 啓祐
飲食店営業 一般 第201293号 2020-10-30 2026-02-28 2020-10-30 2020-10-30
ベネフィットホテル株式会社 代表取締役 小林 みな子 福山市鞆町鞆５５５番地
醗酵カフェ
ソース類製造業 一般 第201294号 2020-10-30 2026-02-28 2020-10-30 2020-10-30
ベネフィットホテル株式会社 代表取締役 小林 みな子 福山市鞆町鞆５５５番地
醗酵カフェ
福山市神辺町字西中条１２７０番地
飲食店営業 一般 第201296号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-30 1997-10-23
佐藤 文彦
遊膳 五右衛門
福山市神辺町字下御領５２０番地１
飲食店営業 一般 第201297号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-30 2009-07-23
高橋 さおり
スナックさんぽ
福山市駅家町大字坊寺２３０番地
Ｐｅｒｅ Ｍｅｒｅ しあわせなパン。
飲食店営業 一般 第201298号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-30 2015-10-28
谷口 守
福山市駅家町大字坊寺２３０番地
Ｐｅｒｅ Ｍｅｒｅ しあわせなパン。
菓子製造業 一般 第201299号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-30 2015-10-28
谷口 守
福山市新市町大字新市１５１番地１
飲食店営業 一般 第201301号 2020-11-01 2026-10-31 2020-10-30 2015-10-27
城田 貞夫
スナック ジルバ
福山市南本庄三丁目１１番２２号
飲食店営業 一般 第201302号 2020-11-02 2025-11-30 2020-11-02 2020-11-02
横山 賢司
ＴＡＳＴＥ
福山市駅家町大字倉光３２９番地
飲食店営業 一般 第201303号 2020-11-02 2026-04-30 2020-11-02 2020-11-02
平川 裕子
１２０７
福山市御門町一丁目１０番１０号 渡辺ビル１Ｆ ピッツェリア ドマーニ
飲食店営業 一般 第201305号 2020-11-04 2026-03-31 2020-11-04 2020-11-04
須山 和民
飲食店営業 一般 第201306号 2020-11-04 2026-03-31 2020-11-04 2020-11-04
陶山 竜
福山市霞町一丁目４番３３号
鉄板食堂 バルコ
申請者＿役職名
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福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
谷本 己昭
山田 賢一
ＮＧＵＹＥＮ ＴＨＩ ＮＧＵＹＥＮ
株式会社モンテローザフーズ
河野 憲
内田 誠一
株式会社かねと
株式会社胡子屋
多田 紀代美
映クラ株式会社
南九フーズ株式会社
有限会社あおぞら
井上 博司
小野 宏美

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１

営業所所在地２ 営業所名称１

福山市御門町一丁目１０番１０号

福山市入船町二丁目１１番６号

福山市伏見町２番９号
代表取締役

大神 輝博 福山市元町１５番３４号

福山市霞町一丁目５番１号
福山市三之丸町３番４号
代表取締役
代表取締役

元町フレンドビル１Ｆ
ローズコート霞１０４号

松本ビル１Ｆ

藤井 啓之 福山市駅家町大字江良５４３番地１
吉岡 一夫 福山市若松町６番４号

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

ブランドブラン
お好み焼き やまや
ＱＵＡＮ ＶＩ ＱＵＥ
目利きの銀次
たこ焼き ＴＯ ビール だるま
Ｈａｒｖｅｓｔ

飲食店営業 一般 第201314号 2020-11-09 2026-03-31 2020-11-09 2020-11-09

胡子屋
ニチエー移動スーパーおまかせくん２号車

加工水産物販売業

移動販売車

そうざい製造業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

八剣伝 平成大前店
代表取締役 宮崎 圭師 福山市胡町１番２２号
南九フーズ株式会社
代表取締役 野田 実 福山市春日台１番８－４号
有限会社あおぞら
福山市伏見町４番６号
ステーキハウス アレイ
福山市延広町２番１８号
お食事処 おの
有限会社トムフーズプランニング 代表取締役 大石 智彦 福山市元町１３番１７号
夢の介
中山 孝雄
福山市宝町３番２０号
ＬＥ・ＭＩＲＯＩＲ
福山市御船町一丁目８番２７号
高橋 利彦
鳥政精肉店
福山市向陽町一丁目１０番８号
横山 良輔
Ｋａｐｅｈ－ｏｍｏｎ
代表取締役 山根 浩揮 福山市宝町３番２５号
有限会社いっとく
天下ばし
横山 稔
福山市伏見町４番３号
ともんちゃ
株式会社ハートフルサービス 代表取締役 佐藤 和彦 福山市船町２番２１号
しゅうらく
下江 佳嗣
福山市元町７番７号
丸忠商店
藤井 貴志
福山市延広町７番１５号
田中店舗１Ｆ 和彩酒膳 照月
福山市南本庄三丁目７番４号
羽田 孝雄
ミートショップやよい
福山市南本庄三丁目７番４号
羽田 孝雄
ミートショップやよい
福山市南本庄三丁目８番２８号
石井 照代
お万采てるてる
古志 大輔
福山市元町１２番１８号
くずし割烹 古まん
株式会社Guns'MusicEntertainment 代表取締役 岩本 利之 福山市御船町一丁目１３番１０号
grand soul cafe Guns'
山邊 直哉
福山市船町５番１８号
やま邊
代表取締役 松本 忠久 福山市南蔵王町六丁目２０番２０号
ウエルシア薬局株式会社
ウエルシア福山南蔵王店
中小路 孝彦
福山市東桜町２番１４号
一番食園 福山支店
福山市南本庄三丁目１２番１７号
髙尾 麗子
炉ばた天国「河童」
渡辺 武之
福山市笠岡町３番４号
笠岡や
福山市南本庄二丁目４番１－１０１号
近藤 徹彦
喫茶ローラン
福山市御幸町大字森脇４５８番地２
松本 五郎
喫茶リビエラ
福山市千田町三丁目１番２３号
三代地 啓治
ラーメンハウス
福山市御幸町大字森脇４２５番地５
志田 孝江
純喫茶しだ
取締役 園部 博基 福山市元町１２番８号
有限会社むらかみ
純喫茶ルナ
佐々木 佐恵子
福山市伏見町１番５号
コーヒーハウスアイビー
福山市御幸町大字中津原１４８９番地１
栗坪 士朗
中国料理 劉園
手島 裕
福山市元町７番６号
ＢＯＯＧＩＥ ＭＡＮ’Ｓ ＣＡＦＥ ポレポレ
代表取締役

飲食店営業 一般 第201310号 2020-11-06 2025-11-30 2020-11-06 2020-11-06
飲食店営業 一般 第201313号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-06 1994-11-04

一般 第201315号 2020-11-10 2025-11-30 2020-11-10 2020-11-10
飲食店営業 一般 第201316号 2020-11-10 2026-04-30 2020-11-10 2020-11-10
飲食店営業 一般 第201317号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-10 1976-11-11

からあげ専門こがねや 駅家店

福山市内一円

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第201308号 2020-11-05 2026-03-31 2020-11-05 2020-11-05
飲食店営業 一般 第201309号 2020-11-05 2026-03-31 2020-11-05 2020-11-05

山西 健三 福山市御幸町大字上岩成５９３番地１

ダイアパレス宝町リージェント店舗２
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そうざい製造業

第201322号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-10 2015-07-10
飲食店営業 一般 第201323号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-11 1997-11-19

魚介類販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
食肉販売業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
食肉販売業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

第201324号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-11 2015-07-10
第201325号 2020-11-12 2026-01-31 2020-11-12 2020-11-12
第201326号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-13 1994-11-17
第201327号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-13 2003-06-10
第201328号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-13 2003-07-30
第201329号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-13 2003-09-18
第201330号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-13 2015-07-10
第201332号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-13 2009-07-29
第201333号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-13 2009-06-26
第201334号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-13 2009-07-03
第201335号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-13 2009-07-24
第201336号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-13 2009-07-31
第201337号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-13 2009-08-12
第201338号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-13 2009-08-18
第201339号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-13 2009-08-18
第201340号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-13 2009-10-15
第201341号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-13 2015-10-05
第201342号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-13 2015-11-10
第201343号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-13 2015-12-01
第201348号 2020-11-13 2026-01-31 2020-11-13 2020-11-13
第201349号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-16 1979-10-13
第201350号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-16 1982-09-14
第201351号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-16 1970-10-29
第201352号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-16 1973-08-14
第201353号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-16 1979-12-15
第201354号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-16 1984-12-01
第201355号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-16 1976-10-14
第201356号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-16 1976-10-21
第201357号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-16 1982-10-22
第201358号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-16 1985-07-03
第201359号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-16 1988-08-09

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
吉田 稔
片岡 繁生
大原 謙一
徳永製菓株式会社
株式会社天満屋
有限会社高橋食品製造所
岸守 豊裕
宍戸 克美
ベトナムハウス株式会社
山本 潤
山本 沙織
小林 義貴
清水 成人
澤 正郎
澤 正郎
映クラ株式会社
株式会社トイダック
Ａｎｏｎ株式会社
谷本 克子
株式会社サンホテル
大塚 純代
大塚 純代
川上 雄生
松本 浩二
株式会社セレマ
唐名潮株式会社
髙橋 正美
髙橋 正美
長田 弘嗣
梁川 あゆみ
高下 昇
槙原 由和
槙原 由和
有限会社ブックメイト
大黒天物産株式会社
三国開発産業株式会社
真田 公司
株式会社でりかエッセン
宇田 宏作
宇田 宏作
吉田 朗太

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１
福山市伏見町４番１７号
福山市船町５番１８号

営業所所在地２ 営業所名称１

福山市本庄町中二丁目２番１号
代表取締役

福山市胡町４番２１号
江國 成基 福山市元町１番１号

代表取締役

高橋 秀明 福山市丸之内二丁目１２番１１号

代表取締役

上迫 豊

株式会社天満屋 福山店７Ｆ催事場

菓子製造業 一般 第201365号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-16 2003-11-12
豆腐製造業 一般 第201366号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-16 1994-06-09

代表取締役

山西 健三 福山市三之丸町３０番１号

代表取締役

鴨田 誓一 福山市手城町四丁目３３番２４号

横浜家系ラーメン 福山魂心家

代表取締役

中川 龍一 福山市多治米町六丁目１４番３４号

手羽から
たに本
サンホテル福山

代表取締役 ファン・シュアン・タオ

福山市北本庄一丁目４番８号
福山市伏見町２番６号
福山市昭和町１０番１号
ノダビル１Ｆ
ＳＡＴＯ８ビル ５階Ｆ号室
福山市昭和町１０番１０号
福山市内一円
福山市木之庄町一丁目１４番１９号

福山市沖野上町五丁目４番１２号
福山市沖野上町五丁目４番１２号

福山市三吉町南二丁目６番２７号 谷本ビル１Ｆ
代表取締役

坂田 光徳 福山市城見町一丁目２番３３号
福山市西町三丁目１９番２３号
福山市西町三丁目１９番２３号

福山市伏見町４番２１号
福山市住吉町３番１２号

Ｐｕｒｅｃｉｔｙ住吉ＹＫＳビル２Ｆ

代表取締役

齋藤 秀市 福山市東深津町三丁目１４番１号

代表取締役

呉 志軍 福山市南町９番３０号
１Ｆ
福山市西町一丁目５番２０号
福山市西町一丁目５番２０号
福山市船町４番４号
ローズプラッツ３Ｆ－Ｄ
福山市昭和町４番６号
福山市神辺町字十九軒屋２５３番地２ 区画Ｃ

飲食店営業 一般 第201363号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-16 1994-06-15
菓子製造業 一般 第201364号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-16 1957-07-01

飲食店営業 一般 第201367号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-16 2009-06-10
飲食店営業 一般 第201368号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-16 2009-09-28
飲食店営業 一般 第201369号 2020-11-16 2025-11-30 2020-11-16 2020-11-16
飲食店営業 一般 第201371号 2020-11-17 2026-03-31 2020-11-17 2020-11-17
飲食店営業 一般 第201372号 2020-11-17 2026-03-31 2020-11-17 2020-11-17
飲食店営業 移動販売車 第201373号 2020-11-17 2026-03-31 2020-11-17 2020-11-17
飲食店営業 一般 第201374号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-19 2015-06-05
飲食店営業 一般 第201376号 2020-11-20 2026-03-31 2020-11-20 2020-11-20

一般 第201377号 2020-11-20 2026-03-31 2020-11-20 2020-11-20
飲食店営業 一般 第201382号 2020-11-25 2025-11-30 2020-11-25 2020-11-25
飲食店営業 一般 第201383号 2020-11-25 2026-01-31 2020-11-25 2020-11-25

そうざい製造業

飲食店営業 一般 第201384号 2020-11-25 2026-03-31 2020-11-25 2020-11-25
飲食店営業 一般 第201386号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-26 1991-09-18

ファミリーマート福山西町三丁目店

飲食店営業 一般 第201387号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-26 2009-07-24
飲食店営業 一般 第201388号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-26 2015-07-27

ファミリーマート福山西町三丁目店

加工水産物販売業

たちより酒場 ゆう酔
ＴＫＧ

一般 第201392号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-26 2015-07-27
飲食店営業 一般 第201393号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-26 2015-10-23
飲食店営業 一般 第201394号 2020-11-26 2026-03-31 2020-11-26 2020-11-26

ウエディングパルコ アルジェント ＣＡＬＳＡＤＡ 飲食店営業 一般 第201395号 2020-11-26 2026-01-31 2020-11-26 2020-11-26
セブン－イレブン福山西町１丁目店

盛

飲食店営業 一般 第201396号 2020-11-26 2026-03-31 2020-11-26 2020-11-26
飲食店営業 一般 第201397号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-26 2009-06-01

セブン－イレブン福山西町１丁目店

加工水産物販売業

旬庵 あ茶ら
ｋａｒｕｍｉａ
時時紅豆餅店

一般 第201401号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-26 2009-06-01
飲食店営業 一般 第201402号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-26 2009-09-24
飲食店営業 一般 第201404号 2020-11-27 2026-03-31 2020-11-27 2020-11-27

福山市南松永町二丁目３番３７号

セブン－イレブン福山南松永店

飲食店営業 一般 第201405号 2020-11-27 2026-04-30 2020-11-27 2020-11-27
飲食店営業 一般 第201406号 2020-11-30 2025-12-31 2020-11-30 2020-11-30
加工水産物販売業

福山市南松永町二丁目３番３７号

セブン－イレブン福山南松永店

代表取締役

難波 誠 福山市南手城町四丁目７番１６号

代表取締役

大賀 昭司 福山市神辺町字上御領１００番地１

代表取締役

平谷 富昭 福山市御幸町大字中津原４５９番地３

お、おいしいっ。う、うまっ。
小田精肉ＰＣ
ホテル ビバシャンテ
リストランテ真田
デパそら
セブン－イレブン福山東町店
セブン－イレブン福山東町店
ＲＯＨＴＡ ＢＡＲ

代表取締役

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第201360号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-16 1988-12-01
飲食店営業 一般 第201362号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-16 1991-11-06

高橋食品製造所
お好み焼 時代屋
炭焼 和
ベトナムハウス
ＬＡ ＧＲＡＮＤＥ ＤＡＭＥ
ｅｔｅｒｎｏ
がれわん
楊貴妃
さわやかファーム備後
さわやかファーム備後
大阪王将福山駅店

福山市南本庄三丁目１４番１１号

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

いづも庵
八十吉
ニコ
徳永製菓株式会社

福山市延広町２番１１号１Ｆ
赤木 信浩 福山市元町１番１号
福山市東町三丁目８番１３号
福山市東町三丁目８番１３号
福山市船町３番３号 ２Ｆ
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一般 第201410号 2020-11-30 2025-12-31 2020-11-30 2020-11-30
菓子製造業 一般 第201411号 2020-11-30 2026-01-31 2020-11-30 2020-11-30
食肉販売業 一般 第201412号 2020-11-30 2026-04-30 2020-11-30 2020-11-30
飲食店営業 一般 第201413号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-30 1976-08-24
飲食店営業 一般 第201414号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-30 2003-10-02
飲食店営業 一般 第201415号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-30 2015-06-23
飲食店営業 一般 第201416号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-30 2015-08-26

一般 第201420号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-30 2015-08-26
飲食店営業 一般 第201421号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-30 2015-10-14

加工水産物販売業

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１

株式会社ＧＡＮＢＯフードサービス

代表取締役

荒木 仁

福山市御幸町大字上岩成８６７番地１

代表取締役 佐藤 浩一
佐藤商事株式会社
井本 貴士
代表社員 土屋 幹男
合同会社ツチヤ
有限会社プチットメールダイゴ 代表取締役 大村 茂
有限会社プチットメールダイゴ 代表取締役 大村 茂
取締役 田口 研一
有限会社タムズ
木原 博之
代表取締役 豊田 健路
有限会社とよた

ナショナル・ベンディング株式会社

元山 雪奈
株式会社Ｍ ＣＲＯＷＮ
服部 美紀子
中山 愛子
天野 鈴江
ワタミ株式会社
有限会社川崎食鳥

営業所所在地２ 営業所名称１

福山市伏見町２番１３号
福山市船町８番２２号
福山市引野町一丁目２３番１６号

福山市東桜町３番４号
福山市三吉町四丁目４番８号
福山市御幸町大字森脇９７５番地１

福山市元町１３番２６号
福山市元町１２番１３号

代表取締役

藤山 雄一郎 福山市千田町四丁目１７番２３号

代表取締役

吉村 美紀 福山市駅家町大字上山守４４４番地１

福山市昭和町４番１８号６番館３階Ｄ号

福山市松浜町一丁目１３番１号

福山市内一円
福山市新涯町四丁目３番３７号

セトウチビル２階２０２号

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

初回許可年月日 当初許可年月日

鳥三郎福山御幸店
とう爺
ｃａｆｅ ＆ ｂａｒ Ｆｕｌｌ Ｆｕｌｌ
お好み焼 鉄板焼 ツチヤ
福山郵便局職員食堂
福山税務署職員食堂
ことほぎ
味采
魚勝
和田製作所有限会社
ｒｅｔｕｒｎ
ｌｏｕｎｇｅ 吉村
Ｌａ Ｄｏｎｎａ
くれーぷ中山家
木馬

飲食店営業 一般 第201422号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-30 2015-07-08
飲食店営業 一般 第201423号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-30 2009-10-06

加工水産物販売業

飲食店営業 一般 第201424号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-30 2015-06-09
飲食店営業 一般 第201425号 2020-11-30 2026-01-31 2020-11-30 2020-11-30
飲食店営業 一般 第201426号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-30 1988-06-03
飲食店営業 一般 第201427号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-30 1988-10-19
飲食店営業 一般 第201428号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-30 2015-07-31
飲食店営業 一般 第201429号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-30 2015-11-24
飲食店営業 一般 第201430号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-30 1994-11-04
喫茶店営業 自動販売機 第201431号 2020-12-01 2026-11-30 2020-11-30 1979-09-21
飲食店営業 一般 第201432号 2020-12-01 2026-03-31 2020-12-01 2020-12-01
飲食店営業 一般 第201433号 2020-12-01 2026-04-30 2020-12-01 2020-12-01
飲食店営業 一般 第201434号 2020-12-01 2026-03-31 2020-12-01 2020-12-01
飲食店営業 移動販売車 第201435号 2020-12-01 2026-05-31 2020-12-01 2020-12-01
飲食店営業 一般 第201436号 2020-12-02 2026-01-31 2020-12-02 2020-12-02

代表取締役

清水 邦晃 福山市多治米町二丁目８番１０号

ワタミの宅食 広島福山南営業所

代表取締役

川崎 則雄 福山市山手町六丁目２１番３号

有限会社川崎食鳥

株式会社Ｕ．Ｂ．Ｉ．Ｓ．ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ

代表取締役

ノーティヤル・サッチン

福山市駅家町大字倉光１４０番地１

ナマステ・ガネーシャ 福山駅家店

一般 第201440号 2020-12-02 2026-03-31 2020-12-02 2020-12-02
食肉処理業 一般 第201442号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-03 1988-12-05
飲食店営業 一般 第201444号 2020-12-03 2026-04-30 2020-12-03 2020-12-03

ワタミ株式会社
有限会社かもめ荘
株式会社グリル壱乃藏
三藤 豊子
井上 一子
岸本 宏文
岸本 宏文
岸本 宏文
岸本 宏文
藤谷 良樹
井田 陽之
竹本 節子
株式会社オンリーワン
株式会社オンリーワン
株式会社オンリーワン
馬屋原 俊明
馬屋原 俊明
岡本 克子
有限会社ホテル赤坂
熊谷 光哉
作田 清治
福山市農業協同組合
三上 貴士

代表取締役

清水 邦晃 福山市駅家町大字近田４６１番地

ワタミの宅食 広島福山北営業所

加工水産物販売業

代表取締役

竹中 延久 福山市瀬戸町大字長和４９２番地

代表取締役

林 倫男 福山市東町一丁目２番１０号
福山市柳津町１９４８番地３

有限会社かもめ荘
グリル壱乃藏
みとう
井上食堂
チューリップ金江店
チューリップ金江店
チューリップ金江店
チューリップ金江店
キッチンアラスカ
お好み焼 いだ
パブ タカヤ
オンリーワン明王台店
オンリーワン明王台店
オンリーワン明王台店
ローソン福山瀬戸町店
ローソン福山瀬戸町店
蔵
有限会社ホテル赤坂
光哉
作田商店
ＪＡ福山市瀬戸ふれあい市
末広

福山市松永町二丁目１３番１６号

福山市金江町藁江４９３番地４
福山市金江町藁江４９３番地４
福山市金江町藁江４９３番地４
福山市金江町藁江４９３番地４
福山市瀬戸町大字地頭分１１９１番地１

福山市高西町一丁目７番３４号

福山市今津町２１５番地７
代表取締役
代表取締役
代表取締役

下井 豊
下井 豊
下井 豊

福山市明王台三丁目１２番２６号
福山市明王台三丁目１２番２６号
福山市明王台三丁目１２番２６号
福山市瀬戸町大字山北３４８番地１
福山市瀬戸町大字山北３４８番地１

福山市松永町六丁目１１番３４号
代表取締役

角田 雅樹 福山市瀬戸町大字山北５０１番地１

福山市松永町六丁目１０番５８号

福山市金江町金見２９４６番地１
代表理事

佐藤 宏 福山市瀬戸町地頭分６８９番地１
福山市南松永町一丁目１９番２８号
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一般 第201448号 2020-12-04 2026-04-30 2020-12-04 2020-12-04
飲食店営業 一般 第201449号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-04 1996-11-01
一般 第201450号 2020-12-07 2026-05-31 2020-12-07 2020-12-07
飲食店営業 一般 第201451号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-07 1979-09-21
飲食店営業 一般 第201452号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-07 1964-09-04

そうざい製造業

飲食店営業 一般 第201453号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-07 1976-12-17

一般 第201454号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-07 1976-12-17
食肉販売業 一般 第201456号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-07 1976-12-17

魚介類販売業

一般 第201457号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-07 1976-12-17
飲食店営業 一般 第201458号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-07 1979-07-19
飲食店営業 一般 第201459号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-07 1988-10-07

加工水産物販売業

飲食店営業 一般 第201460号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-07 1988-12-01

一般 第201461号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-07 1991-12-09
食肉販売業 一般 第201463号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-07 1991-12-09

魚介類販売業

一般 第201464号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-07 1991-12-09
飲食店営業 一般 第201465号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-07 2003-12-11

加工水産物販売業

一般 第201469号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-07 2003-12-11
飲食店営業 一般 第201470号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-07 2003-11-20
飲食店営業 一般 第201471号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-07 2003-11-21

加工水産物販売業

飲食店営業 一般 第201474号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-07 2009-08-31

一般
一般
飲食店営業 一般

加工水産物販売業

第201480号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-07 2009-12-24

加工水産物販売業

第201481号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-07 2009-11-18
第201483号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-08 2015-12-11

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
村上 由記
ＴＡＩ ＬＥＯＮＩＳＡ ＣＡＶＡＮ
韓 金龍
ワタミ株式会社
中下 和美
小川 智弘
池上 陽生
中元 敏江
株式会社ハローズ
能宗 都子
株式会社黒船屋
ＮＡＵＴＩＹＡＬ ＤＩＬＩＰ
株式会社リバーシップ
有田 瑞美
伊藤 賢二
仲 國治
株式会社アペックス西日本
サルボ両備株式会社
占部 将
占部 将
株式会社すき家
株式会社シンコー
田中 義彦
株式会社ハローズ
ピーシークリエイト株式会社

申請者＿役職名

代表取締役

申請者＿代表者

営業所所在地１
福山市今津町２２４５番地

営業所所在地２ 営業所名称１

福山市入船町二丁目１１番８号

第１プレジャータウン

代表取締役

代表取締役

代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役

ＦＯＲＥＶＥＲ＆ＣＯＭＰＡＮＹ株式会社

代表取締役

有限会社中野屋
有限会社中野屋
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
松本 歩
株式会社吉田フーズ
株式会社ユニオンビル
藤井 誠史
株式会社ハローズ
株式会社ｅｎｉｖｒａｎｔ

代表取締役

ワインシヨツプモンデン有限会社

代表取締役

ワインシヨツプモンデン有限会社

代表取締役

有限会社たんと
株式会社あいるらいふ

代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役

代表取締役

初回許可年月日 当初許可年月日

菓子製造業 一般 第201485号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-08 2003-08-21
飲食店営業 一般 第201487号 2020-12-08 2026-03-31 2020-12-08 2020-12-08

福山市御門町一丁目１０番５号
清水 邦晃 福山市南蔵王町二丁目２３番１０号

ワタミの宅食 広島福山営業所

加工水産物販売業

福山市鞆町鞆５１４番地１
福山市三之丸町３０番１号
福山市内一円

代表取締役

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

カナコのしあわせパン屋さん
スナック ＲＡＩＮＢＯＷ
アクトレス

幸さん家。
福山駅１Ｆ在来線コンコース
池上商店
福山市瀬戸町大字地頭分２２３３番地１
中元ベーカリー
佐藤 利行 福山市御幸町大字上岩成４６４番地８
株式会社ハローズ御幸店
福山市南松永町二丁目３番５２号
カラオケあるぢ家
住吉ｗｉｎｇ １０２号室 Ｃｅｎｔｕｒｙ Ｋ
吉川 香 福山市住吉町８番２２号
福山市緑町２番４４－２号
ＴＡＢＬＡ
利川 幸大 福山市元町１３番３号
９５ＢＬＤ Ｂ１階 焼肉酒場ほんで 福山店
福山市松永町３５３番地
焼肉リキ
福山市赤坂町大字赤坂１２８３番地３
あまんじゃく
福山市赤坂町大字早戸１６１１番地１
なか鮮魚
日本ホイスト株式会社設計棟軒下
森 吉平 福山市津之郷町大字津之郷２５８番地４
松田 敏之 福山市津之郷町大字津之郷１８３番地１
福焼Ⅱ
福山市柳津町四丁目１番９号
ローソン福山柳津町四丁目店
福山市柳津町四丁目１番９号
ローソン福山柳津町四丁目店
浅沼 幹典 福山市高西町四丁目４番９号
すき家２国福山高西店
博多ラーメン味の蔵 サファ福山店
桑原 靖 福山市瀬戸町大字山北３００番地
福山市藤江町６３９６番地
柿原食堂（ローリエ）
佐藤 利行 福山市御幸町大字上岩成４６４番地８
株式会社ハローズ御幸店
工藤 将大 福山市三之丸町４番１号
グレイスビル１Ｆ パルクオーレ
古賀 大輔 福山市伏見町３番１６号
ＴＫＫビル
Ｆｒｅｅｍａｎ ｃｏｆｆｅｅ
セブン－イレブン福山松永バイパス入口店
山部 京子 福山市神村町５９８０番地３
セブン－イレブン福山松永バイパス入口店
山部 京子 福山市神村町５９８０番地３
佐藤 利行 福山市山手町四丁目１番６号
株式会社ハローズ山手店
佐藤 利行 福山市山手町四丁目１番６号
株式会社ハローズ山手店
佐藤 利行 福山市山手町四丁目１番６号
株式会社ハローズ山手店
福山市高西町四丁目４番３号
鳥まつ
吉田 亮太郎 福山市高西町三丁目２番２８号
博多ラーメン とんとん
森澤 芳江 福山市内一円
ＰＥＡｃｅＮＵＴＳ Ｃａｒ
福山市引野町一丁目１番１号
藤井堂
佐藤 利行 福山市新涯町三丁目２０番３号
株式会社ハローズ新涯店
古川 和秋 福山市伏見町３番２７号１Ｆ
ＷＩＮＥ ＳＨＯＰ ＣＨＯＩＳＩＲ
宇仁菅 和 福山市山手町四丁目２番２号
セブン－イレブン福山山手店
宇仁菅 和 福山市山手町四丁目２番２号
セブン－イレブン福山山手店
藤井 剛 福山市御門町一丁目６番２３号
日本料理 鞆膳
土岸 龍治 福山市柳津町４８６番地
特別養護老人ホーム 明翠園
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飲食店営業 一般 第201488号 2020-12-08 2026-03-31 2020-12-08 2020-12-08

一般 第201489号 2020-12-08 2026-01-31 2020-12-08 2020-12-08
飲食店営業 一般 第201490号 2020-12-08 2026-02-28 2020-12-08 2020-12-08
飲食店営業 一般 第201491号 2020-12-08 2026-05-31 2020-12-08 2020-12-08
飲食店営業

あん類製造業
魚介類販売業

飲食店営業
飲食店営業
そうざい製造業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
魚介類販売業

喫茶店営業

移動販売車

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第201492号 2020-12-08 2026-02-28 2020-12-08 2020-12-08
第201493号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-09 1982-11-18
第201494号 2020-12-09 2026-05-31 2020-12-09 2020-12-09
第201495号 2020-12-10 2025-12-31 2020-12-10 2020-12-10
第201496号 2020-12-10 2026-03-31 2020-12-10 2020-12-10
第201501号 2020-12-11 2026-03-31 2020-12-11 2020-12-11
第201503号 2020-12-14 2026-05-31 2020-12-14 2020-12-14
第201504号 2020-12-15 2025-12-31 2020-12-15 2020-12-15
第201505号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-16 1979-10-18
第201506号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-16 1976-12-02

第201507号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-16 1991-10-23
飲食店営業 一般 第201508号 2021-01-01 2025-12-31 2020-12-16 2015-07-13
飲食店営業 一般 第201509号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-16 2015-09-28
自動販売機

一般 第201513号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-16 2015-09-28
飲食店営業 一般 第201514号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-16 2003-09-17
飲食店営業 一般 第201515号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-16 2003-09-24

加工水産物販売業

飲食店営業 一般 第201516号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-16 2015-10-30
菓子製造業 一般 第201519号 2020-12-16 2026-05-31 2020-12-16 2020-12-16
飲食店営業 一般 第201521号 2020-12-17 2026-05-31 2020-12-17 2020-12-17
飲食店営業 一般 第201522号 2020-12-17 2026-05-31 2020-12-17 2020-12-17
飲食店営業 一般 第201523号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-17 2009-10-26

一般 第201527号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-17 2009-10-26
飲食店営業 一般 第201529号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-18 1994-11-24
食肉販売業 一般 第201531号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-18 1994-11-24

加工水産物販売業

一般 第201532号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-18 1994-11-24
飲食店営業 一般 第201533号 2020-12-21 2025-12-31 2020-12-21 2020-12-21

加工水産物販売業

そうざい製造業

一般

飲食店営業

移動販売車

第201534号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-21 2015-08-20

第201536号 2020-12-21 2026-05-31 2020-12-21 2020-12-21
飲食店営業 一般 第201537号 2020-12-21 2026-01-31 2020-12-21 2020-12-21
食肉販売業 一般 第201539号 2020-12-21 2026-01-31 2020-12-21 2020-12-21

飲食店営業 一般 第201540号 2020-12-22 2026-05-31 2020-12-22 2020-12-22
飲食店営業 一般 第201541号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-22 1994-12-05

一般
一般
飲食店営業 一般

加工水産物販売業

第201544号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-22 1994-12-05

魚介類販売業

第201547号 2020-12-23 2026-03-31 2020-12-23 2020-12-23
第201549号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-23 1997-11-28

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
株式会社ＳＨＯＹＡ
株式会社ＳＨＯＹＡ
株式会社ＢＯＯＮ Ｆａｃｔｏｒｙ
髙橋 美香
髙橋 秀明
株式会社きょうドゥリーム

営業所所在地１

申請者＿役職名

申請者＿代表者

代表取締役

麥田 翔也 福山市神辺町大字川南３４３番地８

代表取締役

麥田 翔也 福山市神辺町大字川南３４３番地８

代表取締役

澤口 学

代表取締役

株式会社鞆スコレ・コーポレーション

代表取締役

株式会社フューレック
久米 光子
渡辺 由香里

代表取締役

株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ 代表取締役

大衆酒場 北のメジロ
福山市松永町四丁目１３番２６号 オガワビル１Ｆ 鳥専 龍
福山市今津町四丁目７番１２号
たかはし家
浜岡 憲作 福山市瀬戸町大字山北４０１番地４
Ｃａｆｅ Ｍａｃｒｏ 美与利
村上 正高 福山市鞆町鞆１３６番地
鷗風亭
藤本 慎介 福山市船町４番１号
１階
中華ダイニング 青冥
福山市松永町四丁目９番１４号 大本ビル１Ｆ 気分家
福山市松永町四丁目１０番１５号 創和ビル３Ｆ ラウンジ 優
中川 清彦 福山市松永町三丁目２１番７０号
福山ケアセンター そよ風
西日本旅客鉄道株式会社 松永駅上りホーム
森 吉平 福山市松永町３４２番地１０
有吉 靖行 福山市松浜町一丁目１番１２号 ゴールドパレスビル３階 ＲＯＭＡＲＪＵ
本家 康隆 福山市駅家町大字万能倉５６５番地１
ほっかほっか亭 駅家店
野田 実 福山市春日台１番８－４号
有限会社あおぞら
野田 実 福山市春日台１番８－４号
有限会社あおぞら

代表取締役

代表取締役

石井 淳雄 福山市南手城町二丁目１１番１５号

株式会社マーチセブングループ

代表取締役

広中 孝一 福山市東深津町一丁目１０番１７号

中村 千代子
信愛サービス有限会社
ビクトン株式会社
三藤 圭司
有限会社安原商店
ユウベル株式会社

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

髙橋 良太 福山市南蔵王町二丁目２６番５１号
髙橋 良太 福山市南蔵王町二丁目２６番５１号

福山市内一円
福山市内一円
代表取締役

原田 淳一 福山市東深津町五丁目３番３２号

代表取締役

渡辺 敏幸 福山市引野町四丁目５０番３６号

福山市南手城町三丁目５番４号
代表取締役

福山市港町二丁目２番３号
荒木 栄作 福山市港町二丁目５番１９号
福山市南蔵王町六丁目３２番７号

福山市手城町四丁目２７番１４号

取締役 町口 修子 福山市曙町五丁目２番２７号
代表取締役

豊田 竜太 福山市西新涯町二丁目２２番地
福山市南蔵王町二丁目１０番１４号

代表取締役

端野 晴敏 福山市西深津町二丁目１番１５号

代表取締役

上田 堅司 福山市南蔵王町二丁目１７番１１号

一般財団法人中国港湾福利厚生協会 代表理事

西山 寛 福山市新涯町二丁目３０番１０号

楢崎 慶祐
佐々木 和彦
株式会社めだか
藤井 健晴
塚本 進
塚本 進

福山市南蔵王町六丁目３２番７－１０１号

福山市春日町七丁目９番４３号
代表取締役

ぶらっくラー麵しょうや 神辺店
ぶらっくラー麵しょうや 神辺店

福山市神辺町字十三軒屋１１番地１

株式会社アペックス西日本
合同会社ＲＯＭＡＲＪＵ
株式会社源家
有限会社あおぞら
有限会社あおぞら
株式会社ダスキン福山
株式会社ダスキン福山
繁田 則男
山根 愛
ヤマト食品株式会社
有限会社渡辺製菓
桑田 正己
豊田 貢市郎
協栄商事株式会社
荒川 雄司
株式会社アイ・エルグループ

代表社員

営業所所在地２ 営業所名称１

村田 剛 福山市延広町２番９号
福山市南蔵王町三丁目９番１８号 藤井ビル１０１号室

福山市新涯町三丁目２４番２５号
福山市新涯町三丁目２４番２５号

ミスタードーナツ福山蔵王ショップ
ミスタードーナツ福山蔵王ショップ

シゲタ鮮魚店
円
ヤマト食品株式会社
有限会社渡辺製菓
中国料理 新香園
中華料理龍軒
福山ロイヤルホテル１階
ゲストハウス シーン
喫茶 ラボンヌ
さぬきうどん天霧 東深津店
カラオケ ＮａＮａ（ナナ）
美福
竜ちゃん
やきとり 大吉 蔵王店
有限会社安原商店
平安祭典 福山東会館
福山港湾福祉センター
月下老
喫茶 芝
めだか２号店
オーパスワン
ツカモトストアー
ツカモトストアー
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営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第201550号 2020-12-24 2026-04-30 2020-12-24 2020-12-24

一般 第201551号 2020-12-24 2026-04-30 2020-12-24 2020-12-24
飲食店営業 一般 第201552号 2020-12-24 2026-04-30 2020-12-24 2020-12-24
飲食店営業 一般 第201553号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-24 2015-10-08

そうざい製造業

飲食店営業 一般 第201554号 2020-12-24 2025-12-31 2020-12-24 2020-12-24
飲食店営業 一般 第201555号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-24 2015-12-15

一般
一般
飲食店営業 一般
飲食店営業 一般
飲食店営業 一般

そうざい製造業

第201556号 2020-12-25 2026-02-28 2020-12-25 2020-12-25

そうざい製造業

第201557号 2020-12-25 2026-05-31 2020-12-25 2020-12-25

喫茶店営業

第201558号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-25 2003-08-14
第201559号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-25 2009-10-26
第201560号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-28 2015-10-30

第201562号 2021-01-01 2026-12-31 2020-12-28 1991-01-28
飲食店営業 一般 第201563号 2021-01-05 2026-03-31 2021-01-05 2021-01-05
飲食店営業 一般 第201564号 2021-01-06 2026-04-30 2021-01-06 2021-01-06
自動販売機

飲食店営業 一般 第201565号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-06 1988-09-29

一般 第201566号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-06 1988-09-29
飲食店営業 一般 第201567号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-06 1991-09-04
菓子製造業 一般 第201568号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-06 1991-09-04

そうざい製造業

魚介類販売業

移動販売車

第201569号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-06 2003-12-10

飲食店営業

移動販売車

第201571号 2021-02-01 2026-01-31 2021-01-06 2015-08-26

あん類製造業

菓子製造業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
そうざい製造業

飲食店営業
魚介類販売業
加工水産物販売業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第201572号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-06 1976-10-01
第201573号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-06 1994-11-22
第201574号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-06 1979-10-31
第201575号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-06 1979-11-16
第201576号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-06 1970-10-24
第201577号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-06 1988-08-11
第201578号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-06 1989-02-01
第201579号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-06 1994-08-24
第201580号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-06 1995-01-18
第201581号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-06 1995-02-01
第201582号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-06 1997-08-20
第201583号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-06 1997-09-11
第201585号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-06 1988-12-02
第201586号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-06 2003-08-01
第201587号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-06 2003-08-22
第201588号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-06 2003-11-13
第201589号 2021-01-07 2026-01-31 2021-01-07 2021-01-07
第201591号 2021-01-07 2026-05-31 2021-01-07 2021-01-07
第201592号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-07 2004-01-09
第201593号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-07 1973-12-14
第201596号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-07 1973-12-14

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
株式会社本多
山口 信幸
有限会社ミートデリカ井上
株式会社イフミ
有限会社タカタ
有限会社タカタ
原田 佳代
福山栄養給食株式会社
森下製菓株式会社
リンクス株式会社
株式会社宮地
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社吉浦
株式会社エブリイ
有限会社もりせん
宮本 弘一
三和食品株式会社
森田薬品工業株式会社
おいしい約束株式会社
近藤 慎治
池田糖化工業株式会社
池田糖化工業株式会社
池田糖化工業株式会社
有限会社三信商店
株式会社ホーミイダイニング
株式会社アペックス西日本
藤井 富生
株式会社Ｓｈｏｗａ
株式会社Ｓｈｏｗａ
麻生 泰

営業所所在地１

申請者＿役職名

申請者＿代表者

代表取締役

中本 靖司 福山市明神町二丁目１１番１８号

代表取締役

井上
石井
髙田
髙田

営業所所在地２ 営業所名称１

福山市引野町２４９３番地２
代表取締役
代表取締役
代表取締役

成人
謙作
宏幸
宏幸

福山市手城町一丁目７番１５号

福山市引野町一丁目１番１号
福山市南蔵王町五丁目１０番２号
福山市南蔵王町五丁目１０番２号

福山市新涯町一丁目３番４４号
代表取締役

廣中 信次 福山市東陽台一丁目２２番１号
森下 和広 福山市東深津町五丁目８番１７号

代表取締役

松本 眞

代表取締役

代表取締役

福山市箕島町６２８０番地３０
宮地 一文 福山市曙町四丁目５番１１号

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市南蔵王町二丁目１１番１９号

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市南蔵王町二丁目１１番１９号

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市南蔵王町二丁目１１番１９号

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市南蔵王町二丁目１１番１９号

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市南蔵王町二丁目１１番１９号

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市南蔵王町二丁目１１番１９号

代表取締役

吉浦 いづみ 福山市引野町五丁目３３番１７号

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市南蔵王町二丁目１１番１９号

代表取締役

森 宣二 福山市引野町４７４５番地１
福山市引野町南一丁目１８番２６－８号

代表取締役

河原 忠臣 福山市大門町二丁目７番２８号

代表取締役

竹内 良知 福山市大門町野々浜１０５９番地
岡部 知之 福山市高西町二丁目１番２５号

代表取締役

福山市駅家町大字万能倉８２５番地１ ２Ｆ

オグマアパート１０４

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

株式会社本多
引野食品
有限会社ミートデリカ井上
株式会社イフミ
ローソン福山第一病院前店
ローソン福山第一病院前店
和が家

加工水産物販売業

ＪＦＥプラントエンジ株式会社独身寮

飲食店営業

森下製菓株式会社
リンクス株式会社
株式会社宮地 曙工場１Ｆ
エブリイ蔵王店
エブリイ蔵王店
エブリイ蔵王店
エブリイ蔵王店
エブリイ蔵王店
エブリイ蔵王店
Ｃａｆｅ よしうら
エブリイ蔵王店
有限会社もりせん 引野工場
フランス菓子リヨン
三和食品株式会社

菓子製造業

加工水産物販売業

食肉販売業
加工水産物販売業

飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業

添加物製造業
そうざい製造業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業
魚介類販売業

食肉販売業
飲食店営業
加工水産物販売業

そうざい製造業

菓子製造業
そうざい製造業

森田薬品工業株式会社福山工場

清涼飲料水製造業

おいしい約束株式会社 福山工場

菓子製造業

なにわ料理 藤
池田糖化工業株式会社

そうざい製造業

代表取締役

池田 直之 福山市箕沖町９５番地
池田 直之 福山市箕沖町９７番地
池田 直之 福山市箕沖町９７番地

代表取締役

山下 英二 福山市南蔵王町三丁目７番２６号

代表取締役

岡﨑 真悟 福山市明神町一丁目２番４０号

レストラン ドゥ ラフィネ
株式会社ホーミイダイニング

代表取締役

森 吉平 福山市大門町四丁目１５番５号

福山栄養給食株式会社（ＣＣＷ）

喫茶店営業

宮地商店

加工水産物の製造業

代表取締役
代表取締役

福山市東深津町二丁目１０番１７号

箕島工場ＡＡ棟２階ＦＦ室

菓子製造業

池田糖化工業株式会社箕島工場Ｋ２棟アセプ

そうざい製造業

池田糖化工業株式会社箕島工場Ｋ２棟アセプ

清涼飲料水製造業

飲食店営業
フードサービス事業本部

そうざい製造業

代表取締役

高田 勝志 福山市春日町一丁目１番２０号

セブン－イレブン 福山春日１丁目店

飲食店営業

代表取締役

高田 勝志 福山市春日町一丁目１番２０号

セブン－イレブン 福山春日１丁目店

加工水産物販売業

喫茶 辻が花

飲食店営業

福山市東手城町三丁目２９番８号

株式会社マーチセブングループ

代表取締役

広中 孝一 福山市引野町四丁目１１番５号

株式会社マーチセブングループ

株式会社マーチセブングループ

代表取締役

広中 孝一 福山市引野町四丁目１１番５号

株式会社マーチセブングループ 天霧麺体工場 麺類製造業

株式会社アペックス西日本
池田糖化工業株式会社
株式会社西日本吉野家
長谷川 眞理子

代表取締役

森 吉平 福山市大門町大門

ＪＲ大門駅

代表取締役

池田 直之 福山市南手城町二丁目３２番１４号

池田糖化工業株式会社手城第一工場３階Ｌ室

代表取締役

勝田 彰宏 福山市新涯町五丁目３４番１４号

吉野家 福山新涯店
いしだ喫茶

福山市引野町三丁目２４番１４号

天霧食材加工場

飲食店営業
喫茶店営業
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一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
自動販売機

一般
一般
一般
一般
一般
一般

初回許可年月日 当初許可年月日

第201598号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-07 1985-08-21
第201602号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-07 1994-12-26
第201603号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-07 1997-12-01
第201605号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-07 1997-12-17
第201606号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-07 2009-08-03
第201610号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-07 2009-08-03
第201612号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-07 2015-12-09
第201613号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-08 1968-09-26
第201614号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-08 1979-11-16
第201615号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-08 2009-09-16
第201616号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-08 2015-12-21
第201617号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-08 2015-10-05
第201618号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-08 2015-10-05
第201619号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-08 2015-10-05
第201620号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-08 2015-10-05
第201621号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-08 2015-10-05
第201623号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-08 2015-10-05
第201624号 2021-01-08 2026-01-31 2021-01-08 2021-01-08
第201626号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-08 2015-10-05
第201629号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-08 2015-12-15
第201630号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-12 1973-10-26
第201631号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-12 1988-08-02
第201632号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-12 2003-10-09
第201633号 2021-01-12 2026-06-30 2021-01-12 2021-01-12
第201634号 2021-01-13 2026-04-30 2021-01-13 2021-01-13
第201635号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-13 2009-07-31
第201636号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-13 2004-01-16
第201637号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-13 1998-01-23
第201639号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-15 1997-12-17
第201642号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-15 2015-12-15
第201643号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-15 2016-01-22
第201644号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-15 2003-09-25
第201648号 2021-01-18 2026-01-31 2021-01-18 2021-01-18
第201652号 2021-01-18 2026-01-31 2021-01-18 2021-01-18
第201653号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-18 1980-01-18
第201654号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-18 1991-09-11
第201655号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-18 1991-09-11

第201657号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-18 2004-01-06
菓子製造業 一般 第201661号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-18 2009-09-01
飲食店営業 一般 第201664号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-18 2015-09-14
自動販売機

飲食店営業 一般 第201665号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-18 1991-08-07

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
池田糖化工業株式会社
農宗 真利子
農宗 真利子
奥迫 尚
奥迫 尚
宇田 隆政
株式会社ライフイート
藤井 健太郎
村上 啓介
村上 啓介
佐藤 明
株式会社ＨＡＲＥ
株式会社ＮＢＦ
有限会社たかの
原薗 和也
原薗 和也
中田 康好
中田 康好

営業所所在地１

申請者＿役職名

申請者＿代表者

代表取締役

池田 直之 福山市箕沖町９７番地

代表取締役

営業所所在地２ 営業所名称１

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

池田糖化工業株式会社（Ｌ棟）

ソース類製造業

福山市御幸町大字中津原１９５５番地１

セブン－イレブン福山御幸町中津原店

飲食店営業

福山市御幸町大字中津原１９５５番地１

セブン－イレブン福山御幸町中津原店

加工水産物販売業

福山市南蔵王町二丁目４番２号

セブン－イレブン福山南蔵王２丁目店

飲食店営業

福山市南蔵王町二丁目４番２号

セブン－イレブン福山南蔵王２丁目店

加工水産物販売業

福山市新涯町二丁目２４番６号

飲食店営業

福山市引野町一丁目３１番２７号

たかや
すし丸春日店
ＴＥＲＲＡＣＥ ｃａｆｅ ＰＡＬＭ

福山市南手城町一丁目２番２５号

ファミリーマート南手城一丁目店

飲食店営業

福山市南手城町一丁目２番２５号

ファミリーマート南手城一丁目店

加工水産物販売業

ＢＡＲ ＡＸＩＡ
ＨＡＲＥ／ＰＡＮ 福山店
から丸 福山南蔵王店
仕出し弁当たかの
ｓｕｎｎｙ ｂｕｒｇｅｒｓ
ｓｕｎｎｙ ｂｕｒｇｅｒｓ

飲食店営業

大森 康晴 福山市春日町六丁目１番６号

福山市松浜町一丁目７番９号
代表取締役

佐々木 正知 福山市南蔵王町二丁目１４番２９号

代表取締役

鶴原 和行 福山市南蔵王町六丁目１８番２２号

代表取締役

髙野 敏幸 福山市沼隈町大字常石９８９番地１

福山市内海町ハ３４０番地７
福山市内海町ハ３４０番地７
福山市伊勢丘五丁目３番５号
福山市伊勢丘五丁目３番５号

マリンタワー５ １０２

飲食店営業
飲食店営業

菓子製造業
飲食店営業
そうざい製造業

飲食店営業
そうざい製造業

セブン－イレブン福山伊勢丘５丁目店

飲食店営業

セブン－イレブン福山伊勢丘５丁目店

加工水産物販売業

支部

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

初回許可年月日 当初許可年月日

第201666号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-18 1982-10-29
第201667号 2021-01-19 2026-05-31 2021-01-19 2021-01-19
第201671号 2021-01-19 2026-05-31 2021-01-19 2021-01-19
第201672号 2021-01-19 2026-01-31 2021-01-19 2021-01-19
第201676号 2021-01-19 2026-01-31 2021-01-19 2021-01-19
第201677号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-19 1988-10-07
第201678号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-19 1996-11-19
第201679号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-19 2015-11-16
第201680号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-19 2015-11-24
第201684号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-19 2015-11-24
第201685号 2021-01-19 2026-03-31 2021-01-19 2021-01-19
第201686号 2021-01-20 2026-01-31 2021-01-20 2021-01-20
第201687号 2021-01-20 2026-01-31 2021-01-20 2021-01-20
第201688号 2021-01-20 2026-02-28 2021-01-20 2021-01-20
第201689号 2021-01-20 2026-02-28 2021-01-20 2021-01-20
第201690号 2021-01-20 2026-02-28 2021-01-20 2021-01-20
第201691号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-20 2018-02-22
第201695号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-20 2003-12-10
第201699号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-20 2009-08-07

グリーンコープ生活協同組合ひろしま 代表理事 金築 英司 福山市南蔵王町四丁目２番１５号

グリーンコープ生活協同組合ひろしま福山

株式会社アペックス西日本
くら寿司株式会社
株式会社アペックス西日本
株式会社サクセスズ
株式会社サクセスズ
株式会社アペックス西日本
株式会社ＭＫＪ
株式会社ＭＫＪ
合同会社Ａｃｈｉｅｖｅｍｅｎｔ
株式会社ネオスト
畝矢 尊司
畝矢 尊司
長田 治良
長田 治良
上坂 絵理
星野 充範
門田 徳昭
株式会社ジョイフル中国
平山 安夫
株式会社アペックス西日本
坂本 真世美
株式会社あきんどスシロー

福山市大門町三丁目２６番２８号

大徳青果有限会社
くら寿司福山東深津店
株式会社福山中央水産
ローソン福山引野町一丁目店
ローソン福山引野町一丁目店
グリーンタクシー本社（ＣＣＷ）
ローソン沖野上店
ローソン沖野上店
ゴールデンケチャップ
博多ラーメン龍 福山緑町店
パン工房パリジャン
パン工房パリジャン
ブーランジェリー ハル
ブーランジェリー ハル
ＤＡＲＵＭＡＹＡ ＣＡＦＥ
紅衣
まちゃけん家

林 信太郎 福山市東深津町三丁目１６番３号

ファミリーレストラン ジョイフル東深津店

飲食店営業

福山市蔵王町三丁目１０番１６号

本家かまどや福山東インター店

飲食店営業

森 吉平 福山市箕沖町１０５番地３
福山市延広町３番５号
堀江 陽 福山市新涯町三丁目２１番３号

藤井商事株式会社福山（ＣＣＷ受託）

喫茶店営業

自動販売機

お好み焼き・鉄板焼 りえもん家

第201729号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-26 2015-10-08
飲食店営業 一般 第201730号 2021-01-26 2026-05-31 2021-01-26 2021-01-26

スシロー福山新涯店

加工水産物販売業

一般

代表取締役

森 吉平 福山市引野町一丁目１番１号

代表取締役

田中 邦彦 福山市東深津町三丁目１８番２０号

代表取締役

森 吉平 福山市引野町一丁目１番１号

代表取締役

作野 幸治 福山市引野町一丁目１４番２０号

代表取締役

作野 幸治 福山市引野町一丁目１４番２０号

代表取締役

森 吉平 福山市南手城町二丁目２７番７号

代表取締役

松村 賢吾 福山市沖野上町二丁目７番３２号

代表取締役

松村 賢吾 福山市沖野上町二丁目７番３２号

代表社員

貝原 直行 福山市三之丸町３番７号

代表取締役

宮本 純 福山市緑町２番１－６号
福山市引野町三丁目２４番１４号
福山市引野町三丁目２４番１４号
福山市東深津町一丁目９番６０号
福山市東深津町一丁目９番６０号
福山市大門町五丁目２番６－１号

福山市春日町七丁目３番３号１Ｆ
代表取締役

代表取締役

代表取締役
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加工水産物販売業

喫茶店営業

第201700号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-21 2015-08-27
飲食店営業 一般 第201701号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-21 2009-08-14
喫茶店営業 自動販売機 第201702号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-21 2015-11-16
自動販売機

飲食店営業 一般 第201703号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-21 2015-11-02
加工水産物販売業

一般

喫茶店営業

自動販売機

第201707号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-21 2015-11-02

第201708号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-21 2016-01-20
飲食店営業 一般 第201709号 2021-01-22 2026-03-31 2021-01-22 2021-01-22
加工水産物販売業

そうざい製造業

飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業
菓子製造業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第201713号 2021-01-22 2026-03-31 2021-01-22 2021-01-22
第201715号 2021-01-25 2026-05-31 2021-01-25 2021-01-25
第201716号 2021-01-25 2026-03-31 2021-01-25 2021-01-25
第201717号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-26 2003-10-15
第201718号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-26 2003-10-15
第201720号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-26 2009-11-05
第201721号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-26 2009-11-05
第201722号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-26 2015-09-11
第201723号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-26 2015-09-30
第201724号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-26 1991-11-20
第201725号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-26 1998-01-19
第201726号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-26 2003-10-01

第201732号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-27 2009-12-16

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
フェブリアニ レニー
株式会社空

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日 初回許可年月日
営業所所在地２ 営業所名称１
営業所所在地１
ローズプラッツ４階Ａ Ｌｏｕｎｇｅ Ｒ
飲食店営業 一般 第201739号 2021-01-27 2026-03-31 2021-01-27 2021-01-27
福山市昭和町４番６号
代表取締役 空 久憲 福山市内一円
飲食店営業 移動販売車 第201740号 2021-01-28 2026-05-31 2021-01-28 2021-01-28
空ｃａｆｅ
ケーシーエンタープライズ有限会社 取締役 松本 真 福山市一文字町２４番１号
飲食店営業 一般 第201741号 2021-01-28 2026-01-31 2021-01-28 2021-01-28
ＫＣカフェ
福山市大門町四丁目１６番１８号 １Ｆ
飲食店営業 一般 第201743号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-28 2009-10-22
安藤 芳枝
カラオケ ヴォイス
福山市南手城町三丁目１０番１８号
飲食店営業 一般 第201746号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-28 1988-11-25
久保 眞孝
しんちゃん
福山市南蔵王町一丁目１０番７号
飲食店営業 一般 第201747号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-28 1997-12-10
井上 ゆかり
軽食喫茶 モンドール
セブン－イレブン福山南蔵王６丁目店
福山市南蔵王町六丁目１９番２８号
飲食店営業 一般 第201749号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-28 2009-08-24
髙橋 則夫
加工水産物販売業 一般 第201753号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-28 2009-08-24
セブン－イレブン福山南蔵王６丁目店
福山市南蔵王町六丁目１９番２８号
髙橋 則夫
代表取締役 森 宣二
福山市東手城町一丁目３４番８号
飲食店営業 一般 第201754号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-28 2015-12-16
株式会社リバージュモア
リバージュホテル
代表取締役 広川 一義 福山市引野町三丁目２２番６９号
飲食店営業 一般 第201756号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-28 2015-11-24
株式会社ＲＯＳＥ
ラーメンＫＡＺＵ
代表取締役 菅井 正一 福山市南蔵王町五丁目１４番５号
医療法人叙叙会 福山第一病院
飲食店営業 一般 第201757号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-28 2016-01-27
日清医療食品株式会社
飲食店営業 一般 第201758号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-29 1982-11-16
岡本 信行
福山市曙町三丁目４番２３号
竹の家
日本マクドナルド福山伊勢丘店
飲食店営業 一般 第201759号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-29 2009-12-21
日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 福山市伊勢丘四丁目２番２号
代表取締役 佐藤 利行 福山市新涯町三丁目２０番３号
飲食店営業 一般 第201760号 2021-01-29 2026-01-31 2021-01-29 2021-01-29
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ新涯店
代表取締役 佐藤 利行 福山市新涯町三丁目２０番３号
飲食店営業 一般 第201761号 2021-01-29 2026-01-31 2021-01-29 2021-01-29
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ新涯店
代表取締役 佐藤 利行 福山市新涯町三丁目２０番３号
飲食店営業 一般 第201762号 2021-01-29 2026-01-31 2021-01-29 2021-01-29
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ新涯店
代表取締役 佐藤 利行 福山市新涯町三丁目２０番３号
菓子製造業 一般 第201763号 2021-01-29 2026-01-31 2021-01-29 2021-01-29
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ新涯店
代表取締役 佐藤 利行 福山市新涯町三丁目２０番３号
喫茶店営業 一般 第201764号 2021-01-29 2026-01-31 2021-01-29 2021-01-29
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ新涯店
飲食店営業 一般 第201765号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-29 2009-08-18
石村 典子
福山市箕島町４９５９番地２
風の時計
代表取締役 寺田 昌弘 福山市明神町二丁目９番１８号
飲食店営業 一般 第201766号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-29 2015-08-03
株式会社ＺＵＮＤ
ラー麺ずんどう屋福山明神店
飲食店営業 一般 第201767号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-29 1985-10-31
有限会社リバーサイドホテル 取締役 木村 貞子 福山市西新涯町二丁目２１番３０号
レインボー
福山市日吉台二丁目２４番２４号
喫茶店営業 一般 第201768号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-29 2009-08-20
花田 栄子
Ｔｅａ Ｓａｌｏｎ 花奈
加工水産物の製造業 一般 第201770号 2021-02-01 2027-01-31 2021-01-29 1985-08-29
代表取締役 足立 周久 福山市曙町二丁目１８番１６号
株式会社ビンショー
株式会社ビンショー
かき作業場 一般 第201772号 2021-02-02 2026-02-01 2021-02-02 2021-02-02
福山うみしま観光株式会社 代表取締役 丹下 工 福山市新涯町二丁目２３番３号
かき小屋福山港店
代表取締役 髙野 敏幸 福山市沼隈町大字常石９８９番地１
飲食店営業 一般 第201773号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-03 2004-02-24
有限会社たかの
仕出し弁当たかの
福山市沼隈町大字常石２５９１番地１
飲食店営業 一般 第201775号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-03 2004-02-12
村上 雅基
Ｃａｆｅ’５９
飲食店営業 一般 第201777号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-03 2015-11-27
取締役 前田 隆晴 福山市内海町イ２０８４番地
有限会社あそび
民宿 あそび
魚介類販売業 一般 第201778号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-03 2015-11-27
取締役 前田 隆晴 福山市内海町イ２０８５番地
有限会社あそび
民宿あそび鮮魚作業場
代表取締役 村上 設雄 福山市沼隈町大字常石１７９６番地
魚介類販売業 一般 第201779号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-03 2015-11-24
有限会社アリストぬまくま
有限会社アリストぬまくま
魚肉練り製品製造業 一般 第201780号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-03 1994-11-02
代表取締役 太田 洸一 福山市水呑町３３９４番地４
株式会社ももしま
株式会社ももしま
福山市青葉台一丁目４番１５号
飲食店営業 一般 第201782号 2021-02-04 2026-07-31 2021-02-04 2021-02-04
吉本 康司
Ｋｉｔｃｈｅｎ＆Ｄｒｉｎｋ Ｙ’ｓ
そうざい製造業 一般 第201783号 2021-02-04 2026-07-31 2021-02-04 2021-02-04
福山市青葉台一丁目４番１５号
吉本 康司
Ｋｉｔｃｈｅｎ＆Ｄｒｉｎｋ Ｙ’ｓ
魚肉練り製品製造業 一般 第201791号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-04 1955-01-01
三谷 巖
福山市鞆町鞆４６９番地１
魚友
代表取締役 山田 伸一郎 福山市水呑町２７０８番地１
そうざい製造業 一般 第201792号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-04 2015-10-05
株式会社キッチンヘルプ
株式会社キッチンヘルプ
飲食店営業 移動販売車 第201793号 2021-02-08 2026-05-31 2021-02-08 2021-02-08
伴海 新次
福山市内一円
檸檬の樹
代表取締役 平田 邦江 福山市春日町六丁目７番１２号
飲食店営業 一般 第201794号 2021-02-08 2026-07-31 2021-02-08 2021-02-08
株式会社Ｐｒｅｍｉｅｒ
Ｆｒｅｅ ｓｔｙｌｅ ｃａｆｅ
飲食店営業 一般 第201795号 2021-02-09 2026-03-31 2021-02-09 2021-02-09
福山市松浜町一丁目６番６号 サンクスビル１Ｆ ＮＥＷ ＣＬＵＢ ＡＮＧＥＬ ＣＲＯＷＮ
佐藤 明
魚肉練り製品製造業 一般 第201796号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-09 1994-09-27
代表取締役 原田 勝啓 福山市鞆町後地２６番地２３４
株式会社ウオヒサ
株式会社ウオヒサ
代表取締役 原田 勝啓 福山市鞆町後地２６番地２３４
そうざい製造業 一般 第201797号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-09 1994-09-27
株式会社ウオヒサ
株式会社ウオヒサ
飲食店営業 一般 第201798号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-09 1998-02-25
村上 繁人
福山市内海町横島１番地
海上センター 内海荘
魚肉練り製品製造業 一般 第201799号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-09 1988-11-04
鈴木 信子
福山市内海町イ５４８番地１
内海食品工業
申請者＿役職名

申請者＿代表者
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当初許可年月日

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
有限会社あそび
小川 由美
株式会社阿藻珍味
株式会社ウオヒサ
株式会社ウオヒサ
株式会社ウオヒサ
株式会社福山健康舎
株式会社フタバ図書
株式会社フタバ図書
株式会社フタバ図書
株式会社キッチンヘルプ
野草 文恵
野草 文恵
有限会社あぶと観光汽船
村上 宗史
宗教法人神勝寺
有限会社桑田食品
高橋 斉
桒田 英治
沖藤 順子
プライズ株式会社
佐藤 仁士

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１

取締役 前田 隆晴 福山市内海町イ１９４９番地
福山市東深津町四丁目１９番６号
代表取締役

粟村 元則 福山市鞆町後地１５６７番地１

代表取締役

原田 勝啓 福山市鞆町後地６５１番地

代表取締役

原田 勝啓 福山市鞆町後地６５１番地

代表取締役

原田 勝啓 福山市鞆町後地６５１番地

代表取締役

大田 祐介 福山市鞆町鞆７１５番地

代表取締役

横山 淳 福山市明神町一丁目１４番２０号
横山 淳 福山市明神町一丁目１４番２０号
横山 淳 福山市明神町一丁目１４番２０号
山田 伸一郎 福山市水呑町２７０８番地１

代表取締役
代表取締役
代表取締役

飲食店営業 一般 第201802号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-09 1997-10-01
飲食店営業 一般 第201803号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-09 2010-04-28
魚介類販売業
加工水産物販売業

飲食店営業
フタバ図書アルティ福山本店

飲食店営業
加工水産物販売業

菓子製造業

福山市新市町大字宮内１２７０番地５

株式会社キッチンヘルプ
あぶと別館
あぶと別館
あぶと本館
ころりん
自然食品 くりや
有限会社桑田食品
カネマタ水産
府中焼き 恵治

福山市西町三丁目１２番２４号

カラオケ スタジオ ハーモニー

野草 淳史 福山市沼隈町大字能登原１４１６番地７
小堀 泰巖 福山市沼隈町大字上山南９１番地

取締役 桑田 和俊 福山市鞆町後地６８０番地３

福山市走島町浦友４０８番地

日鶏ひとり
魚とくビル２０６ からおけさろんＧＥＮＴＯ
福山市船町３番１０号
株式会社一心ファインダイニング 代表取締役 小西 克典 福山市昭和町２番１３号
しゃぶ吉
株式会社イープラットフォーム 代表取締役 岡﨑 裕輔 福山市御船町一丁目５番１６号
みんなのまちメシＦＡＣＴＯＲＹ
株式会社イープラットフォーム 代表取締役 岡﨑 裕輔 福山市御船町一丁目５番１６号
みんなのまちメシＦＡＣＴＯＲＹ
株式会社イープラットフォーム 代表取締役 岡﨑 裕輔 福山市御船町一丁目５番１６号
みんなのまちメシＦＡＣＴＯＲＹ
株式会社イープラットフォーム 代表取締役 岡﨑 裕輔 福山市御船町一丁目５番１６号
みんなのまちメシＦＡＣＴＯＲＹ
代表取締役 山田 早苗 福山市昭和町６番１７号
株式会社ｓａｋｋｕｒｕ
まごころ弁当 福山本店
三阪 知穂
福山市曙町五丁目１３番８号
ＫＵＭＵ９６
代表取締役 内田 智久 福山市新浜町一丁目６番２３号
内田糖化株式会社
内田糖化株式会社
福山市沼隈町大字能登原２３３５番地２
村上 治
村上米穀店
福山市沼隈町大字能登原２４９３番地２３
横山 浩二
横山水産
福山市沼隈町大字能登原２４９３番地２３
横山 浩二
横山水産
ザ・ペロリネスチキン ＳＵＺＵＫＩ
鈴木 泰子
福山市内一円
谷口 龍央
福山市東桜町６番３８号
炎の丼丸
ストリートビル１Ｆ らうんじ エルドシック
武田 瞳
福山市昭和町９番１２号
福山市沼隈町大字草深１８４８番地２
稗田 忠
パティスリー メープル
有限会社ユー・アンド・ミー 代表取締役 岡﨑 圭 福山市内海町ロ２４２４番地８
ｃａｆｅ＆ｇａｌｌｅｒｙ うみと
取締役 木村 廣子 福山市三吉町南二丁目７番９号
有限会社木むら
おばんざい木むら
介護付有料老人ホーム はぴね福山
シップヘルスケアフード株式会社 代表取締役 山下 雅史 福山市三吉町三丁目２番６号
礒貝 明子
福山市昭和町２番１５号
スナック いそがい
藤之原 康人 福山市多治米町一丁目１２番１号
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初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第201800号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-09 2015-12-22
飲食店営業 一般 第201801号 2021-02-09 2026-07-31 2021-02-09 2021-02-09

ローソンフタバ図書アルティ福山本店

福山市内海町１９４８番地７

代表取締役

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

飲食店営業

福山市沼隈町大字能登原１４３６番地１２

代表役員

内浦カフェ あそび
くつろぎ酒場 かいら
鞆の浦 鯛匠の郷
鯛工房ウオヒサ
鯛工房ウオヒサ
鯛工房ウオヒサ
ありそ楼
タリーズコーヒー
ローソンフタバ図書アルティ福山本店

福山市沼隈町大字能登原１４３６番地１２

代表取締役

営業所所在地２ 営業所名称１

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業
加工水産物の製造業
加工水産物の製造業

飲食店営業
飲食店営業
そうざい製造業

飲食店営業
食肉販売業
飲食店営業
食品の冷凍又は冷蔵業

食肉販売業
そうざい製造業

飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業
菓子製造業
魚介類販売業
そうざい製造業

飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第201804号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-09 2010-04-28
第201805号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-09 2010-02-24
第201806号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-09 2016-01-27
第201807号 2021-02-10 2026-07-31 2021-02-10 2021-02-10
第201809号 2021-02-10 2026-07-31 2021-02-10 2021-02-10
第201813号 2021-02-10 2026-07-31 2021-02-10 2021-02-10
第201814号 2021-02-10 2026-02-28 2021-02-10 2021-02-10
第201815号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-12 1982-10-26
第201816号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-12 1982-10-26
第201818号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-12 2010-02-25
第201820号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-12 2015-10-08
第201821号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-12 2009-10-08
第201822号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-12 1989-02-22
第201823号 2021-02-12 2026-02-28 2021-02-12 2021-02-12
第201824号 2021-02-12 2026-04-30 2021-02-12 2021-02-12
第201825号 2021-02-15 2026-05-31 2021-02-15 2021-02-15
第201826号 2021-02-15 2026-03-31 2021-02-15 2021-02-15
第201827号 2021-02-15 2026-05-31 2021-02-15 2021-02-15
第201828号 2021-02-15 2026-03-31 2021-02-15 2021-02-15
第201829号 2021-02-15 2026-05-31 2021-02-15 2021-02-15
第201830号 2021-02-15 2026-05-31 2021-02-15 2021-02-15
第201831号 2021-02-15 2026-05-31 2021-02-15 2021-02-15
第201832号 2021-02-15 2026-05-31 2021-02-15 2021-02-15
第201833号 2021-02-15 2026-03-31 2021-02-15 2021-02-15
第201834号 2021-02-15 2026-07-31 2021-02-15 2021-02-15
第201835号 2021-02-16 2026-07-31 2021-02-16 2021-02-16
第201836号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-16 2009-12-14
第201837号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-16 2015-12-14
第201838号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-16 2015-12-14

第201839号 2021-02-16 2026-07-31 2021-02-16 2021-02-16
飲食店営業 一般 第201840号 2021-02-16 2026-05-31 2021-02-16 2021-02-16
飲食店営業 一般 第201841号 2021-02-16 2026-03-31 2021-02-16 2021-02-16
移動販売車

菓子製造業 一般 第201842号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-17 2009-10-15
飲食店営業 一般 第201843号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-17 2009-09-09
飲食店営業 一般 第201844号 2021-02-17 2026-05-31 2021-02-17 2021-02-17
飲食店営業 一般 第201845号 2021-02-18 2026-05-31 2021-02-18 2021-02-18
飲食店営業 一般 第201846号 2021-02-18 2026-03-31 2021-02-18 2021-02-18

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
桑田 智恵美
上田 正弘

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１
福山市鞆町鞆４２５番地
福山市鞆町後地３４５８番地１１

正高
正高
正高
大助

福山市鞆町鞆１３６番地
福山市鞆町鞆１３６番地
福山市鞆町鞆１３６番地
福山市鞆町鞆１１７３番地１

株式会社鞆スコレ・コーポレーション

代表取締役

株式会社鞆スコレ・コーポレーション

代表取締役

株式会社鞆スコレ・コーポレーション

代表取締役

有限会社沖辰商店
富士産業株式会社
野村 安秀
有限会社ぬまくま夢工房
株式会社エム・シー福山

代表取締役

村上
村上
村上
沖本

代表取締役

中村 勝彦 福山市明神町二丁目１５番４１号

代表取締役

山本 攻一 福山市東桜町１番４１号

株式会社ナリコマエンタープライズ

代表取締役

竹内 美夫 福山市内海町ロ２８２５番地３

有限会社かぜたに
有限会社かぜたに
郝 艶光
有限会社ぬまくま夢工房
鳥羽 千鶴子
ツネイシＬＲ株式会社
ツネイシＬＲ株式会社
ツネイシＬＲ株式会社
ツネイシＬＲ株式会社
ツネイシＬＲ株式会社
ツネイシＬＲ株式会社
松居 秀子
早﨑 奈枝
さとう商事有限会社
森﨑 公彦
森﨑 公彦
衣笠 豪
衣笠 豪
アサヒタクシー株式会社
株式会社山陽給食センター
有限会社アイル
加藤 純

代表取締役

風谷 季代登

代表取締役

風谷 季代登

福山フーズプランニング株式会社

代表取締役

吉中 清美
檀上 克直
小山 卓司
藤井 洋子
田神 栄子
内海 光子
山岡 修二

営業所所在地２ 営業所名称１

福山市神辺町字道上１番地１６
取締役 中島 基晴 福山市御船町一丁目１３番５号

取締役 中島 基晴
代表取締役

神原 秀明

代表取締役

神原 秀明

代表取締役

神原 秀明

代表取締役

神原 秀明

代表取締役

神原 秀明

代表取締役

神原 秀明

代表取締役

佐藤 弘樹

代表取締役

山田 康文

代表取締役

佐藤 満
韓 春姫

代表取締役

坂田 敬子

２Ｆ

ニューともせん焼肉店
十八番
鷗風亭（クラブ）
鷗風亭（ロビー）
鷗風亭
沖辰商店
福山リハビリテーション病院
ひげとボイン
有限会社ぬまくま夢工房
ホテル１－２－３福山
特別養護老人ホームむつみ苑

福山市船町３番９号
福山市船町３番９号

有限会社かぜたに
有限会社かぜたに
福山市南蔵王町五丁目１４番２１号
台湾料理 福萬家
福山市沼隈町大字上山南９１番地 無明院１Ｆ
有限会社ぬまくま夢工房
福山市御門町二丁目７番２１号
喫茶 鶴
福山市沼隈町大字常石１２８３番地
常石造船修繕食堂
福山市沼隈町大字常石１２８３番地
常石造船造船食堂
福山市沼隈町大字中山南２６番地１
ララミー
福山市沼隈町大字中山南２５番地
ファミリー亭
福山市沼隈町大字中山南２５番地
松風楼
福山市沼隈町大字中山南２１番地５
海友荘 南館
福山市鞆町鞆９００番地２
茶屋蔵
福山市霞町一丁目８番１１号２Ｆ
エスプリ・ド・コムシェトワ
福山市水呑町２４７番地３
喫茶シャルコ
福山市神辺町大字川北３１８番地１ パンプキンシティー１階南 Ｔｓｕｇｉｎｏｈｉ
福山市神辺町大字川北３１８番地１ パンプキンシティー１階南 Ｔｓｕｇｉｎｏｈｉ
福山市鞆町後地３０５番地５
燻ゆりや
福山市鞆町後地３０５番地５
燻ゆりや
福山市大門町旭２番地
あさひ食堂
福山市曙町三丁目２９番８号
株式会社山陽給食センター
福山市住吉町６番２０号
やまもと居酒屋
福山市南町１０番１６号
アレイビル２Ｆ 道楽和人
福山市光南町二丁目５番２０号
クックチャム 光南店
福山市昭和町４番２０号
昭和町Ｓビル きさらぎ
福山市沖野上町二丁目６番３号 コ－ポ岡山
珈琲 コテージ
福山市紅葉町４番１号
やぐら寿し
福山市多治米町六丁目１５番１７号
喫茶 チャド
福山市御門町二丁目８番２号
なるほど
福山市南町１１番１５号
スナックみうちパートⅡ
福山市昭和町１０番６号
阿じ与志
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営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第201847号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-19 1989-02-01
飲食店営業 一般 第201848号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-19 1995-01-27
飲食店営業 一般 第201849号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-19 1997-10-14
喫茶店営業 一般 第201850号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-19 1997-10-14
加工水産物販売業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
そうざい製造業

飲食店営業
清涼飲料水製造業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業
飲食店営業
そうざい製造業

飲食店営業
そうざい製造業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第201851号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-19 1997-10-09
第201854号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-19 1986-02-12
第201855号 2021-02-19 2026-07-31 2021-02-19 2021-02-19
第201856号 2021-02-19 2026-04-30 2021-02-19 2021-02-19
第201860号 2021-02-22 2026-05-31 2021-02-22 2021-02-22
第201861号 2021-02-22 2026-05-31 2021-02-22 2021-02-22
第201862号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-24 2009-09-02
第201863号 2021-02-24 2026-05-31 2021-02-24 2021-02-24
第201864号 2021-02-24 2026-05-31 2021-02-24 2021-02-24
第201865号 2021-02-24 2026-07-31 2021-02-24 2021-02-24
第201866号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-25 2009-09-11
第201868号 2021-02-25 2026-03-31 2021-02-25 2021-02-25
第201869号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-26 2009-12-21
第201870号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-26 2009-12-21
第201873号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-26 2009-12-21
第201874号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-26 2010-02-24
第201875号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-26 2010-02-24
第201876号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-26 2010-02-24
第201877号 2021-03-01 2027-02-28 2021-02-26 2016-02-10
第201879号 2021-03-01 2026-03-31 2021-03-01 2021-03-01
第201881号 2021-03-01 2026-02-28 2021-03-01 2021-03-01
第201882号 2021-03-02 2026-04-30 2021-03-02 2021-03-02
第201883号 2021-03-02 2026-04-30 2021-03-02 2021-03-02
第201884号 2021-03-02 2026-02-28 2021-03-02 2021-03-02
第201885号 2021-03-02 2026-02-28 2021-03-02 2021-03-02
第201886号 2021-03-02 2026-07-31 2021-03-02 2021-03-02
第201887号 2021-03-02 2026-07-31 2021-03-02 2021-03-02
第201888号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-02 1998-03-18
第201891号 2021-03-03 2026-03-31 2021-03-03 2021-03-03
第201892号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-03 2010-02-24
第201893号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-03 1980-02-08
第201894号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-03 1980-02-22
第201895号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-03 1966-11-24
第201896号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-03 1985-11-08
第201897号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-03 1985-11-19
第201898号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-03 1988-10-05
第201899号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-03 1988-10-21

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
大江 英子
瀬尾 行美
仁木 康博
有限会社照栄
有限会社ケイエムエム
岡田 麗子
新井 博美
金本 裕尚
河村 麻依
森川 悦郎
木村 健一郎
大本 奈々恵
大石 智紀
市川 望美
菅原 圭史
株式会社パシフィックグループ

申請者＿役職名

岩田 健治
中谷 将
宮本 裕次
有限会社浜煎商店
伊藤 嗣
朝見製菓株式会社
株式会社グリル壱乃藏
林 ヒサエ
目黒 君子
有限会社大福造酢
ＹＡＭＡＮＡＫＡ ＡＮＧＥＬＩＥ
吉原 美智子
上田 八代子
株式会社情熱村
株式会社情熱村
有限会社有安
株式会社啓文社
有限会社オザキ
株式会社アリスジャパン
森上 剛行
髙橋 建吉
後藤 賢士
有限会社ふちがみ

営業所所在地１

営業所所在地２ 営業所名称１

福山市光南町二丁目２番１３号

代表取締役

福山市昭和町１０番２１号
福山市昭和町９番１７号
小平 悦司 福山市住吉町８番１５号

メゾンドレ－ブビル

取締役 松田 きよみ 福山市御門町二丁目７番４８号

代表取締役

荒木 元子
株式会社ファスコーポレーション

申請者＿代表者

代表取締役

福山市南町３番５号
福山市南町２番５号
福山市南町１２番１号
福山市明治町５番７号
福山市紅葉町３番９号
福山市昭和町４番１８号
福山市草戸町１４９８番地
福山市明治町９番８号
福山市明治町９番７号
福山市住吉町３番２４号
笠原 陽一 福山市住吉町４番１７号
福山市霞町三丁目２番２号
佐久間 康治朗 福山市南町１３番８号
福山市内一円
福山市元町８番３号
福山市明治町８番７号

取締役 松井 周三 福山市松浜町三丁目２番３１号
代表取締役
代表取締役

福山市昭和町４番２０号
朝見 昌彦 福山市南町７番８号
林 倫男 福山市東町一丁目２番１０号
福山市神村町２０７３番地
福山市東手城町一丁目１番１９号

代表取締役

大福 昌広 福山市草戸町二丁目１番３８号
福山市松永町四丁目９番１２号

福山市住吉町１番４０号
福山市南町５番１６号

小林ビル１Ｆ
アートビル１０３号室
山陽セントラルハイツ１Ｆ

６番館３Ｆ

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第201900号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-03 1988-11-21
飲食店営業 一般 第201901号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-03 1989-03-29

株式会社ファスコーポレーション

加工水産物販売業

とくし丸 ４２号
セカイトンボ元町ビル２階 ＯＦＦ ＬＩＮＥ
毘沙門
有限会社浜煎商店
Ｓビル１Ｆ
ホームズ
朝見製菓株式会社
グリル壱乃藏
お食事処はやし
ワン・セブン
有限会社大福造酢
Ｋ１ビル １Ｆ Ａｎｇｅｌｉｅ
住吉スクエア３階３１１号室

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

カフェ・ド・ラブリー
竹乃端
シティーナイト Ｂ Ｍ Ｗ
照栄
モン・レーブ
キッチンパブ 花の木
居酒屋 百屋
ＫＩＮＴＯＮ
ディアレスト
喜一
キムラ
Ｅａｔ ａｎｄ Ｓｏｎｇ
古城園
おいでやす
シーポート
加津佐
日向屋

スナック メンバーズ ふじこ塾

飲食店営業 一般 第201904号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-03 1997-10-31
飲食店営業 一般 第201905号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-03 1997-12-25
飲食店営業 一般 第201906号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-04 2003-10-07
飲食店営業 一般 第201907号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-04 2003-11-20
飲食店営業 一般 第201908号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-04 2003-11-25
飲食店営業 一般 第201909号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-04 2003-12-24
飲食店営業 一般 第201910号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-04 2004-03-25
飲食店営業 一般 第201912号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-04 2010-02-04
飲食店営業 一般 第201913号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-04 2015-11-20
飲食店営業 一般 第201914号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-04 2015-12-11
飲食店営業 一般 第201915号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-04 2016-03-31
飲食店営業 一般 第201916号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-04 2016-03-17
飲食店営業 一般 第201917号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-04 2016-03-25

一般

第201918号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-04 1968-01-26

第201922号 2021-03-04 2026-03-31 2021-03-04 2021-03-04
飲食店営業 一般 第201923号 2021-03-05 2026-05-31 2021-03-05 2021-03-05
飲食店営業 一般 第201924号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-05 2003-12-24

加工水産物販売業

移動販売車

菓子製造業 一般 第201925号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-05 1964-03-01
飲食店営業 一般 第201926号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-05 2009-11-19
菓子製造業 一般 第201927号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-05 1967-10-26

一般 第201928号 2021-03-08 2026-05-31 2021-03-08 2021-03-08
飲食店営業 一般 第201929号 2021-03-08 2026-06-30 2021-03-08 2021-03-08
飲食店営業 一般 第201930号 2021-03-08 2026-07-31 2021-03-08 2021-03-08

食品の冷凍又は冷蔵業

一般 第201931号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-08 1997-11-17
飲食店営業 一般 第201932号 2021-03-09 2026-06-30 2021-03-09 2021-03-09
飲食店営業 一般 第201934号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-09 2009-10-26

かん詰又はびん詰食品製造業

ローソン福山南手城町三丁目店

飲食店営業 一般 第201935号 2021-03-09 2026-03-31 2021-03-09 2021-03-09
飲食店営業 一般 第201936号 2021-03-10 2026-07-31 2021-03-10 2021-03-10

代表取締役

村上 淳 福山市南手城町三丁目７番３号
村上 淳 福山市南手城町三丁目７番３号

ローソン福山南手城町三丁目店

加工水産物販売業

代表取締役

有安 孝介 福山市入船町二丁目３番１９号

割烹ありやす
ＢＯＯＫ ＭＥＥＴＳ ＣＯＦＦＥＥ
ナイトラウンジ 尾﨑

代表取締役

代表取締役

手塚 淳三 福山市緑町１番３０号

取締役

尾﨑 美穗子

代表取締役

代表取締役

福山市松浜町一丁目１番３号
松森 茂 福山市野上町二丁目８番２号
福山市内一円
福山市住吉町６番２３号
福山市内一円
渕上 順造 福山市内一円

メゾン丸谷Ｂの１の１

カラオケ あまのじゃく

飲食店営業 一般 第201902号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-03 1992-01-16
飲食店営業 一般 第201903号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-03 1997-10-29

株式会社アリスジャパン 山陽病院内厨房

コーポ昭明ビル１Ｆ

やきとり竜鳳
昭明堂
後藤商店
有限会社ふちがみ
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一般 第201940号 2021-03-10 2026-07-31 2021-03-10 2021-03-10
飲食店営業 一般 第201941号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-10 1992-03-25
飲食店営業 一般 第201942号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-10 2015-11-25
飲食店営業 一般 第201943号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-11 1991-11-20
飲食店営業 一般 第201944号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-11 2016-03-16
飲食店営業

移動販売車 第201945号 2021-03-11 2026-05-31 2021-03-11 2021-03-11
飲食店営業 一般 第201946号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-12 1997-12-22
飲食店営業 移動販売車 第201947号 2021-03-12 2026-08-31 2021-03-12 2021-03-12

魚介類販売業

移動販売車

第201948号 2021-03-15 2026-04-30 2021-03-15 2021-03-15

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
箱田 賀奈子
伊達 悦子
株式会社福山健康舎
株式会社吉山タンス店
橘髙 瑞恵
川崎 理江
木下 ひろみ
横山 貴美子
松下 美紀子
古角 祐子
古角 祐子
薮田 智範
羽原 康明
桝平乳業株式会社
株式会社日米クック
澤入 智恵美
株式会社Ｒ．Ｈ．Ｋ
片平 史子

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１

営業所所在地２ 営業所名称１

賀奈丸
福山市松永町三丁目７番２－７号 ２Ｆ
スネイルベーカリー
代表取締役 大田 祐介 福山市山野町大字山野８６２番地５
山野峡大田ワイナリー直売所
代表取締役 吉山 徹 福山市霞町三丁目４番２４号
株式会社吉山タンス店
福山会館５０７ ラブソング
福山市元町１２番７号
福山市昭和町４番２０号
Ｓビル１Ｆ
華季
福山市昭和町８番１１号
大家ビル１Ｆ 串カツ しゃらく
福山市昭和町４番１８号
六番館１Ｆ
Ｗｉｌｌ～８８
モァーリッチ住吉１Ｆ ナイト・イン 松下
福山市住吉町７番１０号
福山市松浜町一丁目１３番１０号 栗原マンション１０３号 スナック ジュン
アートイン昭和町２Ｆ Ｌｏｕｎｇｅ ｙｏｕ
福山市昭和町４番２８号
福山市沖野上町二丁目８番５号
やぁぶたさん
福山市南町２番２４号
日本料理よし乃
代表取締役 桝平 典和 福山市西桜町一丁目２番２０号
桝平乳業株式会社
代表取締役 米谷 素明 福山市松永町五丁目２３番２３号
佐藤脳神経
福山市昭和町４番１８号
６番館１Ｆ
一人静か 滝澤
代表取締役 周川 恭輔 福山市沖野上町三丁目７番３０号
来来亭 福山沖野上店
南町アレイビル１階Ｂ号 アグリズム
福山市南町１０番１６号
特定非営利活動法人ハートイヤ 理事 吉岡 千春 福山市赤坂町大字赤坂５４５番地
ふくやま ふれ愛ランド
和田 奈美
福山市宝町５番２２号
宝町の喰い処たから屋
代表取締役 横山 英昭 福山市明神町二丁目１番３０号
株式会社コスモス薬品
ドラッグコスモス明神店
代表取締役 横山 英昭 福山市多治米町二丁目１０番１５号
株式会社コスモス薬品
ドラッグコスモス多治米店
福山市多治米町二丁目１３番８号
天野 清宝
カラオケスタジオ夜来香
取締役 前田 憲幸 福山市東深津町一丁目１２番２０号
有限会社ＣＬＯＵＤ
ラーメン匠
代表取締役 上牧瀬 盛一 福山市春日町七丁目６番１７号
株式会社にく料理あぶり
にく料理 あぶり
代表取締役 山田 政数 福山市昭和町４番１１号
有限会社天水
焼肉・冷麺 てんすい
代表取締役 藤井 啓之 福山市春日町二丁目２番３１号
からあげ専門こがねや 春日店
株式会社かねと
福山市松浜町一丁目１３番４号 グリーン松浜ビル１階 ＥＤＥＮ
村井 集吾
代表取締役 米谷 素明 福山市丸之内二丁目１２番６号
株式会社日米クック
坂田医院
福山市入船町二丁目５番１８号
岡本 彰泰
Ｍｏｂｙ Ｄｉｃｋ
ＫアンドＫビル１階５号室 Ｂｅ－Ｌｏｏｓｅ
田口 純子
福山市住吉町８番２９号
福山市多治米町二丁目１０番１号
丸尾 恵吾
お好み焼・鉄板焼 丸ちゃん
代表取締役 三島 靖司 福山市沖野上町一丁目５番３３号
株式会社Ｒ．Ｒ＆Ｋ
麺屋 遼太郎
代表取締役 畠中 繁 福山市多治米町四丁目１４番６号
株式会社ハタナカ
リーパス
渡辺 峰近
福山市道三町５番１９号
酒肴 峰屋
福山市木之庄町五丁目８番２７号
鄭 隆
台湾料理 興旺楼
代表取締役 河原 栄護 福山市笠岡町２番７号
メタルスター株式会社
１Ｆ
鉄板居酒屋 福茶
代表取締役 河原 栄護 福山市多治米町二丁目１７番８号
メタルスター株式会社
焼肉 福茶
代表取締役 鶴原 和行 福山市新涯町一丁目２４番３６号
株式会社ＮＢＦ
福山新涯食堂
代表取締役 遠藤 剛一 福山市川口町一丁目２０番１号
株式会社バークジャパン
ミスター・バーク福山川口店
スターバックスコーヒージャパン株式会社

福山市沼隈町大字下山南１２６８番地２

代表取締役

水口 貴文 福山市入船町三丁目１番２５号

ポートプラザ天満屋内１Ｆ

スターバックスコーヒー福山ポートプラザ
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営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日
魚介類販売業

菓子製造業
飲食店営業
喫茶店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業
加工水産物販売業

飲食店営業
麺類製造業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

初回許可年月日 当初許可年月日

第201949号 2021-03-15 2026-08-31 2021-03-15 2021-03-15
第201950号 2021-03-15 2026-06-30 2021-03-15 2021-03-15
第201951号 2021-03-15 2026-04-30 2021-03-15 2021-03-15
第201953号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-15 2016-03-02
第201954号 2021-03-16 2026-05-31 2021-03-16 2021-03-16
第201956号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-16 2010-01-26
第201957号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-16 2015-10-08
第201958号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-16 2015-11-26
第201959号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-16 2016-02-01
第201960号 2021-03-18 2026-03-31 2021-03-18 2021-03-18
第201961号 2021-03-18 2026-03-31 2021-03-18 2021-03-18
第201962号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-18 2010-03-25
第201963号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-19 1991-11-06
第201965号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-19 2015-11-17
第201966号 2021-03-19 2026-06-30 2021-03-19 2021-03-19
第201974号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-22 2015-10-23
第201975号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-22 2016-02-05
第201976号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-22 2016-03-31
第201977号 2021-03-22 2026-06-30 2021-03-22 2021-03-22
第201978号 2021-03-23 2026-05-31 2021-03-23 2021-03-23
第201984号 2021-03-23 2026-07-31 2021-03-23 2021-03-23
第201985号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-23 2010-02-08
第201986号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-23 2010-03-03
第201987号 2021-03-23 2026-07-31 2021-03-23 2021-03-23
第201988号 2021-03-24 2026-07-31 2021-03-24 2021-03-24
第201989号 2021-03-24 2026-03-31 2021-03-24 2021-03-24
第201990号 2021-03-24 2026-07-31 2021-03-24 2021-03-24
第201991号 2021-03-25 2026-03-31 2021-03-25 2021-03-25
第201992号 2021-03-25 2026-05-31 2021-03-25 2021-03-25
第201993号 2021-03-25 2026-03-31 2021-03-25 2021-03-25
第201994号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-25 2004-01-19
第201995号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-25 2004-03-17
第201996号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-25 2016-02-02
第201997号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-25 2016-02-19
第201998号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-25 2015-11-09
第201999号 2021-03-25 2026-05-31 2021-03-25 2021-03-25
第202000号 2021-03-26 2026-05-31 2021-03-26 2021-03-26
第202001号 2021-03-26 2026-03-31 2021-03-26 2021-03-26
第202002号 2021-03-26 2026-07-31 2021-03-26 2021-03-26
第202003号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-26 2009-10-27
第202004号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-26 2010-03-15

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
奥瀧 龍美
藤巻 志郎

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１
福山市明治町５番１１号

営業所所在地２ 営業所名称１

福山市松浜町三丁目８番４３号

ＫＡＮＤＥＬ ＧＡＮＥＳＨ ＰＲＡＳＡＤ

福山市東深津町一丁目１０番６４－２号

新井 けい子
吉岡 豊文
助田 愛子
株式会社あいるらいふ
株式会社魚国総本社
株式会社日米クック
株式会社ＭＡＲＶＹＳ
加藤 圭
屋敷 由美
屋敷 由美
因島青果株式会社
鹿田 忠晴
下江 眞吾
石岡 一馬
塚本 直樹
槇 篤子
村下 恵梨菜
有限会社池口精肉店
社会福祉法人若菜
社会福祉法人若菜
小黒 孝惠
株式会社エディオン

福山市松浜町一丁目１２番１０号

ショットバー たつみ
ケーキ＆ワイン Ｆ
タンドール東福山店
ＳＨＯＴ ＢＡＲ α アルファ
カスミ食堂
アイ スタジオ
あいる三吉

代表取締役

福山市霞町一丁目１番１２号
福山市住吉町８番４号
土岸 龍治 福山市三吉町五丁目３番５号

代表取締役

田所 伸浩 福山市加茂町大字下加茂７００６番地

広島県立福山北特別支援学校

代表取締役

米谷 素明 福山市沼隈町大字上山南７３６番地３

代表取締役

綿谷 美佳 福山市松浜町四丁目４番４６号

セントラルビル１０１

飲食店営業 一般 第202018号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-29 1994-10-27
飲食店営業 一般 第202019号 2021-03-30 2026-07-31 2021-03-30 2021-03-30

福山市東陽台二丁目１８番３号
新藤 元紀 福山市春日町三丁目１６番８号

ファミリーマート 東陽台二丁目店

加工水産物販売業

理事長 藤本 英次 福山市内一円
理事長 藤本 英次 福山市新市町大字新市８７６番地５

社会福祉法人若菜 あじさいの里

キュービックビル１Ｆ

福山市神辺町字十九軒屋１１番地１

福山市昭和町４番２３号
福山市明治町５番１７号 １Ｆ

ラセーヌビル２Ｆ２０２

池口 章人 福山市新涯町五丁目３１番９号

代表取締役

カフェレスト スプーン
エディオン福山本店
小田原 直樹 福山市宝町３番１号
１Ｆ
鉄板ＳＴＡＤＩＵＭ ＢＡＲＫＡＮ
建内 博行 福山市内一円
３’ｓ Ｋｉｔｃｈｅｎ
作野 幸治 福山市引野町一丁目３１番１８号
ローソン福山引野町東店
作野 幸治 福山市引野町一丁目３１番１８号
ローソン福山引野町東店
佐藤 宏 福山市千代田町一丁目２番４１号
ＦＵＫＵＹＡＭＡふくふく市
菅井 正一 福山市大黒町２番３９号
日清 三好眼科
福山市松浜町一丁目６番２１号 中原ビル１Ｆ－１ アクア
菅井 正一 福山市南蔵王町一丁目７番１４号
日清 高須クリニック
福山市木之庄町三丁目４番１２号
ＯＴＴＯ
米谷 素明 福山市野上町二丁目１０番２４号３Ｆ
高橋眼科

代表取締役

菅井 正一 福山市新涯町三丁目１９番３６号

日清 よしだレディースクリニック

代表取締役

徳永 孝進 福山市曙町三丁目３２番３号

代表取締役

山田 康文 福山市伏見町２番４号

代表取締役

山田 康文 福山市伏見町２番４号

炭火のくいしんぼう
Ｃｅｒｉｓｅ’ｓ ＦｕｎＬａｎｄ
あさひセントラルキッチン
あさひセントラルキッチン
コヨーテアグリー

代表取締役

建内レンタル株式会社
株式会社サクセスズ
株式会社サクセスズ
株式会社ＪＡファームふくやま
日清医療食品株式会社
城戸 崇孝
日清医療食品株式会社
合田 育功
株式会社日米クック
日清医療食品株式会社
株式会社グラットン
北村 麗娟
アサヒタクシー株式会社
アサヒタクシー株式会社
吉岡 博

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役

飲食店営業 一般 第202014号 2021-03-29 2026-05-31 2021-03-29 2021-03-29
飲食店営業 一般 第202015号 2021-03-29 2026-04-30 2021-03-29 2021-03-29

ファミリーマート 東陽台二丁目店

福山市昭和町１０番２５号

株式会社いぶしコーポレーション

飲食店営業 一般 第202011号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-29 2016-03-03
飲食店営業 一般 第202012号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-29 2016-03-29

福山市南町３番６号

福山市芦田町大字福田２７１７番地

代表取締役

飲食店営業 一般 第202007号 2021-03-29 2026-07-31 2021-03-29 2021-03-29
飲食店営業 一般 第202008号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-29 1991-10-09

福山市東陽台二丁目１８番３号

福山市南蔵王町五丁目１６番３２号

代表取締役

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第202005号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-26 2015-11-04
飲食店営業 一般 第202006号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-26 2016-02-22

沼隈特別支援学校
３３３
イタリアンバー Ｋ２

味八 春日店
春日 スンドゥブ
ローソン福山芦田店
和食屋 夜咄
らーめん つかもと
ラウンジ 華蓮
ＲＡＬＬＹ
池口精肉店加工場
カレーハウスＷＡＫＡＮＡ

代表取締役

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

福山市北本庄三丁目１番２６号
久保 允誉 福山市入船町一丁目８番１５号

福山市千田町字坂田北２１番地

福山市入船町二丁目１番２４号 福神ビル５Ｆ Ｂ号
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飲食店営業 一般 第202016号 2021-03-29 2026-08-31 2021-03-29 2021-03-29
喫茶店営業 一般 第202017号 2021-03-29 2026-03-31 2021-03-29 2021-03-29

一般 第202023号 2021-03-30 2026-07-31 2021-03-30 2021-03-30
飲食店営業 一般 第202024号 2021-03-30 2026-07-31 2021-03-30 2021-03-30
飲食店営業 一般 第202025号 2021-03-30 2026-07-31 2021-03-30 2021-03-30
飲食店営業 一般 第202026号 2021-03-31 2026-04-30 2021-03-31 2021-03-31
飲食店営業 一般 第202027号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-31 2004-02-25
飲食店営業 一般 第202028号 2021-03-31 2026-04-30 2021-03-31 2021-03-31
飲食店営業 一般 第202029号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-31 2015-11-20
飲食店営業 一般 第202030号 2021-04-01 2027-03-31 2021-03-31 2015-11-17

そうざい製造業

一般

飲食店営業

移動販売車

第202032号 2021-03-31 2026-07-31 2021-03-31 2021-03-31

第202033号 2021-03-31 2026-04-30 2021-03-31 2021-03-31
飲食店営業 一般 第210001号 2021-04-02 2026-04-30 2021-04-02 2021-04-02
飲食店営業 一般 第210002号 2021-04-02 2026-05-31 2021-04-02 2021-04-02

飲食店営業 一般 第210003号 2021-04-02 2026-09-30 2021-04-02 2021-04-02
飲食店営業 一般 第210004号 2021-04-02 2026-05-31 2021-04-02 2021-04-02
飲食店営業

移動販売車 第210005号 2021-04-02 2026-08-31 2021-04-02 2021-04-02
飲食店営業 一般 第210006号 2021-04-05 2026-07-31 2021-04-05 2021-04-05

一般 第210010号 2021-04-05 2026-07-31 2021-04-05 2021-04-05
飲食店営業 一般 第210011号 2021-04-06 2026-09-30 2021-04-06 2021-04-06
飲食店営業 一般 第210012号 2021-04-07 2026-05-31 2021-04-07 2021-04-07

加工水産物販売業

飲食店営業 一般 第210013号 2021-04-07 2026-09-30 2021-04-07 2021-04-07
飲食店営業 一般 第210014号 2021-04-07 2026-07-31 2021-04-07 2021-04-07
飲食店営業 一般 第210015号 2021-04-07 2026-05-31 2021-04-07 2021-04-07
飲食店営業 一般 第210016号 2021-04-07 2026-09-30 2021-04-07 2021-04-07
飲食店営業 一般 第210017号 2021-04-08 2026-07-31 2021-04-08 2021-04-08
飲食店営業 一般 第210018号 2021-04-08 2026-07-31 2021-04-08 2021-04-08
菓子製造業 一般 第210019号 2021-04-09 2026-05-31 2021-04-09 2021-04-09
飲食店営業 一般 第210020号 2021-04-09 2026-05-31 2021-04-09 2021-04-09

一般 第210021号 2021-04-09 2026-05-31 2021-04-09 2021-04-09
飲食店営業 一般 第210022号 2021-04-09 2026-09-30 2021-04-09 2021-04-09

そうざい製造業

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
コレクタス株式会社
ＳＯＵＺＯＵ株式会社
株式会社ジャバ
株式会社ジャバ
ローズタクシー有限会社

営業所所在地１

申請者＿役職名

申請者＿代表者

代表取締役

細川 哲平 福山市三之丸町２番１６号

代表取締役

渡邉 大樹 福山市鞆町鞆８６９番地１

代表取締役

真田 剛志 福山市明神町二丁目１７番２２号

代表取締役

真田 剛志 福山市明神町二丁目１７番２２号

営業所所在地２ 営業所名称１

株式会社天咲
おのみち株式会社
株式会社ププレひまわり
藤井 勝利
株式会社ＷＡＧＯＨカンパニー
株式会社児玉本店
株式会社児玉本店
株式会社ベッセル
株式会社ベッセル
阪本 浩之
畠山 裕博
畠山 裕博
髙橋 誠
古角 祐子
横山 博貴
有限会社ウイステリア
有限会社ウイステリア

代表取締役

溝口 佳矢 福山市内一円

代表取締役

山本 真造 福山市赤坂町大字赤坂１１９４番地２ 橘ビル１Ｆ

ＬＯＣＡＬＯ ＣＡＦＥ
汐の音
ポプラＭＧ福山明神町店
ポプラＭＧ福山明神町店
鹿児島黒豚とんかつ そうび
Ｌｏｕｎｇｅ Ｔｉｐｓｙ
ＺＥＳＴ ＬＩＮＫ
中華そば 永潤

代表取締役

梶原 聡一 福山市神辺町字道上２４番地１

スーパードラッグひまわり道上店

取締役 平田 敬寛 福山市南蔵王町五丁目６番１０号

福山市明治町５番７号

ＫＡＷＡＩ ＥＳＴＲＥＬＩＴＡ ＧＡＬＡＮＧ

１Ｆ

フルーレマンション１Ｆ
山陽セントラルハイツ１階１０２号室

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

飲食店営業 一般 第210026号 2021-04-13 2026-07-31 2021-04-13 2021-04-13

一般 第210030号 2021-04-13 2026-07-31 2021-04-13 2021-04-13
飲食店営業 一般 第210031号 2021-04-13 2026-07-31 2021-04-13 2021-04-13
飲食店営業 一般 第210032号 2021-04-14 2026-09-30 2021-04-14 2021-04-14

加工水産物販売業

飲食店営業

移動販売車 第210038号 2021-04-14 2026-05-31 2021-04-14 2021-04-14
飲食店営業 一般 第210039号 2021-04-14 2026-06-30 2021-04-14 2021-04-14

一般 第210042号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-14 2016-04-22
飲食店営業 一般 第210043号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-14 2009-11-26
飲食店営業 一般 第210045号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-14 2015-12-11

加工水産物販売業

貴船
福山市神辺町字道上２７番地１５ ２Ｆ
和合倶楽部
福山市駅家町大字新山１２６６番地１
株式会社児玉本店
福山市駅家町大字新山１２６６番地１
株式会社児玉本店
福山市駅家町大字倉光２１番地１
星乃珈琲店 福山駅家店
福山市駅家町大字倉光２１番地１
星乃珈琲店 福山駅家店
福山市新市町大字戸手９７７番地４
ＢＲＡＳＳＥＲＩＥ いにしえ
福山市新市町大字金丸４４８番地３
ＦＲＥＳＨセンターはたけやま
福山市新市町大字金丸４４８番地３
ＦＲＥＳＨセンターはたけやま
福山市新市町大字藤尾３００２番地
高橋商店
福山市昭和町４番７号
ワインビル２Ｆ スタンド 彩芭
福山市入船町二丁目４番４号 サンタウン１階１１３号 ＬａｐｉｓＬａｚｕｌｉ
福山市加茂町字北山６７５番地１

代表取締役

小原 清美

代表取締役

児玉 四郎

代表取締役

児玉 四郎

代表取締役

澁谷 誠
澁谷 誠

代表取締役

魚介類販売業
そうざい製造業

飲食店営業
菓子製造業
飲食店営業
魚介類販売業
加工水産物販売業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業

代表取締役

藤澤 善一 福山市西新涯町二丁目１０番１５号

セブンイレブン福山西新涯町店

飲食店営業

代表取締役

藤澤 善一 福山市西新涯町二丁目１０番１５号

セブンイレブン福山西新涯町店

加工水産物販売業

株式会社ＴＡＮＡＢＥ グローバルキッチン

代表取締役

若林 洋司 福山市御門町三丁目２番１０号

株式会社ＴＡＮＡＢＥ グローバルキッチン

代表取締役

若林 洋司 福山市御門町三丁目２番１０号

ケンタッキー・フライド・チキン
ピザハット福山ばら公園前店
神石ラーメン花しるべ
有限会社小川製パン
リリパット
リリパット
三吉醤油醸造場
Ａｒｏｃｏｇｉａｎｏ
桂翠
スナック 純
喫茶 ＬａＬａ
マップ
ヒットスタジオ
ラボンヌ神辺店
気音間とも
イタリアンＧＡＶＩ
セブン－イレブン福山神辺店
セブン－イレブン福山神辺店

谷本 志郎
有限会社小川製パン
島田 和博
島田 和博
三吉 侑

福山市多治米町二丁目１０番３号
代表取締役

福山市駅家町大字万能倉３７３番地６９
福山市駅家町大字万能倉３７３番地６９
福山市神辺町大字下竹田２１２１番地１

社会福祉法人「ゼノ」少年牧場 理事長

井上 春光
前原 ナミ子
市場 妙子
河相 功
有限会社おおと商事
株式会社アイ・エルグループ
坂井 友子
戸田 数士
神原 信枝
神原 信枝

小川 雅久 福山市駅家町大字上山守２０８番地２

寳子丸 周吾 福山市神辺町字東中条７３０１番地６

福山市加茂町大字下加茂６１番地１

福山市神辺町字道上６０７番地７
福山市神辺町字十九軒屋２番地１
福山市神辺町字湯野１０３３番地３
代表取締役
代表取締役

大戸 博史 福山市神辺町字湯野３０３番地９
石井 淳雄 福山市神辺町字十九軒屋２２０番地１
福山市芦田町大字福田４７４番地
福山市神辺町大字川北１４０５番地１

福山市神辺町大字新湯野４０番地４
福山市神辺町大字新湯野４０番地４
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飲食店営業 一般 第210023号 2021-04-12 2026-05-31 2021-04-12 2021-04-12
菓子製造業 一般 第210025号 2021-04-12 2026-08-31 2021-04-12 2021-04-12

福山ばら公園前店

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業
しょうゆ製造業
アイスクリーム類製造業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第210046号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-14 1980-02-15
第210047号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-14 1983-01-24
第210048号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-14 2016-03-17
第210049号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-14 2016-03-17
第210050号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-14 1991-11-19
第210051号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-14 1985-11-27
第210054号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-14 1985-11-26
第210056号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-14 1980-03-26
第210057号 2021-04-15 2026-09-30 2021-04-15 2021-04-15
第210058号 2021-04-16 2026-09-30 2021-04-16 2021-04-16
第210059号 2021-04-16 2026-07-31 2021-04-16 2021-04-16
第210063号 2021-04-16 2026-07-31 2021-04-16 2021-04-16
第210064号 2021-04-16 2026-09-30 2021-04-16 2021-04-16
第210065号 2021-04-16 2026-09-30 2021-04-16 2021-04-16
第210066号 2021-04-16 2026-09-30 2021-04-16 2021-04-16
第210067号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-16 1992-02-19
第210068号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-16 2004-01-28
第210069号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-16 2004-01-28
第210071号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-16 1958-12-15
第210072号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-16 2010-03-19
第210073号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-16 1998-02-18
第210075号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-16 1989-03-10
第210076号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-16 1994-11-15
第210077号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-16 1997-11-19
第210078号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-16 2004-04-30
第210079号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-16 2009-11-13
第210080号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-16 2010-04-09
第210082号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-16 2010-04-27
第210083号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-16 1991-12-11
第210087号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-16 1991-12-11

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
有限会社松井食料品店
有限会社松井食料品店
福山市農業協同組合
藤井 章博
近藤 慎治
株式会社セントラルフーズ
中岡 祥彦
山本 紳也
黒木 眞治
有限会社福見堂商店
社会福祉法人若菜
株式会社阿藻珍味
株式会社アペックスフーズ
株式会社アペックスフーズ

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１

営業所所在地２ 営業所名称１

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

代表取締役

松井 則博 福山市駅家町大字万能倉３９４番地
松井 則博 福山市駅家町大字万能倉３９４番地

有限会社松井食料品店
有限会社松井食料品店

加工水産物販売業

代表理事

佐藤 宏

福山市神辺町大字川北１０７１番地３

ＪＡ福山市神辺アグリセンター(ふれあい市)

魚介類販売業

福山市神辺町字徳田７５３番地１

藤井商店
２Ｆ
なにわ料理 藤
ハイロスハイマ給食室
１Ｆ １・２号室 中国割烹 喜鵲
ＷＨＩＴＥ ＲＡＢＢＩＴ
丸平
有限会社福見堂商店
きずなの里
小魚阿も珍神辺店
株式会社アペックスフーズ
株式会社アペックスフーズ
ウォンツ福山駅家店
福山新涯食堂駐車場内 から丸 福山新涯店
寺岡本家
Ｎｅｗ 大ちゃん
有限会社マルミヤ
つどいの場 笑顔
セブン－イレブン福山加茂店
セブン－イレブン福山加茂店
すき家 ４８６号福山駅家店
尾道ラーメン 龍虎
フジグラン神辺店敷地内 しゃぶしゃぶ温野菜 神辺店
セブンイレブン福山宝町店
セブンイレブン福山宝町店
セントラル病院
カラオケ喫茶 蘭
楠本病院
ハート新市店
ハート新市店（寿司）
ハート新市店
ハート新市店
ハート新市店
ハート新市店

加工水産物販売業

代表取締役

福山市駅家町大字万能倉８２５番地１
代表取締役

秋山 裕一 福山市神辺町大字新道上５番地２

福山市花園町一丁目２番５号
福山市入船町二丁目５番３３号
福山市新市町大字下安井１３２２番地
代表取締役

陶山 博幸 福山市新市町大字新市５６４番地

理事長 藤本 英次 福山市神辺町大字川北９９７番地１
代表取締役

粟村 元則 福山市神辺町字十九軒屋１８番地１

代表取締役
代表取締役

高橋 征志 福山市神辺町大字川南１７３３番地１
高橋 征志 福山市神辺町大字川南１７３３番地１

株式会社ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本 代表取締役

村上 正一 福山市駅家町大字万能倉１２４６番地２

株式会社ＮＢＦ
寺岡有機醸造株式会社
石本 あすか
有限会社マルミヤ
山岸 信子
奥 博章
奥 博章
株式会社すき家
山下 征男
株式会社Ｎｉｓｕｌ

代表取締役

鶴原 和行 福山市新涯町一丁目２４番３６号

代表取締役

寺岡 晋作 福山市松永町四丁目１５番８３号

福山市内一円
代表取締役

下宮 茂昭 福山市神辺町大字川北９８９番地３
福山市駅家町大字江良８５９番地４
福山市加茂町字上加茂１９７番地１
福山市加茂町字上加茂１９７番地１

代表取締役

浅沼 幹典 福山市駅家町大字万能倉２８８番地１

代表取締役

藤居 泰志 福山市神辺町大字新道上１０番地２６

株式会社セブン－イレブン・ジャパン

代表取締役

永松 文彦 福山市宝町３０番１号

株式会社セブン－イレブン・ジャパン

代表取締役

永松 文彦 福山市宝町３０番１号

株式会社日米クック
日高 哲文
株式会社日米クック
株式会社なかやま牧場
株式会社なかやま牧場
株式会社なかやま牧場
株式会社なかやま牧場
株式会社なかやま牧場
株式会社なかやま牧場
栗原 伸至
清水 照久
株式会社情熱村
株式会社情熱村
片桐 信明

代表取締役

米谷 素明 福山市住吉町１番２６号

代表取締役

米谷 素明 福山市曙町三丁目１９番１８号

代表取締役

増成 吉彦 福山市新市町大字新市１２６１番地５

代表取締役

増成 吉彦 福山市新市町大字新市１２６１番地５

代表取締役

増成 吉彦 福山市新市町大字新市１２６１番地５

代表取締役

増成 吉彦 福山市新市町大字新市１２６１番地５

代表取締役

増成 吉彦 福山市新市町大字新市１２６１番地５

代表取締役

増成 吉彦 福山市新市町大字新市１２６１番地５

福山市神辺町字上御領１３４４番地５

福山市神辺町字上御領１３６１番地８

福山市内一円
福山市今町２番２号
代表取締役
代表取締役

村上 淳 福山市幕山台一丁目２番１０号
村上 淳 福山市幕山台一丁目２番１０号
福山市元町８番２号
１Ｆ，２Ｆ

ニチエー移動スーパーおまかせくん６号車

Ｐｅｋａｒｎａ そらいろ
ローソン福山幕山台一丁目店
ローソン福山幕山台一丁目店

魚介類販売業

食品の冷凍又は冷蔵業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業
菓子製造業
飲食店営業
食肉販売業
そうざい製造業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第210091号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-16 1987-04-16
第210094号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-16 2004-01-08
第210095号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-16 2016-03-29
第210096号 2021-04-19 2026-04-30 2021-04-19 2021-04-19
第210097号 2021-04-19 2026-04-30 2021-04-19 2021-04-19
第210098号 2021-04-19 2026-09-30 2021-04-19 2021-04-19
第210099号 2021-04-19 2026-09-30 2021-04-19 2021-04-19
第210100号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-19 1989-03-23
第210101号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-19 1989-04-21
第210103号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-19 2016-01-22
第210104号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-19 2016-03-11
第210106号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-19 2004-04-01
第210107号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-19 2004-04-01
第210108号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-19 2010-03-26
第210109号 2021-04-20 2026-07-31 2021-04-20 2021-04-20
第210111号 2021-04-20 2026-06-30 2021-04-20 2021-04-20

第210112号 2021-04-21 2026-09-30 2021-04-21 2021-04-21
麺類製造業 一般 第210113号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-21 1995-04-19
飲食店営業 一般 第210114号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-21 2010-02-04
移動販売車

飲食店営業 一般 第210115号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-21 2010-03-15

一般 第210119号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-21 2010-03-15
飲食店営業 一般 第210123号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-21 1998-04-22
飲食店営業 一般 第210124号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-21 1989-04-28

加工水産物販売業

飲食店営業 一般 第210126号 2021-04-21 2026-04-30 2021-04-21 2021-04-21
飲食店営業 一般 第210127号 2021-04-21 2026-05-31 2021-04-21 2021-04-21

一般 第210131号 2021-04-21 2026-05-31 2021-04-21 2021-04-21
飲食店営業 一般 第210132号 2021-04-21 2026-09-30 2021-04-21 2021-04-21
飲食店営業 一般 第210133号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-22 2009-12-28

加工水産物販売業

飲食店営業 一般 第210134号 2021-04-23 2026-07-31 2021-04-23 2021-04-23
飲食店営業 一般 第210135号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-23 2004-03-29
飲食店営業 一般 第210136号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-23 2015-11-04
魚介類販売業

一般
一般
食肉販売業 一般
加工水産物販売業 一般

第210137号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-23 2004-03-29

魚介類販売業

第210138号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-23 2004-03-29

加工水産物販売業

第210145号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-27 2016-02-12

移動販売車

一般
飲食店営業 一般
加工水産物販売業 一般
ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ ＮＯＲＴＨ ＢＥＥＲ ＢＡＲ 福山店 飲食店営業 一般
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第210088号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-16 1986-04-25

食品の冷凍又は冷蔵業

第210140号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-23 2004-03-29
第210141号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-23 2004-03-29
第210146号 2021-04-27 2026-05-31 2021-04-27 2021-04-27
第210147号 2021-04-28 2026-07-31 2021-04-28 2021-04-28
第210151号 2021-04-28 2026-07-31 2021-04-28 2021-04-28
第210152号 2021-04-28 2026-05-31 2021-04-28 2021-04-28

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
藤原 義一

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１
福山市住吉町３番２６号

有限会社フルイ・フードクリエイト

代表取締役

有限会社フルイ・フードクリエイト

代表取締役

古井 達哉 福山市神辺町字道上２９７７番地１
古井 達哉 福山市神辺町大字新徳田５４５番地１

株式会社なかやま牧場
株式会社なかやま牧場
社会福祉法人桜樹会
山上 昭司

代表取締役

増成 吉彦 福山市加茂町字中野２６２番地１

代表取締役

増成 吉彦 福山市加茂町字中野２５６番地４

株式会社フロムシステムダイレクト

代表取締役

島田 克己 福山市駅家町大字中島６８６番地１

株式会社フロムシステムダイレクト

代表取締役

島田 克己 福山市駅家町大字中島６８６番地１

株式会社ｓａｋｋｕｒｕ
藤井 孝憲
松本 歩
株式会社ＢＯＯＮ Ｆａｃｔｏｒｙ
株式会社ＢＯＯＮ Ｆａｃｔｏｒｙ
株式会社ハローズ
株式会社フジタ商事
株式会社フジタ商事
黒木 柾純
宮地 堅二
向山 強
株式会社日米クック
株式会社トモテツセブン
中野 勝成
古閑 誠章
株式会社天満屋
株式会社天満屋
山本 雅司
塩出 喬史
塩出 喬史
酒井 倭樹
株式会社フル―ヴ
吉沢 崇子
杉山 一
有限会社菩提樹
三箇 増雄
村上 生次
細谷 年始
木村 清道
三宅 芳樹
藤井 宏昭
前谷 輝久

代表取締役

山田 早苗 福山市東桜町１番１号

営業所所在地２ 営業所名称１
ローズシティ住吉Ⅲ １Ｆ

理事長 安部 博史 福山市駅家町大字万能倉１０４８番地９
福山市芦田町大字上有地３９０番地６

地先

福山市霞町一丁目１０番２号
福山市高西町四丁目４番３号
代表取締役

澤口 学
澤口 学

代表取締役

佐藤 利行 福山市神辺町大字川北１０８６番地２

代表取締役

藤田 康仁 福山市駅家町大字万能倉３７３番地

代表取締役

藤田 康仁 福山市駅家町大字万能倉３７３番地

代表取締役

福山市神辺町字十三軒屋１１番地１
福山市神辺町字十九軒屋２５３番地２

福山市神辺町字十九軒屋２６６番地１

福山市内一円
福山市内一円
代表取締役

米谷 素明 福山市神辺町大字新湯野７１番地４

代表取締役

林 克士 福山市東村町９８５番地１
福山市神辺町大字川南７４６番地１

代表取締役
代表取締役

福山市内一円
江國 成基 福山市元町１番１号
江國 成基 福山市元町１番１号

代表取締役

代表取締役

宮林 博邦 福山市本庄町中二丁目５番１３号

福山市船町３番２号
福山市城見町一丁目１番１号
福山市南本庄一丁目４番１０号
福山市南本庄三丁目１１番３４号

福山市御船町二丁目７番１７号
福山市千田町三丁目５２番２４号
福山市延広町７番１０号 佐藤ビル１Ｆ

レインボウビル５０２

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第210153号 2021-04-28 2026-09-30 2021-04-28 2021-04-28
飲食店営業 一般 第210154号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-28 2004-01-29
飲食店営業 一般 第210155号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-28 2004-02-25

加茂工場
ハート加茂店 店頭
Ｃ’ｓ Ｉｎｃ．
山上ストアー
ファミリーマート 駅家町中島
ファミリーマート 駅家町中島
ｓｕｎｄａｙ ｔａｂｌｅ ２９
Ｅｎｌｅｅ
サバまつ
鉄板ＤＩＮＩＮＧこわっぱ
串揚げダイニングあげあげ
株式会社ハローズ神辺店
株式会社ユウホウ福山工場
株式会社ユウホウ福山工場
和、たんぽぽ
大宮商店
箕島ＫＣ１号
井口産婦人科
福山大学 ｃｒｏｓｓｉｎｇ ｃａｆｅ
塩出商店
ラーナ・カンパネッラ

そうざい製造業

株式会社天満屋 福山店７Ｆ催事場

１Ｆ

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

医療法人社団ひまわり会 小川内科胃腸科

株式会社天満屋福山店７Ｆ催事調理場

福山市丸之内二丁目１１番２８号

福山市本町９番１１号
福山市本町９番１１号
福山市今町２番１３号
河田 忠治 福山市内一円
福山市昭和町９番２５号
福山市今町３番３号

クラブ アイム
介護老人保健施設ふぁみりい

魚介類販売業

飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
喫茶店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

喫茶店営業

自動販売機

喫茶店営業

自動販売機

飲食店営業

移動販売車

第210156号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-28 2009-11-19
第210157号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-28 2015-11-30
第210158号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-28 2016-03-09
第210161号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-28 1983-01-26
第210162号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-28 2016-03-28
第210166号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-28 2016-03-28
第210167号 2021-04-30 2026-05-31 2021-04-30 2021-04-30
第210168号 2021-04-30 2026-09-30 2021-04-30 2021-04-30
第210169号 2021-04-30 2026-06-30 2021-04-30 2021-04-30
第210170号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-30 2010-04-26
第210171号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-30 2010-04-26
第210172号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-30 2016-02-26
第210173号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-30 1986-05-15

第210174号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-30 1997-12-10
飲食店営業 一般 第210175号 2021-05-01 2027-04-30 2021-04-30 2010-02-18
飲食店営業 移動販売車 第210176号 2021-04-30 2026-06-30 2021-04-30 2021-04-30
第210177号 2021-05-06 2026-07-31 2021-05-06 2021-05-06
飲食店営業 一般 第210179号 2021-05-07 2026-10-31 2021-05-07 2021-05-07
飲食店営業 一般 第210180号 2021-05-07 2026-06-30 2021-05-07 2021-05-07

飲食店営業 一般 第210182号 2021-05-10 2026-10-31 2021-05-10 2021-05-10
飲食店営業 移動販売車 第210183号 2021-05-10 2026-05-31 2021-05-10 2021-05-10
飲食店営業 一般 第210184号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-11 1983-03-31
飲食店営業 一般 第210185号 2021-06-01 2026-05-31 2021-05-11 1996-01-29

ｄｏｏｔｏ
大和屋製パン工場
大和屋製パン工場
さかい茶舗
はっせい
ラウンジ ＦＡＬＣＯ
ボゴタ

飲食店営業 一般 第210186号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-11 2010-01-05
飲食店営業 一般 第210187号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-11 2010-02-05

ＣＡＦＥ ＨＯＭＥ ＲＯＡＳＴ 菩提樹

飲食店営業 一般 第210193号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-12 1983-05-26
飲食店営業 一般 第210194号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-12 1992-05-22

お好み焼 さんが
楽 ＬＡＣ
コタボ
喫茶たつや
いち番
季節料理 藤井
鶏番長
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菓子製造業 一般 第210188号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-11 2010-02-05
喫茶店営業 一般 第210189号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-11 2016-04-06
飲食店営業

第210190号 2021-05-11 2026-05-31 2021-05-11 2021-05-11
飲食店営業 一般 第210191号 2021-05-12 2026-09-30 2021-05-12 2021-05-12
飲食店営業 一般 第210192号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-12 1979-12-19
移動販売車

飲食店営業 一般 第210195号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-12 1995-03-31
飲食店営業 一般 第210196号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-12 1995-05-30
飲食店営業 一般 第210197号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-12 1998-05-01
飲食店営業 一般 第210198号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-12 2003-12-08
飲食店営業 一般 第210199号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-12 2004-04-28
飲食店営業 一般 第210200号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-12 2016-05-19

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
青木 喜美子
上垣内 重美
有限会社木むら
島田 国三郎
矢田 芳成
山下 富美代
ＫＡＮＤＥＬ ＤＡＹＡＲＡＭ
宮原 修三
前原 好樹
平田 唯時
株式会社宮崎商会
株式会社宮崎商会
株式会社宮崎商会
杉川 幸代
三鍋 充範
串田 実
稲毛 桂子
医療法人社団常仁会
株式会社日米クック
株式会社日米クック

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１

営業所所在地２ 営業所名称１

よしべー
福山市船町４番１０号
多酒多菜 遊膳
取締役 木村 廣子 福山市三吉町南二丁目９番２２号
おばんざい木むら
福山市宝町３番６号
ビリ軒水産
福山市御船町一丁目１０番６号
もとはら
福山市元町１３番１２号
元町Ｓビル１Ｆ 鉄板いざか屋 おっこん
福山市東桜町２番７号
アインビル１Ｆ ＳＡＮＧＡＭ
福山市御幸町大字上岩成４６４番地８
ビーバークック
福山市北本庄一丁目３番６号
醤油らーめん かまやつ
福山市内一円
ＴＲＹ
代表取締役 宮崎 圭師 福山市胡町１番２２号
株式会社宮崎商会
代表取締役 宮崎 圭師 福山市胡町１番２２号
株式会社宮崎商会
代表取締役 宮崎 圭師 福山市胡町１番２２号
株式会社宮崎商会
魚とくビル２Ｆ２０１号 スナック 花ごよみ
福山市船町３番１０号
魚とくビル１０３ ｔａｖｅｒｎａ ＢＩＡＮＣＡ
福山市船町３番１０号
福山市御幸町大字下岩成２８０番地２
串田製パン所
福山市御船町一丁目４番３５号
稲毛屋
介護老人保健施設サンスクエア沼南
理事長 安原 耕一郎 福山市水呑町３３３２番地１
代表取締役 米谷 素明 福山市南蔵王町二丁目４番１１号
中村整形外科
代表取締役 米谷 素明 福山市手城町二丁目１番２０号
田中メディカルクリニック
福山市南本庄二丁目１２番６号

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

飲食店営業 一般 第210203号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-12 2004-04-28
魚介類販売業
魚介類販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

食肉製品製造業

そうざい製造業

飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

有限会社フードケアサービス福山

飲食店営業

宇田 正弘
石井 智英

遠藤青汁 福山支部
ＴＲＥＥＬＯＵＮＧＥ

乳酸菌飲料製造業

豊田 文彦 福山市本庄町中一丁目３３番２３号

有限会社クリスターコーポレーション

食品の冷凍又は冷蔵業

福山市松永町四丁目１５番７１号

フリーダム
五番館 １Ｆ－Ｂ ありんこ
２階
ｍａｈｊｏｎｇ ＬＵＫＥ
メイト ０１０７３号店
ＢＡＮＤＥ ａ ＰＡＲＴ
ファミリーマート福山春日町店
ファミリーマート福山春日町店
さぬきうどん天霧木之庄店
さぬきうどん天霧南本庄店
まごころの湯
マルゴデリ さんすて福山店
手結
天満屋福山店レストラン街８階 寿司・魚料理ながの
福山ローズガーデンホテル
福山熱煉工業株式会社
福山市葬祭会館
グレイスビル３Ｆ Ｃａｂｌｅ

飲食店営業

有限会社クリスターコーポレーション

村上 真奈美
平川 恵子
株式会社アルネット
株式会社メフォス西日本
畑 吉幸
藤代 正樹
藤代 正樹

代表取締役

代表取締役

福山市昭和町９番１８号
市川 英機 福山市笠岡町２番１号

代表取締役

岡田 泰紀 福山市木之庄町二丁目１７番１２号

福山市西町一丁目７番１０号
福山市春日町七丁目１番１号
福山市春日町七丁目１番１号

株式会社マーチセブングループ

代表取締役

株式会社マーチセブングループ

代表取締役

株式会社せんだ
株式会社マルゴデリ
村上 創造
永金 満
株式会社エフディックス

代表取締役

広中 孝一 福山市木之庄町一丁目９番１０号
広中 孝一 福山市南本庄四丁目２番２号
牧野 真樹 福山市千田町二丁目５０番３号

代表取締役

平野 裕治 福山市三之丸町３０番１号

有限会社日東ベンディング中国

代表取締役

有限会社日東ベンディング中国

代表取締役

出原 亮

代表取締役

福山市延広町３番３号
福山市元町１番１号
三谷 道昭 福山市丸之内一丁目４番８号
藤井 隆 福山市千田町四丁目１３番１号
藤井 隆 福山市奈良津町一丁目１７番１号
福山市三之丸町４番１号
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一般
一般
一般
一般
一般
一般

第210204号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-12 1998-05-27
第210205号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-12 2003-12-03
第210207号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-12 2010-03-19
第210208号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-12 2010-05-21
第210209号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-12 2010-05-31
第210210号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-12 2016-02-15

第210211号 2021-05-13 2026-05-31 2021-05-13 2021-05-13
食肉処理業 一般 第210212号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-14 1998-02-24

有限会社フードケアサービス福山 取締役 西江 浩雪 福山市奈良津町一丁目２番７号

福山市北美台１番１号
福山市宝町３０番１号

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第210201号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-12 1986-03-11
飲食店営業 一般 第210202号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-12 2004-03-31

飲食店営業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
加工水産物販売業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

移動販売車

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

喫茶店営業

自動販売機

喫茶店営業

自動販売機

第210213号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-14 1998-02-24
第210214号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-14 1998-02-24
第210215号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-14 2010-01-08
第210216号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-14 2016-05-12
第210217号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-14 1979-12-20
第210218号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-14 1989-08-09
第210219号 2021-05-17 2026-08-31 2021-05-17 2021-05-17
第210220号 2021-05-17 2026-07-31 2021-05-17 2021-05-17
第210221号 2021-05-17 2026-07-31 2021-05-17 2021-05-17
第210222号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-17 2004-04-07
第210223号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-17 1979-03-01
第210224号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-17 2010-05-14
第210225号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-17 2016-04-27
第210226号 2021-05-17 2026-06-30 2021-05-17 2021-05-17
第210227号 2021-05-17 2026-09-30 2021-05-17 2021-05-17
第210228号 2021-05-18 2026-05-31 2021-05-18 2021-05-18
第210229号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-18 1998-05-27
第210230号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-18 2004-03-08
第210232号 2021-05-19 2026-07-31 2021-05-19 2021-05-19
第210236号 2021-05-19 2026-07-31 2021-05-19 2021-05-19
第210237号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-20 1986-02-13
第210238号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-20 1992-02-28
第210239号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-20 2015-12-08
第210240号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-20 2016-03-11
第210242号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-20 2004-04-14
第210243号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-20 2010-05-31
第210244号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-21 1995-03-08
第210245号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-21 1991-12-18

第210246号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-21 1997-12-11
飲食店営業 一般 第210247号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-21 2010-03-11

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
渡辺 祥
株式会社日米クック
合同会社ｆｕｌｌ
鈴木 泰子
株式会社真正座
竹内 志郎
松岡 紀明
田本 紀子
中山 智廣
シダックスフードサービス株式会社

社会福祉法人常新会
株式会社ビッグアーム
株式会社ベッセル
安次嶺 ギセラ
株式会社ＭＡＲＶＹＳ
梶田 裕二
田原 辰美
株式会社日米クック
ナツメダ商事株式会社
モロゾフ株式会社
株式会社夢笛

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１

営業所所在地２ 営業所名称１

福山市北吉津町二丁目５番４号
代表取締役

米谷 素明 福山市南蔵王町六丁目３２番１２号

代表社員

空閑 満 福山市多治米町一丁目９番１２号
福山市内一円
小林 真 福山市多治米町六丁目１４番３３号
福山市霞町三丁目１番１号
福山市住吉町７番１０号
福山市南町５番１６号
福山市内一円

代表取締役

代表取締役

佐藤 好男 福山市沖野上町三丁目４番１３号

福山市新涯町六丁目１１番２１号

理事長

安原 耕一郎

代表取締役

坂本 孝雄 福山市延広町２番７号

代表取締役

澁谷 誠

代表取締役

綿谷 美佳 福山市神辺町大字川南８３５番地

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役

重丸 奈弥香
一般社団法人福の山城下町プロジェクト 代表理事

株式会社ベッセル
知光 一子
株式会社ＬＥＯＣ
鈴木 泰子
株式会社きょうドゥリーム
松井 和大
大賀 チエコ
茭口 直美
株式会社アペックス西日本
ＪＢレストラン株式会社
有限会社春秋
株式会社Ｇｌｏｂａｌ Ｇｒｏｏｖｅ
杉原 佳乃
弘文株式会社
弘文株式会社

代表取締役

特定非営利活動法人わくわく街家研究所

理事

株式会社夢笛

代表取締役

代表取締役

代表取締役

モアリッチ住吉１ＦＡ号

福山市三之丸町３０番１号
福山市今津町３番地５１

Ｄ’ＫＵＳＩＮＡ
６６６ワゴンサービス
ＣＡＳＡビル１－４ Ｄｉｎｉｎｇ＆Ｂａｒ ＳＩＧＮＡＬ
福山市住吉町８番２８号
福山市伊勢丘一丁目５番３号
カラオケ喫茶ひだまり
米谷 素明 福山市神辺町大字川北９５４番地４
柚木外科
棗田 章弘 福山市東町二丁目２番１４号
ナツメダ商事株式会社
株式会社天満屋福山店３階 カフェ モロゾフ
山口 信二 福山市元町１番１号
髙橋 英樹 福山市城見町一丁目１番１号
串ＢＡＲ
及川 剛 福山市丸之内一丁目３番１号
河合塾福山校
福山市延広町２番１３号
東永ビル２Ｆ Ｂａｒ伊右衛門
髙橋 英樹 福山市笠岡町３番７号
城下横丁
天満屋福山店地下１階 デリカテッセン
澁谷 誠 福山市元町１番１号
福山市光南町一丁目２番８号
歌の店美扇
田島 利行 福山市蔵王町五丁目２３番１号
福山市民病院事業所
ザ・ペロリネスチキン ＳＵＺＵＫＩ
福山市内一円
浜岡 憲作 福山市内一円
カフェ マクロ 美与利
福山市木之庄町一丁目８番１４号
喫茶フランドール
カラオケスナック スコルピオン

如稲

福山市本庄町中二丁目４番３０号
代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役

森 吉平 福山市南本庄一丁目５番２１号
大野 尚一 福山市三之丸町３０番１号
冨士谷 和洋 福山市延広町３番８号

広島化成株式会社第３工場（ＣＣＷ）

一刻魁堂
せとうち料理 春秋
永吉 優太 福山市西新涯町一丁目２番３１号
ビストロ ボントレ
吉山ビル１Ｆ．Ｂ Ｌａｏｗｌ
福山市南町１番２６号
安原 英弘 福山市御船町二丁目８番１４号
Ｙａｓｕ ｋｉｔｃｈｅｎ ｐａｒｔｙ
安原 英弘 福山市御船町二丁目８番１４号
Ｙａｓｕ ｋｉｔｃｈｅｎ ｐａｒｔｙ
木村 恭之 福山市今町３番２３号
ｕｍｂｒｅｌｌａ
髙橋 英樹 福山市延広町５番１号
魚々家むてき
サンステーションテラス福山内
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初回許可年月日 当初許可年月日

喫茶店営業 一般 第210248号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-21 2016-05-24
飲食店営業 一般 第210249号 2021-05-21 2026-07-31 2021-05-21 2021-05-21
飲食店営業 一般 第210250号 2021-05-21 2026-09-30 2021-05-21 2021-05-21
飲食店営業 移動販売車 第210251号 2021-05-21 2026-09-30 2021-05-21 2021-05-21
飲食店営業 一般 第210252号 2021-05-24 2026-09-30 2021-05-24 2021-05-24
飲食店営業 一般 第210253号 2021-05-24 2026-09-30 2021-05-24 2021-05-24
飲食店営業 一般 第210254号 2021-05-24 2026-09-30 2021-05-24 2021-05-24
飲食店営業 一般 第210255号 2021-05-24 2026-09-30 2021-05-24 2021-05-24
第210256号 2021-05-24 2026-05-31 2021-05-24 2021-05-24
飲食店営業 一般 第210257号 2021-05-24 2026-09-30 2021-05-24 2021-05-24
飲食店営業 一般 第210258号 2021-05-24 2026-07-31 2021-05-24 2021-05-24

魚介類販売業

移動販売車

飲食店営業 一般 第210259号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-24 2010-04-12
飲食店営業 一般 第210260号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-24 2010-05-26

さんすて福山２番街 ドトールコーヒーショップＪＲ福山駅店

福山市南本庄三丁目１０番３０号
代表取締役

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

遊び場さんさ
福山クリニック
尚苑
ザ・ペロリネスチキン Ｍｏｖｅ
真正座
Ｍｅｒｃｙ，Ｍｅｒｃｙ
ラ・ドセル
カラオケ居酒屋名なし
丸三
堀病院 シダックス店
特別養護老人ホーム ぬくもり
ホルモン焼肉ぶち福山駅前店

飲食店営業 一般 第210261号 2021-05-25 2026-06-30 2021-05-25 2021-05-25
喫茶店営業 一般 第210262号 2021-05-25 2026-10-31 2021-05-25 2021-05-25
飲食店営業 一般 第210263号 2021-05-25 2026-09-30 2021-05-25 2021-05-25
飲食店営業 一般 第210264号 2021-05-25 2026-07-31 2021-05-25 2021-05-25
飲食店営業 一般 第210265号 2021-05-26 2026-10-31 2021-05-26 2021-05-26
菓子製造業 一般 第210266号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-26 2004-02-12
飲食店営業 一般 第210267号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-26 2010-05-31
飲食店営業 一般 第210268号 2021-05-26 2026-05-31 2021-05-26 2021-05-26
喫茶店営業

自動販売機 第210269号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-26 2010-05-26
飲食店営業 一般 第210270号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-26 2015-12-04
飲食店営業 一般 第210271号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-26 2016-04-19
ｂｙ福山ニューキャッスルホテル

飲食店営業 一般 第210272号 2021-05-27 2026-05-31 2021-05-27 2021-05-27
飲食店営業 一般 第210273号 2021-05-27 2026-09-30 2021-05-27 2021-05-27
飲食店営業 一般 第210274号 2021-05-27 2026-07-31 2021-05-27 2021-05-27
飲食店営業 移動販売車 第210275号 2021-05-28 2026-07-31 2021-05-28 2021-05-28
飲食店営業

移動販売車 第210277号 2021-05-28 2026-06-30 2021-05-28 2021-05-28
飲食店営業 一般 第210278号 2021-05-28 2026-05-31 2021-05-28 2021-05-28
飲食店営業 一般 第210279号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-28 2003-12-04

飲食店営業 一般 第210280号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-28 2009-12-04
喫茶店営業 自動販売機 第210281号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-28 2016-05-23
飲食店営業 一般 第210282号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-31 2010-04-01
飲食店営業 一般 第210283号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-31 2016-03-03
飲食店営業 一般 第210284号 2021-05-31 2026-07-31 2021-05-31 2021-05-31
飲食店営業 一般 第210285号 2021-05-31 2026-09-30 2021-05-31 2021-05-31
飲食店営業 一般 第210286号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-31 2016-05-18

一般 第210287号 2021-05-31 2026-05-31 2021-05-31 2021-05-31
飲食店営業 一般 第210288号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-31 2016-03-31
飲食店営業 一般 第210289号 2021-06-01 2027-05-31 2021-05-31 2016-05-12

そうざい製造業

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
東恩納 寛章
株式会社ひととき
吉浦 洋子
大橋 雅宏
中田 由香
株式会社エブリイ
倉田株式会社
倉田株式会社
株式会社ファンネル
株式会社ファンネル
中村 舞
小畠 広高
株式会社たていし園
寺岡 義久
倉田株式会社
株式会社ライフイート
畑山 一成
槇谷 哲也
荒木 義光
田中 靖啓

申請者＿役職名

代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役

代表取締役
代表取締役

申請者＿代表者

営業所所在地１
福山市住吉町７番２６号

営業所所在地２ 営業所名称１

Ｒｅｚｅｌ
佐藤 友彦 福山市御門町一丁目２番１２号
鮨と酒菜 ひと時
福山市南手城町一丁目１番２８号
カラオケおかあさん
福山市奈良津町一丁目１０番１号
ＢＯＯＺ
福山市春日町三丁目１６番８号 藤井ハイツ１Ｆ おうどん瀬里
岡﨑 浩樹 福山市南本庄一丁目１１番１９号
エブリイ本庄店パンコーナー
倉田 武夫 福山市箕沖町１２７番地５
倉田株式会社 鶏卵加工場
倉田 武夫 福山市箕沖町１２７番地５
倉田株式会社 鶏卵加工場
山本 昌弘 福山市伏見町２番５号
サムライデリカテッセン
山本 昌弘 福山市伏見町２番５号
サムライデリカテッセン
福山市船町２番８号
本家かまどや福山中央店
福山市船町３番１０号
２Ｆ
ＭＡＴＳＵＢＡＲ
立石 稔 福山市東深津町三丁目１９番９号
株式会社たていし園
福山市松永町四丁目１３番６号 ルミエール長和島１０５号 すなっく まどんな
倉田 武夫 福山市箕沖町１２７番地５
倉田株式会社 鶏卵加工場
大森 康晴 福山市西深津町七丁目３番１８号
すし丸配送センター
広島県内全域
Ｓｌｏｗ Ｌｉｆｅ Ｋｉｔｃｈｅｎ
福山市芦田町大字福田２９２９番地１
ロクロカフェ
福山市東深津町一丁目１４番１２号
食事処 瑞穂
福山市沼隈町大字中山南７１３番地１
ＬＥ ＶＥＮＴ ＶＥＲＴ
ＳＡＴＯ７ビル４階Ａ号室

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第210290号 2021-05-31 2026-09-30 2021-05-31 2021-05-31
飲食店営業 一般 第210291号 2021-05-31 2026-09-30 2021-05-31 2021-05-31
飲食店営業 一般 第210292号 2021-05-31 2026-07-31 2021-05-31 2021-05-31
飲食店営業 一般 第210293号 2021-06-01 2027-05-31 2021-06-01 2021-06-01 2004-05-26
飲食店営業 一般 第210294号 2021-06-01 2026-07-31 2021-06-01 2021-06-01
菓子製造業 一般 第210295号 2021-06-01 2027-05-31 2021-06-01 2021-06-01 2010-04-15
菓子製造業 一般 第210296号 2021-06-03 2026-07-31 2021-06-03 2021-06-03

一般 第210297号 2021-06-03 2026-07-31 2021-06-03 2021-06-03 2018-04-06
飲食店営業 一般 第210298号 2021-06-04 2026-11-30 2021-06-04 2021-06-04 2017-09-26

そうざい製造業

一般 第210299号 2021-06-04 2026-11-30 2021-06-04 2021-06-04
飲食店営業 一般 第210300号 2021-06-04 2026-11-30 2021-06-04 2021-06-04
飲食店営業 一般 第210301号 2021-06-07 2026-11-30 2021-06-07 2021-06-07

そうざい製造業

飲食店営業 一般 第210302号 2021-06-07 2026-07-31 2021-06-07 2021-06-07
飲食店営業 一般 第210303号 2021-06-07 2026-06-30 2021-06-07 2021-06-07
液卵製造業 一般 第210304号 2021-06-08 2026-07-31 2021-06-08 2021-06-08
冷凍食品製造業

一般

飲食店営業

移動販売車

第210305号 2021-06-09 2026-07-31 2021-06-09 2021-06-09

第210306号 2021-06-09 2026-07-31 2021-06-09 2021-06-09
飲食店営業 一般 第210307号 2021-06-11 2026-10-31 2021-06-11 2021-06-11
飲食店営業 一般 第210308号 2021-06-11 2026-07-31 2021-06-11 2021-06-11

菓子製造業 一般 第210309号 2021-06-14 2026-08-31 2021-06-14 2021-06-14
飲食店営業 一般 第210310号 2021-06-14 2026-08-31 2021-06-14 2021-06-14

株式会社せとうち備後マーケティング

代表取締役

季武 慶樹 福山市沼隈町大字中山南２６番地１

ツネイシしまなみビレッジ センターハウス

株式会社ギャラリー
株式会社シンコー
合同会社フレッシュ井上
豊田 勉
髙橋 和平
藤原 光広
柳田 克美
小林 一三
箱田 由美子
学校法人穴吹学園
株式会社ｈｉｔｏｈｉ
松永タイガー株式会社
有限会社だいさく屋
ＰＯＴＣＯＯＫ合同会社
伊藤 唯
池田 春子
有限会社笑輔
株式会社日本セレモニー
松居 秀子
加納 秀恭

代表取締役

門田 重人 福山市郷分町１２１１番地

代表取締役

桑原 靖 福山市瀬戸町大字山北５１２番地１

飲食店営業 一般 第210311号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-15 2021-06-15 1971-01-08
飲食店営業 一般 第210312号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-15 2021-06-15 1989-05-01

代表社員

吉原 秀彦 福山市瀬戸町大字長和１１３３番地

飲食店営業 一般 第210323号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-16 2021-06-16 2016-06-03
菓子製造業 一般 第210324号 2021-06-16 2026-10-31 2021-06-16 2021-06-16

代表取締役

出原 昌直 福山市鞆町鞆５９５番地

代表取締役

作田 寧秀 福山市松永町六丁目１０番６０号

ホテルギャラリー
天霧うどん 瀬戸店
フレッシュ井上
レストラン豊田
宝来軒
光福亭
お好 ゆうちゃん
一番寿司
うれしいカフェ イデア
穴吹調理製菓専門学校
ＮＩＰＰＯＮＩＡ 鞆 港町
カラオケ喫茶 りぼん

代表取締役

安藤 周作 福山市南松永町三丁目４番２２号

セブン－イレブン福山南松永３丁目店

福山市南松永町二丁目９番７号
福山市松永町六丁目１９番１５号

福山市東村町１番地１
福山市今津町３番地２
福山市松永町３４３番地２５
福山市金江町金見２１５３番地１
理事長 穴吹 薫 福山市東町二丁目２番２４号

１Ｆ

ＰＯＴ ＣＯＯＫ
メゾン丸谷１Ｆ奥 Ｂ ＣＲＡＺＹ
福山市南町５番１６号
福山市瀬戸町大字地頭分１１９０番地
三平
取締役 山田 和幸 福山市柳津町一丁目７番６０号
やきにく笑輔
代表取締役 神田 忠 福山市柳津町三丁目１番８号
松永典礼会館
福山市鞆町鞆５５０番地８
バーバーバーズ 三角家
福山市内一円
八十八食品
代表社員

釡崎 栄治 福山市駅家町大字万能倉９８９番地１５
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食肉販売業 一般 第210313号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-15 2021-06-15 2016-02-05
飲食店営業 一般 第210314号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-16 2021-06-16 1980-04-17
飲食店営業 一般 第210315号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-16 2021-06-16 1989-06-14
飲食店営業 一般 第210316号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-16 2021-06-16 1995-03-08
飲食店営業 一般 第210317号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-16 2021-06-16 1995-04-07
飲食店営業 一般 第210318号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-16 2021-06-16 1998-01-14
飲食店営業 一般 第210319号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-16 2021-06-16 2016-06-28
菓子製造業 一般 第210320号 2021-06-16 2026-11-30 2021-06-16 2021-06-16
飲食店営業 一般 第210321号 2021-06-16 2026-08-31 2021-06-16 2021-06-16
飲食店営業 一般 第210322号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-16 2021-06-16 2016-02-26

飲食店営業 一般 第210325号 2021-06-17 2026-09-30 2021-06-17 2021-06-17
飲食店営業 一般 第210326号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-17 2021-06-17 1989-06-01
飲食店営業 一般 第210327号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-17 2021-06-17 1998-01-19
飲食店営業 一般 第210328号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-17 2021-06-17 2010-02-18
飲食店営業 一般 第210329号 2021-06-17 2026-08-31 2021-06-17 2021-06-17
飲食店営業 露店 第210330号 2021-06-18 2026-11-30 2021-06-18 2021-06-18

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
株式会社オンリーワン
株式会社ハローズ
株式会社かねと
大黒天物産株式会社
大黒天物産株式会社
大黒天物産株式会社
大村 拓己
サルボ両備株式会社
株式会社ニチエー
株式会社ニチエー
社会福祉法人虹の会
社会福祉法人虹の会
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社ひととき
トワールド株式会社
トワールド株式会社
大塚 淳子
佐藤 都子
佐藤 都子
大木建設株式会社
大嵜 雅美
有限会社岡野製パン所
株式会社魚国総本社
マルケー食品株式会社
細木製パン株式会社
藤井 智彦
小林 紀子
武田 大介
水原 利朗
ＰＯＴＣＯＯＫ合同会社

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日 初回許可年月日 当初許可年月日
営業所所在地２ 営業所名称１
営業所所在地１
飲食店営業 一般 第210331号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-18 2021-06-18 1998-02-17
下井 豊 福山市明王台三丁目１２番２６号
オンリーワン明王台店
代表取締役 佐藤 利行 福山市松永町六丁目１０番４７号
菓子製造業 一般 第210332号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-18 2021-06-18 2004-03-15
株式会社ハローズ南松永店
代表取締役 藤井 啓之 福山市南松永町二丁目１７番１３号
飲食店営業 一般 第210333号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-18 2021-06-18 2016-03-14
四季結び 松永茶寮
代表取締役 大賀 昭司 福山市今津町七丁目１５番３８号
飲食店営業 一般 第210334号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-21 2021-06-21 2004-04-22
ラ・ムー松永店
代表取締役 大賀 昭司 福山市今津町七丁目１５番３８号
飲食店営業 一般 第210335号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-21 2021-06-21 2004-04-22
ラ・ムー松永店
代表取締役 大賀 昭司 福山市今津町七丁目１５番３８号
食肉販売業 一般 第210336号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-21 2021-06-21 2004-04-22
ラ・ムー松永店
菓子製造業 一般 第210337号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-21 2021-06-21 2010-06-02
福山市柳津町２１番地５
大村製パン所
代表取締役 松田 敏之 福山市津之郷町大字津之郷１８３番地１
飲食店営業 一般 第210338号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-21 2021-06-21 2016-04-13
レモンイエロー
代表取締役 上野 郁夫 福山市今津町三丁目２番２７号
株式会社ニチエー サンライズ店
飲食店営業 一般 第210339号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-21 2021-06-21 1998-03-13
代表取締役 上野 郁夫 福山市今津町三丁目２番２７号
魚介類販売業 一般 第210340号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-21 2021-06-21 1998-03-13
株式会社ニチエー サンライズ店
ジョイジョイワークすばる カランコロン堂
飲食店営業 一般 第210341号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-21 2021-06-21 2016-04-25
理事長 藤原 博文 福山市今津町三丁目２番３０－５号
ジョイジョイワークすばる カランコロン堂
菓子製造業 一般 第210342号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-21 2021-06-21 2016-04-25
理事長 藤原 博文 福山市今津町三丁目２番３０－５号
代表取締役 岡﨑 浩樹 福山市瀬戸町大字山北３００番地
飲食店営業 一般 第210343号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-21 2021-06-21 2016-03-09
エブリイ瀬戸店
代表取締役 岡﨑 浩樹 福山市瀬戸町大字山北３００番地
菓子製造業 一般 第210344号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-21 2021-06-21 2016-03-09
エブリイ瀬戸店
代表取締役 岡﨑 浩樹 福山市瀬戸町大字山北３００番地
魚介類販売業 一般 第210345号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-21 2021-06-21 2016-03-09
エブリイ瀬戸店
代表取締役 岡﨑 浩樹 福山市瀬戸町大字山北３００番地
食肉販売業 一般 第210346号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-21 2021-06-21 2016-03-09
エブリイ瀬戸店
代表取締役 佐藤 友彦 福山市霞町一丁目７番９号
飲食店営業 一般 第210347号 2021-06-21 2026-09-30 2021-06-21 2021-06-21
居酒屋３りん車
代表取締役 宗田 登世子 福山市船町５番１４号
シャトーエフ１０１号 十近
飲食店営業 一般 第210348号 2021-06-21 2026-11-30 2021-06-21 2021-06-21 2016-06-23
代表取締役 宗田 登世子 福山市船町５番１４号
水産製品製造業 一般 第210349号 2021-06-21 2026-11-30 2021-06-21 2021-06-21 2016-06-23
シャトーエフ１０１号 十近
モアリッチファースト１－Ｄ スナック アウディ
飲食店営業 一般 第210350号 2021-06-21 2026-09-30 2021-06-21 2021-06-21
福山市住吉町７番９号
福山市加茂町字芦原１６７番地１
飲食店営業 一般 第210351号 2021-06-21 2026-10-31 2021-06-21 2021-06-21
ナチュレ
福山市加茂町字芦原１６７番地１
菓子製造業 一般 第210352号 2021-06-21 2026-10-31 2021-06-21 2021-06-21 2014-06-20
ナチュレ
密封包装食品製造業 一般 第210353号 2021-06-21 2026-10-31 2021-06-21 2021-06-21
代表取締役 吉元 大輔 福山市新市町大字戸手６２６番地１
大木建設株式会社
福山市松永町四丁目１５番７７号
飲食店営業 一般 第210354号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-23 2021-06-23 1983-05-17
中華そば山一 松永店
代表取締役 星野 秀峰 福山市神村町３１２０番地１
有限会社岡野製パン所 松永工場
菓子製造業 一般 第210355号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-23 2021-06-23 1989-04-07
代表取締役 田所 伸浩 福山市今津町四丁目６番２４号
飲食店営業 一般 第210356号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-23 2021-06-23 2016-03-31
魚国総本社・福山市２８４３９
代表取締役 平櫛󠄁 克也 福山市南松永町二丁目３番１１号
水産製品製造業 一般 第210357号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-23 2021-06-23 1986-01-30
マルケー食品株式会社
代表取締役 細木 博 福山市西町三丁目１５番１０号
菓子製造業 一般 第210358号 2021-06-22 2026-11-30 2021-06-22 2021-06-22
Ｂｏｕｌａｎｇｅｒｉｅ Ｓｏｇｉｉ
西町店
福山市松浜町一丁目９番２８号
飲食店営業 一般 第210359号 2021-06-23 2026-09-30 2021-06-23 2021-06-23
美豚
福山市幕山台二丁目２番１７号 幕山台２丁目アパート中央 歌姫
飲食店営業 一般 第210360号 2021-06-23 2026-07-31 2021-06-23 2021-06-23
福山市南蔵王町二丁目１３番３５号 カーサイズミ１０２ 楽時
飲食店営業 一般 第210361号 2021-06-23 2026-07-31 2021-06-23 2021-06-23
飲食店営業 一般 第210362号 2021-06-23 2026-06-30 2021-06-23 2021-06-23
福山市松永町四丁目８番８号
ローソン福山松永町四丁目店
代表社員 釡崎 栄治 福山市南蔵王町三丁目１０番２５号
飲食店営業 一般 第210363号 2021-06-25 2026-07-31 2021-06-25 2021-06-25
ＰＯＴ ＣＯＯＫ
株式会社鞆スコレ・コーポレーション 代表取締役 村上 正高 福山市曙町三丁目１８番８号
飲食店営業 一般 第210364号 2021-06-25 2026-07-31 2021-06-25 2021-06-25
１００時間カレー福山曙店
飲食店営業 一般 第210365号 2021-06-25 2026-09-30 2021-06-25 2021-06-25
打越 悠真
福山市住吉町２番２号
学生居酒屋モナリザ
福山市本庄町中二丁目６番３３号
飲食店営業 一般 第210366号 2021-06-28 2026-11-30 2021-06-28 2021-06-28
工藤 真依
Ｈａｔｉ．８．
福山市本庄町中二丁目６番３３号
菓子製造業 一般 第210367号 2021-06-28 2026-11-30 2021-06-28 2021-06-28
工藤 真依
Ｈａｔｉ．８．
菓子製造業 一般 第210368号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-28 2021-06-28 2004-03-19
福山市今津町七丁目７番６号
佐々木 信子
ボナール
代表取締役 新谷 真寿美 福山市高西町南１４４番地
水産製品製造業 一般 第210369号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-28 2021-06-28 2016-01-05
クニヒロ株式会社
クニヒロ株式会社 福山工場
代表取締役 神原 秀明 福山市金江町金見１３６３番地２
飲食店営業 一般 第210370号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-28 2021-06-28 2010-02-24
リンドレ キッチン・スイーツ ドレ
ツネイシＬＲ株式会社
代表取締役 神原 秀明 福山市金江町金見３１８番地
飲食店営業 一般 第210371号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-28 2021-06-28 2010-02-24
ツネイシＬＲ株式会社
カーニバルプラザ
申請者＿役職名

申請者＿代表者

代表取締役
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（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
ツネイシＬＲ株式会社
ツネイシＬＲ株式会社
ツネイシＬＲ株式会社
ツネイシＬＲ株式会社
ツネイシＬＲ株式会社
ツネイシＬＲ株式会社
ツネイシＬＲ株式会社
ツネイシＬＲ株式会社
株式会社アペックス西日本
株式会社アペックス西日本
株式会社アペックス西日本
長田 眞希
社会福祉法人若菜
株式会社イープラットフォーム
株式会社イープラットフォーム
株式会社イープラットフォーム
株式会社イープラットフォーム
株式会社トチノキフーズ
八田 健
福山市
福山市
福山市
福山市
福山市
福山市
福山市
福山市
福山市
福山市
福山市
福山市
福山市
福山市
福山市
福山市
福山市
福山市
福山市
福山市
福山市
福山市

営業所所在地１

申請者＿役職名

申請者＿代表者

代表取締役

神原 秀明 福山市金江町金見３１８番地１８

代表取締役

神原 秀明 福山市金江町金見３２３番地２

代表取締役

神原 秀明 福山市金江町金見３２３番地１

代表取締役

神原 秀明 福山市金江町金見３２３番地１

代表取締役

神原 秀明 福山市金江町金見３２３番地１

代表取締役

神原 秀明 福山市金江町金見３２３番地１

代表取締役

神原 秀明 福山市金江町金見３２３番地１

代表取締役

神原 秀明 福山市金江町金見３２３番地１

代表取締役

森 吉平 福山市神島町７番１２号
森 吉平 福山市津之郷町大字津之郷３３３番地２
森 吉平 福山市柳津町二丁目２番２７号

代表取締役
代表取締役

営業所所在地２ 営業所名称１

福山市松永町四丁目１５番７６号 大善ビル１Ｆ

ピアッツァ
プール売店
いつか来た道
いつか来た道
いつか来た道
いつか来た道
いつか来た道
いつか来た道

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第210372号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-28 2021-06-28 2010-02-24
飲食店営業 一般 第210373号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-28 2021-06-28 2010-02-24

大衆食堂
豆腐屋
うどん屋
たこ焼き
居酒屋
アイス製造室

飲食店営業 一般 第210374号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-28 2021-06-28 2010-02-24
飲食店営業 一般 第210375号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-28 2021-06-28 2010-02-24
飲食店営業 一般 第210376号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-28 2021-06-28 2010-02-24
飲食店営業 一般 第210377号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-28 2021-06-28 2010-02-24
飲食店営業 一般 第210378号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-28 2021-06-28 2010-02-24

備後通運株式会社 福山自動車支店
山陽自動車道福山サービスエリア下り

株式会社ニチエー柳津店（ＣＣＷ）

雀荘トライ

カップ⑨

アイスクリーム類製造業

一般

第210379号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-28 2021-06-28 2010-02-24

調理機能を有する自動販売機（要許可）

自動販売機

第210380号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-29 2021-06-29 1992-01-29

調理機能を有する自動販売機（要許可）

自動販売機

第210381号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-29 2021-06-29 2016-04-19

第210382号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-29 2021-06-29 2016-06-22
飲食店営業 一般 第210383号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-29 2021-06-29 2010-06-30
飲食店営業 一般 第210384号 2021-06-29 2026-10-31 2021-06-29 2021-06-29

調理機能を有する自動販売機（要許可）

自動販売機

理事長 藤本 英次 福山市新市町大字新市８７６番地５

社会福祉法人若菜 あじさいの里

代表取締役

岡﨑 裕輔 福山市木之庄町一丁目９番８号

みんなのまちメシＦＡＣＴＯＲＹ 木之庄店

代表取締役

岡﨑 裕輔 福山市木之庄町一丁目９番８号

みんなのまちメシＦＡＣＴＯＲＹ 木之庄店

菓子製造業 一般 第210385号 2021-06-30 2026-11-30 2021-06-30 2021-06-30
食肉販売業 一般 第210386号 2021-06-30 2026-11-30 2021-06-30 2021-06-30

代表取締役

岡﨑 裕輔 福山市木之庄町一丁目９番８号

みんなのまちメシＦＡＣＴＯＲＹ 木之庄店

そうざい製造業

代表取締役

岡﨑 裕輔 福山市木之庄町一丁目９番８号

みんなのまちメシＦＡＣＴＯＲＹ 木之庄店

冷凍食品製造業

代表取締役

高橋 佑輔 福山市内一円

とちぎ餃子
八田保命酒舖
福山市立川口東小学校
福山市立南小学校
福山市立手城小学校
福山市立深津小学校
福山市立泉小学校
福山市立旭小学校
福山市立山野小学校
福山市立広瀬小学校
福山市立加茂小学校
福山市立緑丘小学校
福山市立野々浜小学校
福山市立幕山小学校
福山市立久松台小学校
福山市立新涯小学校
福山市立山手小学校
福山市立大谷台小学校
福山市立明王台小学校
福山市立内海小学校
福山市立神辺小学校
福山市立竹尋小学校
福山市立光小学校
福山市立引野小学校

飲食店営業

福山市鞆町鞆５５２番地２
市長
市長
市長
市長
市長
市長
市長
市長
市長
市長
市長
市長
市長
市長
市長
市長
市長
市長
市長
市長
市長
市長

枝広 直幹 福山市東川口町五丁目１３番４６号
枝広 直幹 福山市明治町４番１号
枝広 直幹 福山市南手城町四丁目５番１０号
枝広 直幹 福山市東深津町二丁目５番１号
枝広 直幹 福山市山手町七丁目１３番６３号
枝広 直幹 福山市入船町一丁目２番１号
枝広 直幹 福山市山野町大字山野３５７９番地
枝広 直幹 福山市加茂町字北山７１４番地２
枝広 直幹 福山市加茂町字中野８４８番地
枝広 直幹 福山市春日町五丁目１５番１号
枝広 直幹 福山市大門町七丁目１３番１号
枝広 直幹 福山市幕山台二丁目１７番１号
枝広 直幹 福山市久松台一丁目９番１号
枝広 直幹 福山市新涯町三丁目１８番１号
枝広 直幹 福山市山手町一丁目５番１号
枝広 直幹 福山市大門町大門７５８０番地
枝広 直幹 福山市明王台一丁目２番１６号
枝広 直幹 福山市内海町７３番地
枝広 直幹 福山市神辺町大字川南２９１２番地１１
枝広 直幹 福山市神辺町大字下竹田８５番地１
枝広 直幹 福山市草戸町四丁目１４番１号
枝広 直幹 福山市引野町４０３２番地
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そうざい製造業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

一般
一般
露店
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第210387号 2021-06-30 2026-11-30 2021-06-30 2021-06-30
第210388号 2021-06-30 2026-11-30 2021-06-30 2021-06-30
第210389号 2021-06-25 2026-11-30 2021-06-25 2021-06-25
第210390号 2021-06-30 2026-08-31 2021-06-30 2021-06-30
第210391号 2021-06-01 2026-09-30 2021-06-01 2021-06-01
第210392号 2021-06-01 2026-09-30 2021-06-01 2021-06-01
第210393号 2021-06-01 2026-07-31 2021-06-01 2021-06-01
第210394号 2021-06-01 2026-07-31 2021-06-01 2021-06-01
第210395号 2021-06-01 2026-06-30 2021-06-01 2021-06-01
第210396号 2021-06-01 2026-09-30 2021-06-01 2021-06-01
第210397号 2021-06-01 2026-10-31 2021-06-01 2021-06-01
第210398号 2021-06-01 2026-10-31 2021-06-01 2021-06-01
第210399号 2021-06-01 2026-10-31 2021-06-01 2021-06-01
第210400号 2021-06-01 2026-07-31 2021-06-01 2021-06-01
第210401号 2021-06-01 2026-07-31 2021-06-01 2021-06-01
第210402号 2021-06-01 2026-07-31 2021-06-01 2021-06-01
第210403号 2021-06-01 2026-05-31 2021-06-01 2021-06-01
第210404号 2021-06-01 2026-07-31 2021-06-01 2021-06-01
第210405号 2021-06-01 2026-06-30 2021-06-01 2021-06-01
第210406号 2021-06-01 2026-07-31 2021-06-01 2021-06-01
第210407号 2021-06-01 2026-06-30 2021-06-01 2021-06-01
第210408号 2021-06-01 2026-08-31 2021-06-01 2021-06-01
第210409号 2021-06-01 2026-10-31 2021-06-01 2021-06-01
第210410号 2021-06-01 2026-10-31 2021-06-01 2021-06-01
第210411号 2021-06-01 2026-09-30 2021-06-01 2021-06-01
第210412号 2021-06-01 2026-07-31 2021-06-01 2021-06-01

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
福山市
福山市
福山市
福山市
福山市
福山市
福山市
福山市
福山市
福山市
福山市
福山市
福山市
福山市
株式会社ニチエー
株式会社ニチエー
双葉洋行株式会社
勝部 純二
社会福祉法人共働福祉会
株式会社松岡
細木製パン株式会社
細木製パン株式会社
株式会社福山Ｔｈｒｅｅ ｄｏｏｒ
株式会社クレスト
株式会社宮本屋

営業所所在地１

営業所所在地２ 営業所名称１

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

初回許可年月日 当初許可年月日

申請者＿役職名

申請者＿代表者

市長
市長
市長
市長
市長
市長
市長
市長
市長
市長
市長
市長
市長
市長

枝広 直幹 福山市蔵王町四丁目１６番１号

枝広 直幹 福山市沼隈町大字下山南１２５２番地

福山市立蔵王小学校
福山市立津之郷小学校
福山市立赤坂小学校
福山市立高島小学校
福山市立坪生小学校
福山市立春日小学校
福山市立曙小学校
福山市立福相小学校
福山市立湯田小学校
福山市立道上小学校
福山市立遺芳丘小学校
福山市立駅家北小学校
福山市新市給食センター
福山市沼隈給食センター

代表取締役

上野 郁夫 福山市瀬戸町大字山北４５１番地

フードガーデン ニチエー瀬戸店

飲食店営業 一般 第210427号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-30 2021-06-30 2004-04-14

代表取締役

上野 郁夫 福山市瀬戸町大字山北４５１番地

フードガーデン ニチエー瀬戸店

魚介類販売業

代表取締役

石田 省三 福山市山手町二丁目１８番３９号

清涼飲料水製造業

枝広 直幹 福山市津之郷町大字津之郷１３２２番地
枝広 直幹 福山市赤坂町大字赤坂３１２番地１
枝広 直幹 福山市田尻町２２４８番地
枝広 直幹 福山市坪生町一丁目４２番１号
枝広 直幹 福山市春日町浦上２００２番地
枝広 直幹 福山市曙町五丁目１６番３号
枝広 直幹 福山市芦田町大字福田１０３０番地
枝広 直幹 福山市神辺町大字川北１１１３番地１
枝広 直幹 福山市神辺町字道上１９２３番地１
枝広 直幹 福山市今津町１５６１番地
枝広 直幹 福山市駅家町大字法成寺６７番地
枝広 直幹 福山市新市町大字新市８８５番地

飲食店営業 一般 第210413号 2021-06-01 2026-07-31 2021-06-01 2021-06-01
飲食店営業 一般 第210414号 2021-06-01 2026-06-30 2021-06-01 2021-06-01
飲食店営業 一般 第210415号 2021-06-01 2026-06-30 2021-06-01 2021-06-01
飲食店営業 一般 第210416号 2021-06-01 2026-08-31 2021-06-01 2021-06-01
飲食店営業 一般 第210417号 2021-06-01 2026-07-31 2021-06-01 2021-06-01
飲食店営業 一般 第210418号 2021-06-01 2026-07-31 2021-06-01 2021-06-01
飲食店営業 一般 第210419号 2021-06-01 2026-07-31 2021-06-01 2021-06-01
飲食店営業 一般 第210420号 2021-06-01 2026-10-31 2021-06-01 2021-06-01
飲食店営業 一般 第210421号 2021-06-01 2026-10-31 2021-06-01 2021-06-01
飲食店営業 一般 第210422号 2021-06-01 2026-10-31 2021-06-01 2021-06-01
飲食店営業 一般 第210423号 2021-06-01 2026-06-30 2021-06-01 2021-06-01
飲食店営業 一般 第210424号 2021-06-01 2026-10-31 2021-06-01 2021-06-01
飲食店営業 一般 第210425号 2021-06-01 2026-10-31 2021-06-01 2021-06-01
飲食店営業 一般 第210426号 2021-06-01 2026-08-31 2021-06-01 2021-06-01

代表取締役

松岡 宏 福山市神辺町字湯野２９１番地１
細木 博 福山市駅家町大字倉光４２５番地７
細木 博 福山市神辺町大字川南８２２番地４

代表取締役

長岡 俊宏 福山市駅家町大字江良１１３番地６

代表取締役

竹口 将史 広島県内全域

代表取締役

工藤 秀樹 広島県内全域

ＦＯＲＥＶＥＲ＆ＣＯＭＰＡＮＹ株式会社

代表取締役

古賀 大輔 福山市霞町一丁目４番２号

カネト海苔水産株式会社
株式会社ライフイート
有限会社シーフーズナミマ
有限会社シーフーズナミマ
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社イズミ
株式会社イズミ
株式会社イズミ
株式会社イズミ
株式会社佑善
株式会社佑善
株式会社佑善
株式会社こまのや
藤井 良一

代表取締役

兼田 行登 福山市内一円

代表取締役

大森 康晴 福山市西深津町七丁目３番１８号

代表取締役

波間 義彦 福山市南手城町二丁目１７番４号

代表取締役

波間 義彦 福山市南手城町二丁目１７番４号

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市南蔵王町二丁目１５番１０号

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市南蔵王町二丁目１５番１０号

代表取締役

山西 泰明 福山市南蔵王町五丁目９番１８号

代表取締役

山西 泰明 福山市南蔵王町五丁目９番１８号

代表取締役

山西 泰明 福山市南蔵王町五丁目９番１８号

代表取締役

山西 泰明 福山市南蔵王町五丁目９番１８号

代表取締役

宮地 一文 福山市新涯町一丁目２２番１号

代表取締役

宮地 一文 福山市新涯町一丁目８番２６号

代表取締役

宮地 一文 福山市新涯町一丁目２３番３号

双葉洋行株式会社
にわ・とりのすけ 松永駅前店
久松共働センター
ローソン神辺湯野店
Ｂｏｕｌａｎｇｅｒｉｅ Ｓｏｇｉｉ
Ｂｏｕｌａｎｇｅｒｉｅ Ｓｏｇｉｉ神辺
ｉｍａ
マーシーキッチン
みやもとや
愛之助Ｎ．Ｙ．
カネトのり
すし丸研究室
有限会社シーフーズナミマ
有限会社シーフーズナミマ
エブリイ 研修センター
エブリイ 研修センター
ゆめタウン蔵王
ゆめタウン蔵王
ゆめタウン蔵王
ゆめタウン蔵王
株式会社佑善 本社工場
株式会社佑善 第一工場
株式会社佑善 第二工場

代表取締役

川西 啓二 福山市引野町北一丁目６番２４号

株式会社こまのやＣ・Ｋセンター

そうざい製造業

藤井鮮魚店

魚介類販売業

福山市松永町四丁目１３番２６号 小川ビル２Ｆ

理事長 戸田 榮次 福山市久松台三丁目１番３９号
代表取締役
代表取締役

福山市加茂町字中野１０９４番地
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飲食店営業
冷凍食品製造業

飲食店営業
菓子製造業
菓子製造業
菓子製造業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

飲食店営業

移動販売車

飲食店営業

移動販売車

第210428号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-30 2021-06-30 2004-04-14
第210429号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-30 2021-06-30 1983-02-26
第210430号 2021-07-01 2027-06-30 2021-06-30 2021-06-30 2016-03-31
第210431号 2021-06-30 2026-11-30 2021-06-30 2021-06-30
第210432号 2021-06-30 2026-10-31 2021-06-30 2021-06-30
第210433号 2021-07-05 2026-10-31 2021-07-05 2021-07-05 2012-10-24
第210434号 2021-07-05 2026-10-31 2021-07-05 2021-07-05 2012-10-24
第210435号 2021-07-06 2026-10-31 2021-07-06 2021-07-06
第210436号 2021-07-07 2026-10-31 2021-07-07 2021-07-07

第210437号 2021-07-08 2026-12-31 2021-07-08 2021-07-08
飲食店営業 一般 第210438号 2021-07-08 2026-09-30 2021-07-08 2021-07-08
飲食店営業 露店 第210439号 2021-07-09 2026-08-31 2021-07-09 2021-07-09
そうざい製造業

魚介類販売業
そうざい製造業

魚介類販売業
そうざい製造業

飲食店営業
飲食店営業
魚介類販売業

食肉販売業
食肉製品製造業

菓子製造業
水産製品製造業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第210440号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-12 2021-07-12 1995-02-23
第210441号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-12 2021-07-12 2010-03-12
第210442号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-12 2021-07-12 2010-03-12
第210443号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-12 2021-07-12 2016-05-18
第210444号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-12 2021-07-12 2016-05-18
第210445号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-12 2021-07-12 1992-04-15
第210446号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-12 2021-07-12 1992-04-15
第210447号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-12 2021-07-12 1992-04-15
第210448号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-12 2021-07-12 1992-04-15
第210449号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-12 2021-07-12 2016-04-18
第210450号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-12 2021-07-12 2016-08-01
第210451号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-12 2021-07-12 2016-08-01
第210452号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-12 2021-07-12 2004-06-24
第210453号 2021-07-12 2026-10-31 2021-07-12 2021-07-12

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
柚江 直美
Ｔ’ｓ ｃｏｍｐａｎｙ株式会社
中山 愛子
中山 愛子
株式会社フレスタ
株式会社フレスタ
株式会社フレスタ
株式会社フレスタ
小川 二三夫
有限会社勉強堂
株式会社にしき堂福山
株式会社福山中央水産
島田 国三郎
中央冷蔵株式会社
コスモ食品株式会社
コスモ食品株式会社
キムチ美人本舗株式会社
キムチ美人本舗株式会社
株式会社Ｔａｋｅ９
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
福山栄養給食株式会社
ヤマト食品株式会社
ヤマト食品株式会社
株式会社すき家
有限会社三信商店
西本 貴生
三間 博人
若井 俊吾
株式会社一檎
株式会社大久
株式会社大久
中川 俊一
小柳 文男
西江 節子
大場 菊子
税所 貞治
梶 登志彦

申請者＿役職名

代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役

営業所所在地１
福山市南町２１番９号
塚本 妙子 福山市昭和町４番６号

申請者＿代表者

営業所所在地２ 営業所名称１

エルメス
ローズプラッツ４Ｆ ラウンジ ラパン
福山市御幸町大字中津原１３９４番地２３
くれーぷ 中山家
福山市御幸町大字中津原１３９４番地２３
くれーぷ 中山家
宗兼 邦生 福山市南蔵王町四丁目３番８号
フレスタ蔵王店
宗兼 邦生 福山市南蔵王町四丁目３番８号
フレスタ蔵王店
宗兼 邦生 福山市南蔵王町四丁目３番８号
フレスタ蔵王店
宗兼 邦生 福山市南蔵王町四丁目３番８号
フレスタ蔵王店
福山市春日町一丁目１４番２３号
アプフェル・バウム
門田 治己 福山市南蔵王町五丁目３番５号
勉強堂南蔵王暢適庵
大谷 博国 福山市南蔵王町二丁目２７番２２号
にしき堂南蔵王店
笹田 博之 福山市引野町一丁目１番１号
株式会社福山中央水産
福山市引野町一丁目１番１号
ビリ軒水産
山口 高志 福山市箕沖町１２７番地８
中央冷蔵株式会社 製氷部
髙橋 和之 福山市東手城町二丁目９番２４号
コスモ食品株式会社第二工場
髙橋 和之 福山市東手城町二丁目５番１０号
コスモ食品株式会社本社工場
山本 聖貴 福山市曙町五丁目３番１２号
キムチ美人本舗株式会社
山本 聖貴 福山市曙町五丁目３番１２号
キムチ美人本舗株式会社
加藤 丈典 広島県内全域
Ｎｉｎｅ ｃａｆｅ
佐藤 利行 福山市新涯町三丁目２０番３号
株式会社ハローズ新涯店
佐藤 利行 福山市引野町三丁目３５番１１号
株式会社ハローズ東福山店
佐藤 利行 福山市引野町三丁目３５番１１号
株式会社ハローズ東福山店
佐藤 利行 福山市引野町三丁目３５番１１号
株式会社ハローズ東福山店
佐藤 利行 福山市春日町三丁目３番９号
株式会社ハローズ春日店
廣中 信次 福山市大門町四丁目１５番５号
福山栄養給食株式会社
原田 淳一 福山市東深津町五丁目３番３２号
ヤマト食品株式会社 １階
原田 淳一 福山市東深津町五丁目３番３２号
ヤマト食品株式会社 ２階
浅沼 幹典 福山市南蔵王町五丁目１６番２３号
すき家 福山蔵王店
山下 英二 福山市南蔵王町三丁目７番２８号
カフェ レピ ドゥース
福山市引野町５８４６番地
スパンク
福山市松永町四丁目１５番７５号
カラオケひろ丸
福山市城見町一丁目１番２２号 堀端館１０３号 Ｂｉｓｔｒｏ Ｂ－Ｌａｂｏ
松下 享平 福山市元町１３番２１号
宮通りビル２Ｆ 酒庖堂 達磨
大村 豊 福山市千代田町一丁目２番４１号
ふくふく惣菜
大村 豊 福山市千代田町一丁目２番４１号
ふくふく惣菜
サンシャインバレー１ Ｂ１０２ Ｇｒａｐｅ Ｍｏｕｎｔａｉｎ
福山市佐波町７１３番地１
福山市引野町三丁目４番２３号
真理子
福山市春日町六丁目６番３号
旺多倖
福山市引野町二丁目２０番２号
居酒店すず
福山市東手城町四丁目１１番２１号
お好み焼 三志郎
福山市西新涯町一丁目３番２６号
一貫楼
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営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第210454号 2021-07-13 2026-09-30 2021-07-13 2021-07-13
飲食店営業 一般 第210455号 2021-07-13 2026-09-30 2021-07-13 2021-07-13
飲食店営業 一般 第210456号 2021-07-14 2026-11-30 2021-07-14 2021-07-14
菓子製造業 一般 第210457号 2021-07-14 2026-11-30 2021-07-14 2021-07-14
飲食店営業 一般 第210458号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-14 2021-07-14 2010-06-21
菓子製造業 一般 第210459号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-14 2021-07-14 2010-06-21

一般 第210460号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-14 2021-07-14 2010-06-21
食肉販売業 一般 第210461号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-14 2021-07-14 2010-06-21
菓子製造業 一般 第210462号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-14 2021-07-14 1998-07-14

魚介類販売業

菓子製造業 一般 第210463号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-14 2021-07-14 2010-07-26
菓子製造業 一般 第210464号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-14 2021-07-14 2004-03-05
魚介類競り売り営業

一般
一般
氷雪製造業 一般
冷凍食品製造業 一般
冷凍食品製造業 一般
水産製品製造業 一般
漬物製造業 一般

第210465号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-14 2021-07-14 1971-06-17

魚介類販売業

第210466号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-14 2021-07-14 1998-05-27

飲食店営業

第210472号 2021-07-15 2026-10-31 2021-07-15 2021-07-15

魚介類販売業

飲食店営業
魚介類販売業

食肉販売業
菓子製造業
飲食店営業
菓子製造業
菓子製造業
飲食店営業
菓子製造業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業
菓子製造業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

移動販売車

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第210467号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-14 2021-07-14 1998-07-22
第210468号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-14 2021-07-14 2004-07-07
第210469号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-14 2021-07-14 2004-07-07
第210470号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-14 2021-07-14 2010-03-03
第210471号 2021-07-14 2026-07-31 2021-07-14 2021-07-14
第210473号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-15 2021-07-15 1998-04-22
第210474号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-15 2021-07-15 1998-07-24
第210475号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-15 2021-07-15 1998-07-24
第210476号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-15 2021-07-15 1998-07-24
第210477号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-15 2021-07-15 2004-02-27
第210478号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-15 2021-07-15 1965-06-29
第210479号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-15 2021-07-15 2016-02-19
第210480号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-15 2021-07-15 2010-07-20
第210481号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-15 2021-07-15 2010-02-15
第210482号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-15 2021-07-15 2010-02-19
第210483号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-15 2021-07-15 2016-06-01
第210484号 2021-07-19 2026-12-31 2021-07-19 2021-07-19
第210485号 2021-07-19 2026-11-30 2021-07-19 2021-07-19
第210486号 2021-07-19 2026-11-30 2021-07-19 2021-07-19
第210487号 2021-07-19 2026-09-30 2021-07-19 2021-07-19 2019-06-04
第210488号 2021-07-19 2026-09-30 2021-07-19 2021-07-19
第210489号 2021-07-20 2026-12-31 2021-07-20 2021-07-20
第210490号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-20 2021-07-20 1992-05-06
第210491号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-20 2021-07-20 1995-03-24
第210492号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-20 2021-07-20 1995-03-29
第210493号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-20 2021-07-20 1995-07-03
第210494号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-20 2021-07-20 2004-04-01

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿代表者 営業所所在地１
営業所所在地２
申請者＿申請者名
渡邊 葉子
福山市春日台１番１８号
代表取締役 松本 隆 福山市春日町五丁目１番２１号
エムケーテクノ株式会社
福山市南手城町四丁目１７番１６号
仁科 惠子
代表取締役 和田 文雄 福山市新涯町一丁目４１番２１号
有限会社あじよし
代表取締役 島谷 明宏 福山市引野町一丁目１番１号
有限会社島吉本店
取締役 竹邉 玲子 福山市引野町五丁目２８番３号
有限会社絵夢
福山市西新涯町一丁目２６番１７号
宇田 美知子
代表取締役 土岸 龍治 福山市明神町二丁目６番８号
株式会社あいるらいふ
福山市新涯町二丁目４番２７号
西野 しのぶ
福山市大門町津之下３３６番地３
松本 有華理
福山市東深津町四丁目１７番２５－２号
広川 ノリエ
代表取締役 梅田 照仁 福山市南蔵王町五丁目１６番１４号
有限会社ボギィ
代表取締役 垣本 富美子 福山市引野町二丁目１０番２２号
株式会社ヨシトミ
代表取締役 白井 克典 福山市蔵王町六丁目３番２４号
株式会社にゅうとーん
福山市日吉台二丁目１１番１８号
村上 紀夫
福山市南蔵王町五丁目３番１６号
柿原 義広
代表取締役 小林 成嘉 福山市青葉台一丁目１３番２５号
株式会社中央
福山市南手城町四丁目２２番２７号
小川 満佐江
福山市大門町四丁目２１番３６号
松枝 誠
レ・ユニオンコーヒー株式会社 代表取締役 北山 英司 福山市南蔵王町五丁目１８番３４号
代表取締役 廣田 和之 福山市春日町六丁目６番７号 Ａ１０２
ＡＳＫ株式会社
代表取締役 掛谷 賢治 福山市曙町五丁目１９番４３号
有限会社ＳＥＷＩＮ
福山市大谷台一丁目１番８号
渡壁 和則
福山市西深津町五丁目２１番５号
浅田 正実
代表取締役 田中 文助 福山市新涯町二丁目４番１２－１号
有限会社たなか
代表取締役 神田 忠 福山市南蔵王町四丁目１５番１５号
株式会社日本セレモニー
代表取締役 神田 忠 福山市南蔵王町四丁目１５番１５号
株式会社日本セレモニー
代表取締役 谷口 聖二 福山市南蔵王町四丁目４番１５－２号
有限会社お好み焼吉甲
福山市手城町二丁目２６番１２号
足立 千里
エス・エイチ・エスサービス有限会社 代表取締役 早﨑 久雄 福山市延広町６番１３号
エス・エイチ・エスサービス有限会社 代表取締役 早﨑 久雄 福山市延広町６番１３号
代表取締役 ド・バン・ハオ 福山市船町１番１０号
ＪＡＮＡＶＩ株式会社
代表取締役 ド・バン・ハオ 福山市船町１番１０号
ＪＡＮＡＶＩ株式会社
代表取締役 ド・バン・ハオ 福山市船町１番１０号
ＪＡＮＡＶＩ株式会社
代表取締役 佐藤 純子 福山市東手城町二丁目６番１７号
サトウ食品株式会社
代表取締役 佐藤 純子 福山市東手城町二丁目６番１７号
サトウ食品株式会社
理事長 難波 富江 福山市御幸町大字中津原５４番地４
社会福祉法人昌和福祉会
代表取締役 樫本 英和 福山市神辺町字十三軒屋９５番地１
有限会社ポルシェ
代表取締役 歌原 繁 福山市南手城町四丁目１５番２３号
株式会社ヒロシゲ
代表取締役 星野 謙治 福山市南手城町三丁目１４番８号
星野商事株式会社
代表取締役 池口 章人 福山市新涯町五丁目３１番３９号
有限会社池口精肉店
申請者＿役職名

営業所名称１
ごっこ
カラオケハウス ジョイ
焼菜畑
あじよし
有限会社島吉本店
ミュージックファクトリー
セブン－イレブン福山西新涯町１丁目店
地域密着型特別養護老人ホーム リーフ明神

カラオケ 潤
Ｉｔ’ｓ ｍｏｎｏ
お好焼のひろかわ
ボギィ
コーヒーハウスとりぷる
ニュートーン･モア
リストランテ ムラカミ
炭火焼鳥 鶏あえず
株式会社中央 福山営業所
カラオケ喫茶 リバー
おばんざい山ろく
炭火珈房 ピトン蔵王店
まるき
セブンイレブン福山曙５丁目店

中華 きらくえん
りんどう峠
わふう ちゅうか たなか
福山東典礼会館１Ｆ
福山東典礼会館２Ｆ
吉甲
ステーキ丼専門店 黒べぇさん

がっつりグリル
がっつりグリル
ＳＡＩ ＧＯＮ ＢＡＫＥＲＹ
ＳＡＩ ＧＯＮ ＢＡＫＥＲＹ
ＳＡＩ ＧＯＮ ＢＡＫＥＲＹ
サトウ食品株式会社
サトウ食品株式会社
認定こども園 せんにしの丘
麺場 田所商店 福山神辺店
株式会社ヒロシゲ
無憂舘
池口精肉店
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営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第210495号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-20 2021-07-20 2016-07-14
飲食店営業 一般 第210496号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-20 2021-07-20 1989-07-07
飲食店営業 一般 第210497号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-20 2021-07-20 1998-03-25
飲食店営業 一般 第210498号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-20 2021-07-20 2004-06-29

一般 第210499号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-20 2021-07-20 1971-06-10
飲食店営業 一般 第210500号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-20 2021-07-20 2016-03-04
飲食店営業 一般 第210501号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-20 2021-07-20 2016-06-20

魚介類販売業

飲食店営業 一般 第210502号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-20 2021-07-20 2016-07-14
飲食店営業 一般 第210503号 2021-07-20 2026-07-31 2021-07-20 2021-07-20
飲食店営業 一般 第210504号 2021-07-20 2026-07-31 2021-07-20 2021-07-20
飲食店営業 一般 第210505号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-21 2021-07-21 1983-06-02
飲食店営業 一般 第210506号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-21 2021-07-21 1986-06-26
飲食店営業 一般 第210507号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-21 2021-07-21 1992-07-03
飲食店営業 一般 第210508号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-21 2021-07-21 1992-06-24
飲食店営業 一般 第210509号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-21 2021-07-21 1995-04-19
飲食店営業 一般 第210510号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-21 2021-07-21 1998-04-30

一般 第210511号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-21 2021-07-21 2004-03-12
飲食店営業 一般 第210512号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-21 2021-07-21 2010-02-01
飲食店営業 一般 第210513号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-21 2021-07-21 2010-04-26

魚介類販売業

飲食店営業 一般 第210514号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-21 2021-07-21 2010-03-25
飲食店営業 一般 第210515号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-21 2021-07-21 2016-02-02
飲食店営業 一般 第210516号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-21 2021-07-21 2016-06-21
飲食店営業 一般 第210517号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-21 2021-07-21 1995-03-15
飲食店営業 一般 第210518号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-21 2021-07-21 1980-06-26
飲食店営業 一般 第210519号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-21 2021-07-21 1989-05-31
飲食店営業 一般 第210520号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-21 2021-07-21 2010-02-18
飲食店営業 一般 第210521号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-21 2021-07-21 2010-02-18
飲食店営業 一般 第210522号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-21 2021-07-21 2010-04-08
飲食店営業 一般 第210523号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-21 2021-07-21 2016-03-24
飲食店営業 一般 第210524号 2021-07-21 2026-11-30 2021-07-21 2021-07-21
食肉販売業 一般 第210525号 2021-07-21 2026-11-30 2021-07-21 2021-07-21
菓子製造業 一般 第210526号 2021-07-21 2026-11-30 2021-07-21 2021-07-21

一般
一般
食肉製品製造業 一般
そうざい製造業 一般
飲食店営業 一般
飲食店営業 一般
水産製品製造業 一般
そうざい製造業 一般
食肉販売業 一般
そうざい製造業

第210527号 2021-07-21 2026-11-30 2021-07-21 2021-07-21

冷凍食品製造業

第210528号 2021-07-21 2026-11-30 2021-07-21 2021-07-21
第210529号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-26 2021-07-26 1989-06-12
第210530号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-26 2021-07-26 1989-06-08
第210531号 2021-07-26 2026-11-30 2021-07-26 2021-07-26
第210532号 2021-07-26 2026-10-31 2021-07-26 2021-07-26
第210533号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-26 2021-07-26 1995-04-13
第210534号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-26 2021-07-26 1992-02-05
第210535号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-26 2021-07-26 2010-05-06

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿代表者 営業所所在地１
営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日 初回許可年月日 当初許可年月日
営業所所在地２ 営業所名称１
申請者＿申請者名
代表取締役 池口 章人 福山市新涯町五丁目３１番３９号
そうざい製造業 一般 第210536号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-26 2021-07-26 2010-05-06
有限会社池口精肉店
池口精肉店
代表取締役 倉田 安彦 福山市東手城町一丁目３１番１号
そうざい製造業 一般 第210537号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-26 2021-07-26 2016-02-12
クラタ食品有限会社 第２調理室
クラタ食品有限会社
代表取締役 林原 博之 福山市春日町五丁目１番７号
飲食店営業 一般 第210538号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-26 2021-07-26 2010-02-16
株式会社ファミリーフード
モスバーガー福山春日店
飲食店営業 一般 第210539号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-26 2021-07-26 2010-04-08
取締役 村上 公紀 福山市南蔵王町四丁目４番３０号
有限会社企画舎
らーめん三十二匁
代表取締役 嵜本 渉 福山市春日町二丁目２番４３号
飲食店営業 一般 第210540号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-26 2021-07-26 2010-05-28
株式会社都
ステーキ懐石都 春日
代表取締役 嵜本 渉 福山市春日町二丁目２番４３号
そうざい製造業 一般 第210541号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-26 2021-07-26 2010-05-28
株式会社都
ステーキ懐石都 春日
福山市南蔵王町三丁目１番３４号
飲食店営業 一般 第210542号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-26 2021-07-26 2010-07-15
姫嶋 和正
らーめん家がら
福山市新涯町五丁目３５番２８号
飲食店営業 一般 第210543号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-26 2021-07-26 2016-03-11
工藤 美月子
栄華園
代表取締役 山野 浩二 福山市奈良津町三丁目３番３号
飲食店営業 一般 第210544号 2021-07-21 2026-11-30 2021-07-21 2021-07-21 2014-04-07
ローソン福山奈良津町三丁目店
株式会社ヤマヒロ
福山市芦田町大字福田２８５４番地１２
麺類製造業 一般 第210545号 2021-07-26 2026-10-31 2021-07-26 2021-07-26
坂井 幸雄
松の実
そうざい製造業 一般 第210546号 2021-07-26 2026-10-31 2021-07-26 2021-07-26 2020-05-29
福山市芦田町大字福田２８５４番地１２
坂井 幸雄
松の実
飲食店営業 一般 第210547号 2021-07-26 2026-08-31 2021-07-26 2021-07-26
足利 依江
福山市鞆町鞆８３８番地
おてび
飲食店営業 一般 第210548号 2021-07-26 2026-08-31 2021-07-26 2021-07-26
藤原 活明
福山市内海町ハ３３３番地５
ひよしや
飲食店営業 一般 第210549号 2021-07-26 2026-08-31 2021-07-26 2021-07-26
福山市鞆町後地１９３３番地５
黒木 小夜子
海のみえるお店 地海空音
代表取締役 本嶋 豊 福山市延広町３番１４号
飲食店営業 一般 第210550号 2021-07-26 2026-11-30 2021-07-26 2021-07-26 2020-05-08
株式会社ｃｏｌｌａｂｏ
和彩 もとしま
代表取締役 中原 敬之 福山市昭和町４番２３号
ラ・セーヌビル２Ｆ ＣＬＵＢ ＣＨＯＣＯＬＡＴＥ
飲食店営業 一般 第210551号 2021-07-27 2026-09-30 2021-07-27 2021-07-27
株式会社め組
福山市松永町四丁目１８番１号
飲食店営業 一般 第210552号 2021-07-27 2026-12-31 2021-07-27 2021-07-27
岡山 由加利
ＡｎＫｅｎ
魚介類販売業 一般 第210553号 2021-07-27 2026-07-31 2021-07-27 2021-07-27
福山市引野町一丁目１９番３５号
廣實 亮之
神迫商店
菓子製造業 一般 第210554号 2021-07-27 2026-11-30 2021-07-27 2021-07-27
中居 建人
福山市伏見町２番８－２号 ２Ｆ
Ｐｈａｒｍａｃｙ ｃｈｏｃｏｌａｔｅ
代表取締役 足立 永 福山市曙町二丁目１７番１２号
そうざい製造業 一般 第210555号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-28 2021-07-28 1980-07-28
備南ハイフーズ株式会社第二工場
備南ハイフーズ株式会社
代表取締役 足立 永 福山市曙町二丁目１７番１２号
水産製品製造業 一般 第210556号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-28 2021-07-28 1980-07-28
備南ハイフーズ株式会社第二工場
備南ハイフーズ株式会社
代表取締役
ファミリーレストラン
ジョイフル西新涯店
福山市西新涯町二丁目１８番１７号
林
信太郎
飲食店営業 一般 第210557号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-28 2021-07-28 1998-03-25
株式会社ジョイフル中国
飲食店営業 一般 第210558号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-28 2021-07-28 2004-04-15
天霧フランチャイズ株式会社 代表取締役 広中 孝一 福山市春日町六丁目２番５号
博多ラーメン味の蔵春日店
福山市東深津町五丁目１３番１０号
飲食店営業 一般 第210559号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-28 2021-07-28 2016-03-18
中田 和身
やすぎや
有限会社アイビイコーポレーション 取締役 伊澤 耕作 福山市明神町二丁目８番１５号
飲食店営業 一般 第210560号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-28 2021-07-28 1989-05-12
ＨＯＴＥＬ ＸＣＥＬＬ
代表取締役 藤本 慎介 福山市船町４番１号
冷凍食品製造業 一般 第210562号 2021-07-29 2026-11-30 2021-07-29 2021-07-29
株式会社フューレック
フリーズラボ
飲食店営業 一般 第210563号 2021-07-29 2026-10-31 2021-07-29 2021-07-29
株式会社福山Ｔｈｒｅｅ ｄｏｏｒ 代表取締役 長岡 俊宏 福山市駅家町大字江良１１３番地６
ｉｍａ
～３びきのこぶた～ 飲食店営業 一般 第210564号 2021-07-29 2026-10-31 2021-07-29 2021-07-29 2020-05-07
福山市加茂町大字下加茂３８５番地４
村田 真弓
３ｐｏｒｃｅｌｌｉｎｉ
～３びきのこぶた～ 菓子製造業 一般 第210565号 2021-07-29 2026-10-31 2021-07-29 2021-07-29
福山市加茂町大字下加茂３８５番地４
村田 真弓
３ｐｏｒｃｅｌｌｉｎｉ
～３びきのこぶた～ そうざい製造業 一般 第210566号 2021-07-29 2026-10-31 2021-07-29 2021-07-29
福山市加茂町大字下加茂３８５番地４
村田 真弓
３ｐｏｒｃｅｌｌｉｎｉ
代表取締役 齋藤 秀市 福山市東深津町三丁目１４番１号
ウエディングパルコ アルジェント
飲食店営業 一般 第210567号 2021-07-29 2026-07-31 2021-07-29 2021-07-29
株式会社セレマ
代表取締役 齋藤 秀市 福山市東深津町三丁目１４番１号
ウエディングパルコ アルジェント ＬＥＧＡＲＥ 飲食店営業 一般 第210568号 2021-07-29 2026-07-31 2021-07-29 2021-07-29
株式会社セレマ
代表取締役 齋藤 秀市 福山市東深津町三丁目１４番１号
飲食店営業 一般 第210569号 2021-07-29 2026-07-31 2021-07-29 2021-07-29
株式会社セレマ
コミュニティーホール福山
福山市引野町四丁目２２番２６号
飲食店営業 一般 第210570号 2021-07-30 2026-07-31 2021-07-30 2021-07-30
坂本 和治
中華そば てっぺい
代表取締役 池田 直之 福山市箕沖町９７番地
池田糖化工業株式会社箕島工場Ｋ２棟１２０
菓子製造業 一般 第210571号 2021-08-01 2027-01-31 2021-07-30 2021-07-30 1998-07-08
池田糖化工業株式会社
代表取締役 池田 直之 福山市箕沖町９７番地
池田糖化工業株式会社箕島工場Ｋ２棟１２０
乳製品製造業 一般 第210572号 2021-08-01 2027-01-31 2021-07-30 2021-07-30 1998-07-08
池田糖化工業株式会社
代表取締役 池田 直之 福山市箕沖町９７番地
池田糖化工業株式会社箕島工場Ｋ２棟１２０
添加物製造業 一般 第210573号 2021-08-01 2027-01-31 2021-07-30 2021-07-30 1998-07-08
池田糖化工業株式会社
代表取締役 池田 直之 福山市箕沖町９７番地
池田糖化工業株式会社箕島工場Ｋ２棟 ４Ｆテストプラント室 添加物製造業 一般 第210574号 2021-08-01 2027-01-31 2021-07-30 2021-07-30 2010-05-10
池田糖化工業株式会社
代表取締役 池田 直之 福山市南手城町二丁目３２番１４号
池田糖化工業株式会社手城第１工場 １階Ａ室・Ｂ室 密封包装食品製造業 一般 第210575号 2021-08-01 2027-01-31 2021-07-30 2021-07-30 1992-02-21
池田糖化工業株式会社
飲食店営業 一般 第210576号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-30 2021-07-30 2010-04-22
福山市坪生町四丁目７番９号
藤井 照美
カフェｔｉｍｅ
代表取締役 森 啓輔 福山市引野町五丁目２１番１７号
飲食店営業 一般 第210577号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-30 2021-07-30 2010-06-09
株式会社鈴花
株式会社鈴花 福山店
申請者＿役職名
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福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
有限会社中国料理長城
日塗株式会社
日塗株式会社
鴫谷 圭彦
株式会社アペックス西日本
株式会社アペックス西日本
株式会社アペックス西日本
アシード株式会社
鳥住 範昭
平井 政美
株式会社鞆スコレ・コーポレーション

山田 丈美
株式会社フジタ商事
株式会社ビッグアーム
有限会社スリーホープ
有限会社スリーホープ
佐藤 大悟
ＮＲ Ａｕｔｏ ｓｅｒｖｉｃｅ株式会社
藤原 裕二
濵野 倖輝
株式会社ｓａｋｋｕｒｕ
株式会社ｓａｋｋｕｒｕ
株式会社ｃｏｌｌａｂｏ
近藤 満
備南ハイフーズ株式会社
池田糖化工業株式会社
池田糖化工業株式会社
池田糖化工業株式会社
池田糖化工業株式会社
池田糖化工業株式会社
池田糖化工業株式会社
株式会社チューリップの店うだ
株式会社チューリップの店うだ
株式会社チューリップの店うだ
水本 由美子
横山 宗之

営業所所在地１

申請者＿役職名

申請者＿代表者

代表取締役

細谷 俊生 福山市春日町二丁目２番３７号

代表取締役

小川 恭史 福山市大門町津之下１８４４番地

代表取締役

小川 恭史 福山市大門町津之下１８４４番地

福山市西新涯町二丁目１８番１号

代表取締役

森 吉平 福山市南蔵王町五丁目９番１８号
森 吉平 福山市新涯町三丁目１１番３０号
森 吉平 福山市明神町一丁目１４番４０号

代表取締役

久保 一史 福山市新涯町二丁目２０番１１号

代表取締役
代表取締役

代表取締役

福山市大門町一丁目３６番１４号

セブン－イレブン福山大門一丁目店

村上 正高 福山市南蔵王町五丁目１１番３号

しゃぶしゃぶ温野菜 蔵王店
カラオケ喫茶 向日葵
大協青果株式会社
炭火焼肉 やすぎ
三友商会
三友商会
山ふく
一点張 岡田屋
本格焼肉 一期
キュリアス
ｃａｆｅ ｄｅ ｕｎｒｕ
ｃａｆｅ ｄｅ ｕｎｒｕ
ＨＡＫＵ
カフェ ミッシェル Ｌａｂｏ

藤田 康仁 福山市引野町一丁目１番１号

代表取締役

坂本 孝雄 福山市引野町四丁目２０番３５号

代表取締役

山本 和志 福山市瀬戸町大字長和１１５番地

代表取締役

山本 和志 福山市瀬戸町大字長和１１５番地

福山市藤江町４７６１番地
増成 洋介 福山市春日町六丁目１３番１号
福山市神辺町字十九軒屋２番地１

代表取締役
代表取締役

福山市宝町６番３号１階
山田 早苗 福山市伏見町４番３１号
山田 早苗 福山市伏見町４番３１号
本嶋 豊 福山市延広町３番５号
福山市御幸町大字中津原１６２９番地３

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日
日本鋼管福山病院

そうざい製造業

一般

第210581号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-30 2021-07-30 2016-07-26

調理機能を有する自動販売機（要許可）

自動販売機

第210582号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-30 2021-07-30 1986-07-17

調理機能を有する自動販売機（要許可）

自動販売機

第210583号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-30 2021-07-30 2016-06-27

調理機能を有する自動販売機（要許可）

自動販売機

第210584号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-30 2021-07-30 2016-07-19

調理機能を有する自動販売機（要許可）

自動販売機

第210586号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-30 2021-07-30 2010-02-23

一般
飲食店営業 一般
飲食店営業 一般
飲食店営業 一般

魚介類販売業

そうざい製造業
冷凍食品製造業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業
飲食店営業
飲食店営業

備南ハイフーズ株式会社 曙Ａ工場

水産製品製造業

代表取締役

池田糖化工業株式会社箕島工場Ｋ２棟１２０

食品の小分け業

代表取締役

池田 直之 福山市南手城町二丁目３２番１４号

池田糖化工業株式会社手城第１工場

代表取締役

池田 直之 福山市南手城町二丁目３２番１４号

池田糖化工業株式会社手城第１工場 ３階Ｒ室・Ｐ室 添加物製造業

代表取締役

池田 直之 福山市南手城町二丁目３２番１４号

池田糖化工業株式会社手城第１工場 ３階Ｒ室・Ｐ室 食品の小分け業

代表取締役

池田 直之 福山市南手城町二丁目３２番１４号

池田糖化工業株式会社手城第１工場３階Ｌ室

清涼飲料水製造業

代表取締役

池田 直之 福山市南手城町二丁目３２番１４号

池田糖化工業株式会社手城第１工場３階Ｌ室

密封包装食品製造業

代表取締役

宇田 恵輝 福山市田尻町６４３番地２

飲食店営業

代表取締役

宇田 恵輝 福山市田尻町６４３番地２

代表取締役

宇田 恵輝 福山市田尻町６４３番地２

コンパスグループ・ジャパン株式会社

代表取締役

福山市鞆町後地２０２３番地２
福山市鞆町後地１２７０番地
石田 隆嗣 福山市水呑町７３０２番地２

チューリップ田尻店
チューリップ田尻店
チューリップ田尻店
沖辰商店
久夏元

株式会社アンドステッチ
有限会社功保水産
髙橋 博美
渡辺 基之

代表取締役

為廣 正志 福山市神辺町字道上７３６番地

代表取締役

小林 實二 福山市走島町４３７番地６

福山市走島町１３９番地
福山市沼隈町大字草深４８番地３

１階Ｂ室

添加物製造業

魚介類販売業

食肉販売業
飲食店営業
飲食店営業

医療法人紘友会 福山友愛病院

飲食店営業

アンドカフェ
功保水産
カラオケ匠
仕出し甚ごろう

飲食店営業
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第210587号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-30 2021-07-30 1986-07-31
第210588号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-30 2021-07-30 2010-02-22
第210589号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-30 2021-07-30 2016-02-17
第210590号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-30 2021-07-30 2010-06-10

第210591号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-30 2021-07-30 1989-06-28
飲食店営業 一般 第210592号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-30 2021-07-30 2010-06-25

調理機能を有する自動販売機（要許可）

足立 永 福山市曙町四丁目２１番２６号
池田 直之 福山市箕沖町９７番地

代表取締役

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第210578号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-30 2021-07-30 2010-07-15
飲食店営業 一般 第210579号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-30 2021-07-30 2016-03-29
菓子製造業 一般 第210580号 2021-08-01 2027-07-31 2021-07-30 2021-07-30 2016-07-11

大福タクシー有限会社（ＣＣＷ）

福山市引野町五丁目３８番１１号

代表取締役

代表取締役

中国料理長城 春日店
ニューヤマザキデイリーストア
カフェテリア サングリーン
鷭鵡
株式会社イズミ 蔵王店店頭
岡山県貨物運送㈱福山支店
アサヒタクシー株式会社
鳥住商店

福山市東陽台一丁目２４番２１号

代表取締役

営業所所在地２ 営業所名称１

水産製品製造業

飲食店営業
飲食店営業

自動販売機

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第210593号 2021-07-30 2026-12-31 2021-07-30 2021-07-30
第210594号 2021-07-30 2026-12-31 2021-07-30 2021-07-30
第210595号 2021-08-02 2026-12-31 2021-08-02 2021-08-02
第210596号 2021-08-02 2027-01-31 2021-08-02 2021-08-02
第210597号 2021-08-03 2026-10-31 2021-08-03 2021-08-03
第210599号 2021-08-04 2026-11-30 2021-08-04 2021-08-04
第210600号 2021-08-04 2026-11-30 2021-08-04 2021-08-04
第210601号 2021-08-04 2026-11-30 2021-08-04 2021-08-04
第210602号 2021-08-04 2026-11-30 2021-08-04 2021-08-04
第210603号 2021-08-05 2026-11-30 2021-08-05 2021-08-05
第210604号 2021-08-05 2027-01-31 2021-08-05 2021-08-05
第210605号 2021-08-05 2027-01-31 2021-08-05 2021-08-05
第210606号 2021-08-05 2027-01-31 2021-08-05 2021-08-05 2004-08-17
第210607号 2021-08-05 2027-01-31 2021-08-05 2021-08-05 2006-01-06
第210608号 2021-08-05 2027-01-31 2021-08-05 2021-08-05
第210609号 2021-08-05 2027-01-31 2021-08-05 2021-08-05 1995-11-22
第210610号 2021-08-05 2027-01-31 2021-08-05 2021-08-05 2009-09-01
第210611号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-06 2021-08-06 1986-10-29
第210612号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-06 2021-08-06 1986-10-29
第210613号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-06 2021-08-06 1986-10-29
第210614号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-06 2021-08-06 2016-05-13
第210615号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-06 2021-08-06 2016-06-30
第210616号 2021-08-06 2026-08-31 2021-08-06 2021-08-06
第210617号 2021-08-10 2026-10-31 2021-08-10 2021-08-10
第210618号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-10 2021-08-10 1992-04-30
第210619号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-10 2021-08-10 2010-07-07
第210620号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-10 2021-08-10 2010-08-24

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
村上 藤清
矢田 善久
ベネフィットホテル株式会社
藪下 直紀
藪下 直紀
高田 卓志
小林 克壽
佐藤 敬徳
有限会社宝楽
濵本 正子
坂本 尚美
荻原 元樹
小林 和美
小林 泰司
澤村 陽子
濃野 平
株式会社阿藻珍味
高下 昇
ｍｅｌｉｎａ合同会社
株式会社ＫＡＭＩウエスト
原薗 和也
遠山 和義
占部 将

申請者＿役職名

代表取締役

代表取締役

代表取締役

代表社員
代表取締役

特定非営利活動法人なの花会 理事

衣笠 睦生
門田 達也
門田 達也
門田 達也
株式会社ＫＥＩＡＩ
岡森 直美
株式会社岡本亀太郎本店
金永 紀子
村上 郁子
有限会社やまだ
河原 民子

代表取締役

代表取締役

代表取締役

古田 マリア アルマ アントニオ

株式会社長崎屋
株式会社長崎屋
株式会社長崎屋
株式会社長崎屋
吾川 佳聖

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日 初回許可年月日 当初許可年月日
営業所所在地２ 営業所名称１
営業所所在地１
飲食店営業 一般 第210621号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-10 2021-08-10 1980-08-04
福山市走島町４９７番地１
はしりじま荘
魚介類販売業 一般 第210622号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-10 2021-08-10 1980-03-05
福山市鞆町後地７９５番地
山好商店
小林 みな子 福山市鞆町後地３３７１番地
そうざい製造業 一般 第210623号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-11 2021-08-11 2016-07-05
仙酔島（惣菜）
飲食店営業 一般 第210624号 2021-08-11 2027-01-31 2021-08-11 2021-08-11
福山市引野町５８１０番地９
ＣＯＷＣＯＷステーキ引野店
食肉販売業 一般 第210625号 2021-08-11 2027-01-31 2021-08-11 2021-08-11
福山市引野町５８１０番地９
ＣＯＷＣＯＷステーキ引野店
菓子製造業 一般 第210626号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-12 2021-08-12 1998-03-04
福山市水呑町４６８５番地１
コルプ
水産製品製造業 一般 第210627号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-12 2021-08-12 2004-03-29
福山市鞆町後地７２番地１
克國水産
飲食店営業 一般 第210628号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-12 2021-08-12 1977-07-08
福山市水呑町２４７番地３
つくし
濱野 浩太郎 福山市水呑町４０５９番地１５
飲食店営業 一般 第210629号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-12 2021-08-12 1986-06-27
有限会社宝楽
飲食店営業 一般 第210630号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-12 2021-08-12 1998-07-03
福山市水呑町２４２５番地６
このみ
飲食店営業 一般 第210631号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-12 2021-08-12 2004-03-05
福山市鞆町鞆１１５５番地２
玉井店
飲食店営業 露店 第210632号 2021-08-12 2026-11-30 2021-08-12 2021-08-12
ＣＯＦＦＥＥ ＴＯ ＥＮ ＴＵＮＡＧＵ
福山市内一円
飲食店営業 一般 第210633号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-12 2021-08-12 1998-06-11
福山市走島町３１番地３
和光
飲食店営業 一般 第210634号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-12 2021-08-12 2010-04-08
福山市鞆町後地１０８３番地
たいちゃん
飲食店営業 一般 第210635号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-12 2021-08-12 2010-07-23
福山市鞆町鞆８５２番地
民芸茶処 深津屋
飲食店営業 一般 第210636号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-12 2021-08-12 2016-04-07
福山市鞆町鞆９８７番地
ＭＩＬ ＧＲＡＣＩＡＳ
粟村 元則 福山市鞆町後地１６１３番地
飲食店営業 一般 第210637号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-12 2021-08-12 2016-03-31
迎賓館
福山市神辺町字十九軒屋２５３番地２ サンキューランド内 時時紅豆餅店
菓子製造業 一般 第210638号 2021-08-12 2026-10-31 2021-08-12 2021-08-12
香月 亜美 福山市船町３番１０号
魚とくビル１０１ ｃａｆｅ＆Ｂａｒ 凪
飲食店営業 一般 第210639号 2021-08-12 2026-11-30 2021-08-12 2021-08-12
上田 計司 福山市津之郷町大字津之郷１０１０番地１
飲食店営業 一般 第210640号 2021-08-12 2026-12-31 2021-08-12 2021-08-12
セブンイレブン福山津之郷店
飲食店営業 一般 第210641号 2021-08-13 2026-09-30 2021-08-13 2021-08-13
福山市霞町一丁目７番６号
ｖｉｎｉｃｏｌｅ＋ｚｏｎｏｋｉｔｃｈｅｎ
福山市神辺町字十九軒屋２４８番地４
飲食店営業 一般 第210642号 2021-08-13 2026-04-30 2021-08-13 2021-08-13
すなっく おかえりⅡ
飲食店営業 一般 第210643号 2021-08-13 2026-09-30 2021-08-13 2021-08-13
福山市花園町一丁目１番１号
ローソン福山花園町店
金田 英幸 福山市水呑町４７２７番地６
菓子製造業 一般 第210644号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-13 2021-08-13 2010-03-23
なの花作業所
魚介類販売業 一般 第210645号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-13 2021-08-13 2010-07-16
福山市鞆町鞆６７１番地
鮮魚 衣笠
福山市沼隈町大字中山南１９５４番地
飲食店営業 一般 第210646号 2021-08-16 2026-08-31 2021-08-16 2021-08-16
平家の館
福山市沼隈町大字中山南２０５９番地
飲食店営業 一般 第210647号 2021-08-16 2026-08-31 2021-08-16 2021-08-16
平家谷ふるさと振興会
福山市沼隈町大字中山南２０５９番地
菓子製造業 一般 第210648号 2021-08-16 2026-08-31 2021-08-16 2021-08-16
平家谷ふるさと振興会
大本 雄規 福山市松永町四丁目５番１２号 サウスコーポ１０１号室 Ｈａｐｐｙ Ｌｅｍｏｎ
菓子製造業 一般 第210649号 2021-08-17 2026-12-31 2021-08-17 2021-08-17
飲食店営業 一般 第210650号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-18 2021-08-18 2004-08-18
福山市鞆町鞆５４９番地２
多満喜給食
岡本 良知 福山市鞆町鞆９２７番地１
酒類製造業 一般 第210651号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-18 2021-08-18 1986-08-28
株式会社岡本亀太郎本店
福山市多治米町三丁目３２番２号
菓子製造業 一般 第210652号 2021-08-18 2026-09-30 2021-08-18 2021-08-18
大地の実り そよかぜ
福山市沼隈町大字草深１９２５番地１
飲食店営業 一般 第210653号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-18 2021-08-18 1998-06-26
パレット
沖本 朝則 福山市沼隈町大字草深１９１９番地４
食肉販売業 一般 第210654号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-18 2021-08-18 2004-08-17
やまだ
飲食店営業 一般 第210655号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-18 2021-08-18 2016-06-29
福山市内海町イ５１６番地
魚夢
飲食店営業 一般 第210656号 2021-08-19 2026-09-30 2021-08-19 2021-08-19
福山市古野上町８番２０号
ＤＩＳＣＯ ＡＮＴＯＮＩＯ
赤城 真一郎 福山市柳津町一丁目５番７号
飲食店営業 一般 第210657号 2021-08-20 2026-12-31 2021-08-20 2021-08-20
ＭＥＧＡドン・キホーテ松永店
赤城 真一郎 福山市柳津町一丁目５番７号
飲食店営業 一般 第210658号 2021-08-20 2026-12-31 2021-08-20 2021-08-20
ＭＥＧＡドン・キホーテ松永店
赤城 真一郎 福山市柳津町一丁目５番７号
魚介類販売業 一般 第210659号 2021-08-20 2026-12-31 2021-08-20 2021-08-20
ＭＥＧＡドン・キホーテ松永店
赤城 真一郎 福山市柳津町一丁目５番７号
食肉販売業 一般 第210660号 2021-08-20 2026-12-31 2021-08-20 2021-08-20
ＭＥＧＡドン・キホーテ松永店
飲食店営業 一般 第210661号 2021-08-20 2026-08-31 2021-08-20 2021-08-20
福山市水呑町４１７７番地１
いも畑

申請者＿代表者
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（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
株式会社アリスジャパン
株式会社アリスジャパン
荒木 みどり
有限会社アリストぬまくま
有限会社アリストぬまくま
ツネイシＬＲ株式会社
ツネイシＬＲ株式会社
有限会社入江豊三郎本店
ベネフィットホテル株式会社
若林 文佳
桑田 悠希
西村 幸夫
有限会社聖原田
プライズ株式会社
桒田 誠
川﨑 俊雄
社会福祉法人新市福祉会
カネト水産株式会社
グッドネス株式会社
長田 美知江
長田 美知江
市川 徹人
株式会社ももしま
株式会社ＪＭ玉石
株式会社PRISM DESIGN CONSULTING
株式会社PRISM DESIGN CONSULTING

早川 美穂
株式会社ＢＩＮＧＯ
ツネイシＬＲ株式会社
藤巻 登喜子
水川 克己
うつみ産業株式会社
株式会社フューレック
森 大起
笠原 啓史
なかむら株式会社
なかむら株式会社
株式会社天咲
株式会社かねと
株式会社かねと
坂井 幸雄

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日 初回許可年月日 当初許可年月日
営業所所在地２ 営業所名称１
営業所所在地１
医療法人紅萌会 福山記念病院
飲食店営業 一般 第210662号 2021-08-23 2027-01-31 2021-08-23 2021-08-23
松森 茂 福山市港町一丁目１５番３０号
代表取締役 松森 茂 福山市沼隈町大字中山南４６９番地３
特別養護老人ホーム まり沼隈
飲食店営業 一般 第210663号 2021-08-23 2026-08-31 2021-08-23 2021-08-23
福山市大門町三丁目２６番３６号
飲食店営業 一般 第210664号 2021-08-23 2027-01-31 2021-08-23 2021-08-23
居酒屋 安ベエー
代表取締役 村上 設雄 福山市沼隈町大字草深１８７６番地１
飲食店営業 一般 第210665号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-24 2021-08-24 2004-07-05
そば処 ぬまくま
代表取締役 村上 設雄 福山市沼隈町大字草深１８７６番地１
麺類製造業 一般 第210666号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-24 2021-08-24 2004-07-05
そば処 ぬまくま
代表取締役 神原 秀明 福山市沼隈町大字中山南２７番地１
セントラルキッチン 飲食店営業 一般 第210667号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-24 2021-08-24 2016-03-07
ツネイシしまなみビレッジ
代表取締役 神原 秀明 福山市沼隈町大字中山南２７番地１
セントラルキッチン 食肉販売業 一般 第210668号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-24 2021-08-24 2016-05-12
ツネイシしまなみビレッジ
代表取締役 入江 里彩 福山市鞆町鞆６００番地１
酒類製造業 一般 第210669号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-24 2021-08-24 1983-07-14
入江豊三郎本店
代表取締役 小林 みな子 福山市鞆町鞆５５５番地
飲食店営業 一般 第210670号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-24 2021-08-24 2016-08-15
展望喫茶９０１
福山市神辺町字湯野３０３番地９
飲食店営業 一般 第210671号 2021-08-24 2026-10-31 2021-08-24 2021-08-24
スナックＨＩＴ
福山市千田町二丁目３７番１９号
セブン－イレブン福山千田町店
飲食店営業 一般 第210672号 2021-08-24 2026-11-30 2021-08-24 2021-08-24
飲食店営業 一般 第210673号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-25 2021-08-25 2010-07-06
福山市鞆町鞆８４３番地
とうろどう
代表取締役 原田 広子 福山市引野町９８０番地１
飲食店営業 一般 第210674号 2021-08-25 2027-01-31 2021-08-25 2021-08-25
英数学館食堂
代表取締役 藤之原 康人 福山市沖野上町一丁目４番１４号
そうざい製造業 一般 第210675号 2021-08-26 2026-09-30 2021-08-26 2021-08-26
日鶏ひとりＣＫ
菓子製造業 一般 第210676号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-26 2021-08-26 1998-08-12
福山市鞆町後地１１５１番地
鳴門堂
飲食店営業 一般 第210677号 2021-08-26 2026-12-31 2021-08-26 2021-08-26
福山市柳津町四丁目２番９号
ライフデリ 尾道店
Ｔｗｏ Ｍｏｏｎｓ Ｋｉｔｃｈｅｎ 飲食店営業 一般 第210678号 2021-08-26 2026-10-31 2021-08-26 2021-08-26 2014-03-26
理事長 寺岡 暉 福山市新市町大字新市５６番地２
ガーデンテラス＆
代表取締役 佐藤 弘常 福山市内海町ロ３３７８番地
水産製品製造業 一般 第210679号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-27 2021-08-27 2010-08-12
カネト水産株式会社
代表取締役 三川 賢一 福山市三之丸町３０番１号
さんすて福山１階 鉄板ステーキ ろく丘 さんすて福山店
飲食店営業 一般 第210680号 2021-08-27 2026-11-30 2021-08-27 2021-08-27
飲食店営業 一般 第210681号 2021-08-27 2026-12-31 2021-08-27 2021-08-27 2020-06-09
福山市藤江町４５５４番地１
８ｃａｆｅ
菓子製造業 一般 第210682号 2021-08-27 2026-12-31 2021-08-27 2021-08-27
福山市藤江町４５５４番地１
８ｃａｆｅ
福山市沼隈町大字能登原１４１６番地６
飲食店営業 一般 第210683号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-30 2021-08-30 1983-05-19
みかど別館
代表取締役 太田 洸一 福山市水呑町３３９４番地４
そうざい製造業 一般 第210684号 2021-09-01 2027-02-28 2021-08-31 2021-08-31 1995-06-12
株式会社ももしま
代表取締役 玉石 光志 福山市南松永町一丁目２１番１８号
飲食店営業 一般 第210685号 2021-08-31 2026-12-31 2021-08-31 2021-08-31 2017-11-08
ローソン福山南松永店
代表取締役 小林 正典 福山市沖野上町六丁目８番８号
飲食店営業 一般 第210686号 2021-08-31 2026-09-30 2021-08-31 2021-08-31
ＢＡＴＯＮ
代表取締役 小林 正典 福山市沖野上町六丁目８番８号
菓子製造業 一般 第210687号 2021-08-31 2026-09-30 2021-08-31 2021-08-31
ＢＡＴＯＮ
福山市三吉町一丁目４番１２号
飲食店営業 一般 第210688号 2021-08-31 2026-11-30 2021-08-31 2021-08-31 2016-04-20
ローソン福山三吉町一丁目店
代表取締役 前田 諭志 福山市新市町大字戸手１３２４番地８
飲食店営業 一般 第210689号 2021-08-31 2026-10-31 2021-08-31 2021-08-31
備後ジビエ製作所
代表取締役 神原 秀明 福山市沼隈町大字下山南８８番地１
飲食店営業 一般 第210690号 2021-08-31 2026-08-31 2021-08-31 2021-08-31
定食中華そば 万ぷく食堂
福山市沼隈町大字常石９９０番地１
菓子製造業 一般 第210691号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-31 2021-08-31 2010-04-15
菓子工房フリュイ
福山市沼隈町大字中山南２３９７番地
菓子製造業 一般 第210692号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-31 2021-08-31 2010-03-25
水川克己
代表取締役 岡村 幸子 福山市内海町イ２５７２番地
飲食店営業 一般 第210693号 2021-09-01 2027-08-31 2021-08-31 2021-08-31 2016-03-11
ふくろうの花畑 カフェ
代表取締役 藤本 慎介 福山市船町６番１号
飲食店営業 一般 第210694号 2021-09-01 2026-11-30 2021-09-01 2021-09-01
ふなまち ベイガーデン
飲食店営業 露店 第210695号 2021-09-01 2026-11-30 2021-09-01 2021-09-01
福山市三之丸町３０番１号 さんすて福山１Ｆ ＣａＪｕｕ ｓｔａｎｄ
福山会館５階５０５号室 Ｃｈｉｐ ｉｎ
飲食店営業 一般 第210696号 2021-09-01 2026-11-30 2021-09-01 2021-09-01
福山市元町１２番７号
代表取締役 中村 大輔 福山市神辺町字湯野３０４番地１
飲食店営業 一般 第210697号 2021-09-01 2026-10-31 2021-09-01 2021-09-01
天麩羅 あぶらや
代表取締役 中村 大輔 福山市神辺町字湯野３０４番地１
冷凍食品製造業 一般 第210698号 2021-09-01 2026-10-31 2021-09-01 2021-09-01
天麩羅 あぶらや
代表取締役 溝口 佳矢 広島県内全域
飲食店営業 移動販売車 第210699号 2021-09-02 2026-10-31 2021-09-02 2021-09-02
ＺＥＳＴ ＬＩＮＫ２
代表取締役 藤井 啓之 福山市沼隈町大字常石２１１５番地
食肉処理業 一般 第210700号 2021-09-02 2025-08-31 2021-09-02 2021-09-02
株式会社かねと
代表取締役 藤井 啓之 福山市沼隈町大字常石２１１５番地
冷凍食品製造業 一般 第210701号 2021-09-02 2025-08-31 2021-09-02 2021-09-02
株式会社かねと
福山市芦田町大字福田２８５４番地１２
漬物製造業 一般 第210702号 2021-09-02 2026-10-31 2021-09-02 2021-09-02
松の実

申請者＿役職名

申請者＿代表者

代表取締役

ベネフィットホテル株式会社鞆シーサイドホテル
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（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿代表者
申請者＿申請者名
代表取締役 山田 早苗
株式会社ｓａｋｋｕｒｕ
代表取締役 宗兼 邦生
株式会社フレスタ
代表取締役 宗兼 邦生
株式会社フレスタ
代表取締役 今川 幹康
株式会社今川茶舗
代表取締役 古川 和秋
株式会社ｅｎｉｖｒａｎｔ
代表取締役 古川 和秋
株式会社ｅｎｉｖｒａｎｔ
代表取締役 平谷 富昭
株式会社プランズ
有限会社シャルマン洋菓子店 代表取締役 水本 誠二
株式会社横浜ポンパドウル 代表取締役 三藤 貴史
株式会社横浜ポンパドウル 代表取締役 三藤 貴史
代表取締役
株式会社ＢＫＮ
小田原 吉彦
代表取締役 古川 和秋
株式会社ｅｎｉｖｒａｎｔ
溝口 みのり
溝口 みのり
澤口 すみ江
橋本 正夫
有限会社プチットメールダイゴ 代表取締役 大村 茂
有限会社プチットメールダイゴ 代表取締役 大村 茂
山下 千代
戸田 千登勢
石丸 和美
代表取締役 湯藤 麻美子
株式会社魚好人
代表取締役 湯藤 麻美子
株式会社魚好人
代表取締役 福井 彰裕
株式会社三木物流
代表取締役 福井 彰裕
株式会社三木物流
石原 慶子
藤田 康人
藤井 英治
山田 章代
代表取締役 千玉 敏之
株式会社餃子大学
代表取締役 足立 千里
株式会社まるあグループ
代表取締役 田村 隆
淀川食品株式会社
代表取締役 來山 和雄
株式会社竹内葬儀店
仁田 共則
取締役 李 萍
有限会社旭
勇見 浩代
代表取締役 岡本 憲政
株式会社ＬｅａＰ
上園 ロスサリィ
小土井 敦子
柏原 孝夫
申請者＿役職名

レー・フォック・トゥアン・ナム

営業所所在地１
広島県内全域

営業所所在地２ 営業所名称１

Ｔｈａｎｋｓａｎｄｗｉｃｈ
フレスタ 福山三吉店

福山市三吉町四丁目１０番２２号

福山市東桜町１番８号
福山市伏見町４番１４号
福山市霞町一丁目７番６号
福山市霞町一丁目７番６号
福山市南町６番４号
福山市明治町７番１２号

フレスタ おかず工房アイネス店

株式会社今川茶舗
．．．ｖｉｎｉｃｏｌｅ
福山わいん工房
パークホテル１Ｆ レミ
有限会社シャルマン洋菓子店
福山市入船町三丁目１番２５号 天満屋ハピータウン内 株式会社横浜ポンパドウル
福山市入船町三丁目１番２５号 天満屋ハピータウン内 株式会社横浜ポンパドウル
福山市元町６番７号
坂本ビル１階 クエトイベトナム本格料理店２号店
福山市霞町一丁目８番３号
日本料理 おだはら
福山市霞町一丁目７番６号
福山わいん工房
福山市引野町一丁目２５番３８号
ｋｉｔｃｈｅｎ 幸
福山市引野町一丁目２５番３８号
ｋｉｔｃｈｅｎ 幸
福山市新涯町二丁目４番２９号
唄の華
福山市多治米町四丁目１４番１１号
ねぼけ堂
福山市南蔵王町四丁目５番１８号
労働会館 みやび 厨房
福山市南蔵王町四丁目５番１８号
労働会館 みやび ２Ｆ
福山市入船町二丁目１１番３号 ノビアモン２Ｆ おしゃべりＢＡＲｃｈｉｙｏ２－ちよちよ－
朝日ビル１階Ｂ号 ブランディング
福山市住吉町８番１６号
キュービックビル２ＦＣ ラウンジ 一条
福山市昭和町１０番２５号
福山市南手城町二丁目１５番１３号
一休総本店
福山市南手城町二丁目１５番１３号
一休総本店
広島県内全域
丸亀屋１号
広島県内全域
丸亀屋２号
福山市草戸町四丁目２番３号
鉄板焼いしはら
福山市南町２番４号
西華園
福山市南町５番９号
居酒屋 タロー
福山市東川口町二丁目９番２５号
くすのき食堂
福山市霞町一丁目４番２０号
餃子大学
福山市神辺町字湯野２０３０番地
黒べぇさん 神辺店
２Ｆ

福山市沖野上町四丁目１４番１７号

淀川食品福山医療センター事業所

福山市草戸町二丁目２５番５５号

総合葬祭式場 たけうち草戸会館

福山市明治町２番３２号
福山市御門町二丁目８番２２号

バラ公園マンション１Ｆ

福山市住吉町１番４０号
福山市霞町一丁目５番６号

住吉スクエア２０５号

福山市入船町二丁目１１番２７号 Ａ－４

福山市野上町二丁目１番１８号

福山市霞町一丁目４番３１号

Ｓａｒｒａｓｉｎ
味仙
ＳＥＬＥＮＥ セレネ
ＡｏＢａｂａ
ＳＮＡＣＫ ＮＥＷ ＦＲＩＥＮＤ
ヨッサンラーメン
バー ブルシューター
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営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日
（サンクサンド） 飲食店営業

移動販売車

初回許可年月日 当初許可年月日

第210703号 2021-09-02 2026-09-30 2021-09-02 2021-09-02

菓子製造業 一般 第210704号 2021-09-03 2026-11-30 2021-09-03 2021-09-03 2016-11-25
菓子製造業 一般 第210705号 2021-09-03 2026-11-30 2021-09-03 2021-09-03 2011-10-21
飲食店営業 一般 第210706号 2021-09-03 2026-11-30 2021-09-03 2021-09-03
飲食店営業 一般 第210707号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-06 2021-09-06 2016-05-06
酒類製造業 一般 第210708号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-06 2021-09-06 2016-05-06
飲食店営業 一般 第210709号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-06 2021-09-06 1995-09-27
菓子製造業 一般 第210710号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-06 2021-09-06 1992-08-05
飲食店営業 一般 第210711号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-06 2021-09-06 2016-07-08
菓子製造業 一般 第210712号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-06 2021-09-06 2016-07-08
飲食店営業 一般 第210713号 2021-09-06 2026-11-30 2021-09-06 2021-09-06
飲食店営業 一般 第210714号 2021-09-06 2026-09-30 2021-09-06 2021-09-06

一般 第210715号 2021-09-06 2026-09-30 2021-09-06 2021-09-06
飲食店営業 一般 第210716号 2021-09-06 2027-01-31 2021-09-06 2021-09-06
菓子製造業 一般 第210717号 2021-09-06 2027-01-31 2021-09-06 2021-09-06

清涼飲料水製造業

飲食店営業 一般 第210718号 2021-09-06 2027-01-31 2021-09-06 2021-09-06
菓子製造業 一般 第210719号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-06 2021-09-06 1995-06-28
飲食店営業 一般 第210720号 2021-09-06 2027-01-31 2021-09-06 2021-09-06
飲食店営業 一般 第210721号 2021-09-06 2027-01-31 2021-09-06 2021-09-06
飲食店営業 一般 第210722号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-06 2021-09-06 2004-04-22
飲食店営業 一般 第210723号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-06 2021-09-06 2016-04-18
飲食店営業 一般 第210724号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-06 2021-09-06 2016-08-10
飲食店営業 一般 第210725号 2021-09-07 2027-01-31 2021-09-07 2021-09-07 2014-02-28
そうざい製造業

一般

第210726号 2021-09-07 2027-01-31 2021-09-07 2021-09-07

飲食店営業

移動販売車

第210727号 2021-09-07 2026-11-30 2021-09-07 2021-09-07

飲食店営業

移動販売車

第210728号 2021-09-07 2026-11-30 2021-09-07 2021-09-07
飲食店営業 一般 第210729号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-07 2021-09-07 1980-08-25
飲食店営業 一般 第210730号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-07 2021-09-07 1986-09-10

飲食店営業 一般 第210731号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-07 2021-09-07 1989-05-18
飲食店営業 一般 第210732号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-07 2021-09-07 1992-08-19
飲食店営業 一般 第210733号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-07 2021-09-07 1995-04-20
飲食店営業 一般 第210734号 2021-09-07 2026-10-31 2021-09-07 2021-09-07
飲食店営業 一般 第210735号 2021-09-07 2026-09-30 2021-09-07 2021-09-07
飲食店営業 一般 第210736号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-08 2021-09-08 1998-09-08
飲食店営業 一般 第210737号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-08 2021-09-08 2010-06-14
飲食店営業 一般 第210738号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-08 2021-09-08 2016-06-22
飲食店営業 一般 第210739号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-08 2021-09-08 2016-09-27
飲食店営業 一般 第210740号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-08 2021-09-08 2016-09-28
飲食店営業 一般 第210741号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-08 2021-09-08 2016-04-12
飲食店営業 一般 第210742号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-08 2021-09-08 1998-08-12
飲食店営業 一般 第210743号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-08 2021-09-08 2004-04-30

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿代表者 営業所所在地１
営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日 初回許可年月日 当初許可年月日
営業所所在地２ 営業所名称１
申請者＿申請者名
飲食店営業 一般 第210744号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-08 2021-09-08 2004-04-30
永岡 ちえみ
福山市昭和町９番１３号
千成宝ビル 一酒一菜 萌美野
飲食店営業 一般 第210745号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-08 2021-09-08 2004-08-30
海鮮 ダイニング美蔵、花茶屋
ルートインジャパン株式会社 代表取締役 永山 泰樹 福山市沖野上町五丁目２７番１１号
飲食店営業 一般 第210746号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-08 2021-09-08 2010-08-20
後藤 沙緒里
福山市昭和町４番２０号
Ｓビル１Ｆ
ブルジョア
代表取締役 宗兼 邦生 福山市多治米町五丁目２３番３５号
菓子製造業 一般 第210747号 2021-09-08 2026-09-30 2021-09-08 2021-09-08 2014-05-27
株式会社フレスタ
フレスタ 多治米店
住吉ウィング２０３ ＬＯＵＮＧＥ Ｌｕｃｉａ
飲食店営業 一般 第210748号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-08 2021-09-08 2016-04-19
吉村 光
福山市住吉町８番２２号
飲食店営業 一般 第210749号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-08 2021-09-08 2016-05-11
森 一高
福山市緑町１番５１号
さくら
ストリート２０４ １０１号 オレンジハット
飲食店営業 一般 第210750号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-08 2021-09-08 2016-05-31
針間 弘昭
福山市昭和町９番１２号
飲食店営業 一般 第210751号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-08 2021-09-08 2016-06-22
福田 義邦
福山市南町１番１８号
福多
飲食店営業 一般 第210752号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-08 2021-09-08 2016-09-27
取締役 福島 眞理子 福山市古野上町５番４号
有限会社ベネット
ラウンジ麻里林
福山市松永町四丁目１３番２６号 小川ビル
飲食店営業 一般 第210753号 2021-09-08 2026-12-31 2021-09-08 2021-09-08
真山 奈美枝
鉄板酒場 だい福
代表取締役 荒井 優雨 福山市南町１番２１号
ロイヤルビル１Ｆ－Ｂ Ｄａｌｉａｎ
飲食店営業 一般 第210754号 2021-09-09 2026-09-30 2021-09-09 2021-09-09
株式会社ＴＬＤ ＪＡＰＡＮ
飲食店営業 一般 第210755号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-09 2021-09-09 2010-08-11
福山市松浜町一丁目７番９号 マリンタワービル ２０２ ｂｌａｎｃ－ｂａｒ
河村 昌宏
サトウビル８ ６－Ｄ ＮＯＣＴＵＲＮＥ
飲食店営業 一般 第210756号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-09 2021-09-09 2016-07-19
糸谷 典昭
福山市昭和町１０番１０号
飲食店営業 一般 第210758号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-10 2021-09-10 1989-08-18
名波 寛
福山市住吉町３番２４号
居酒屋 権兵衛
代表取締役 竹原 道之 福山市明治町１１番１０号
豆腐製造業 一般 第210759号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-10 2021-09-10 1971-08-26
株式会社新玉
とうふや まん天
福山市松浜町一丁目１０番８号 松浜パークビル２階Ｂ号室 グラッシー
飲食店営業 一般 第210760号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-10 2021-09-10 2004-09-28
平原 恵
飲食店営業 一般 第210761号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-10 2021-09-10 2010-07-13
佐藤 哲郎
福山市南町５番１２号
御料理みうち
飲食店営業 一般 第210762号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-10 2021-09-10 2010-08-25
奥田 智英
福山市昭和町８番６号
握り場すし智
飲食店営業 一般 第210763号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-10 2021-09-10 2004-06-15
首尾木 郷子
福山市昭和町４番１８号
６番館ビル２Ｆ ラウンジ首尾木
代表取締役 粟村 元則 福山市東川口町三丁目１８番１８号
飲食店営業 一般 第210764号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-10 2021-09-10 2010-04-22
株式会社阿藻珍味
小魚阿も珍 川口店
合同会社ＢＩＮＧＯエンタープライズ 代表社員 小林 義和 福山市延広町６番２７号
飲食店営業 一般 第210765号 2021-09-10 2026-11-30 2021-09-10 2021-09-10
ひゅうが
飲食店営業 一般 第210766号 2021-09-10 2027-02-28 2021-09-10 2021-09-10 2019-04-23
ベネフィットホテル株式会社 代表取締役 小林 みな子 福山市鞆町鞆５５４番地１
仙酔島の塩専門店「仙酔庵」
そうざい製造業 一般 第210767号 2021-09-13 2026-12-31 2021-09-13 2021-09-13
福山市松永町二丁目１４番１５号
髙橋 明美
髙橋惣菜店
飲食店営業 一般 第210768号 2021-10-01 2026-09-30 2021-09-13 2021-09-13 2016-05-11
取締役 橘髙 新一郎 福山市入船町一丁目１番２４号
有限会社コンフォート
ヌフ キャトルズ
菓子製造業 一般 第210769号 2021-10-01 2026-09-30 2021-09-13 2021-09-13 2016-05-11
取締役 橘髙 新一郎 福山市入船町一丁目１番２４号
有限会社コンフォート
ヌフ キャトルズ
冷凍食品製造業 一般 第210770号 2021-09-13 2026-09-30 2021-09-13 2021-09-13
取締役 橘髙 新一郎 福山市入船町一丁目１番２４号
有限会社コンフォート
ヌフ キャトルズ
代表取締役 瀬尾 勇人 福山市三吉町三丁目１０番７号
飲食店営業 一般 第210771号 2021-09-14 2026-11-30 2021-09-14 2021-09-14
株式会社ＮＡＳ
焼き鳥 さわ
代表取締役 溝口 佳矢 広島県内全域
飲食店営業 移動販売車 第210772号 2021-09-14 2026-10-31 2021-09-14 2021-09-14
株式会社天咲
ＺＥＳＴ ＬＩＮＫ３
福山市多治米町一丁目１０番７号
麺類製造業 一般 第210773号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-14 2021-09-14 2010-06-16
山本 啓文
やまもと商店
一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 福山市草戸町二丁目２１番１２号
飲食店営業 一般 第210774号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-14 2021-09-14 2016-05-27
４６５８
代表取締役 大井 幹雄 福山市箕沖町５１番地６
豆腐製造業 一般 第210775号 2021-09-15 2027-01-31 2021-09-15 2021-09-15 1982-07-05
有限会社大井豆腐店
有限会社大井豆腐店
飲食店営業 一般 第210776号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-16 2021-09-16 2004-09-22
松下 由加里
福山市昭和町９番２５号
グレース
飲食店営業 一般 第210777号 2021-09-16 2027-02-28 2021-09-16 2021-09-16 2020-04-27
坂谷 督史
福山市鞆町鞆８４３番地１
鞆一商店
菓子製造業 一般 第210778号 2021-09-16 2027-02-28 2021-09-16 2021-09-16
坂谷 督史
福山市鞆町鞆８４３番地１
鞆一商店
三菱電機健康保険組合福山保険会館 「せとうち」 飲食店営業 一般 第210779号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-16 2021-09-16 1995-04-20
三菱電機ライフサービス株式会社 代表取締役 舩尾 英司 福山市緑町１番７６号
三菱電機株式会社福山製作所社員食堂
三菱電機ライフサービス株式会社 代表取締役 舩尾 英司 福山市緑町１番８号
飲食店営業 一般 第210780号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-16 2021-09-16 1995-09-13
代表取締役 山本 幸一 福山市御門町三丁目７番１９号
飲食店営業 一般 第210781号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-16 2021-09-16 1992-04-30
株式会社川長
株式会社川長
代表取締役 宗兼 邦生 福山市地吹町１８番３号
飲食店営業 一般 第210782号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-16 2021-09-16 2010-06-07
株式会社フレスタ
フレスタ 草戸店
代表取締役 宗兼 邦生 福山市地吹町１８番３号
菓子製造業 一般 第210783号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-16 2021-09-16 2010-06-07
株式会社フレスタ
フレスタ 草戸店
代表取締役 宗兼 邦生 福山市地吹町１８番３号
魚介類販売業 一般 第210784号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-16 2021-09-16 2010-06-07
株式会社フレスタ
フレスタ 草戸店
代表取締役 中串 幸彦 福山市霞町一丁目５番３号
飲食店営業 一般 第210785号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-16 2021-09-16 2010-04-28
株式会社なかくし
なかくし
申請者＿役職名
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申請者＿申請者名
岩原 亜有美
株式会社ワン
河合 真二
小原 康之
石井 宏美
石井 充喜
アサヒ商事株式会社
佐藤 志津恵
アサヒ商事株式会社
株式会社ユーアンドミィー
株式会社夢限大
有限会社エルドー
有限会社エルドー
門田 泰浩
株式会社フル―ヴ
株式会社フル―ヴ
松浦 寿子
株式会社ＮＥＸＵＳ
西山 和美
下岡 紀子
小林 義貴
内海 学
有限会社スリーホープ
夏田 正己
株式会社グラットン
戸田 隆治
株式会社プロスパ
株式会社プロスパ
荒川 美智子
湯川 貴司
蔵本 麻央
髙橋 善信
株式会社夢笛
西畑 由美子
株式会社鮮味
株式会社鮮味
道下 和美
藤井 裕子
大田 浩二
株式会社ラクサス
ウオクニ株式会社

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１
福山市昭和町１０番１０号

営業所所在地２ 営業所名称１

４Ｆ

ラウンジ ｍｉｕ
代表取締役 中村 匡孝 福山市住吉町１番４０号住吉スクエア１０１
ＢＡＲ ＯＮＥ
福山市船町４番１０号
ＢＰＴ２Ｃ
ＨＡＰ
福山市内一円
らーめん道楽
メゾンドレーブビル１Ｆ ＫＡＧＵＲＡ－華楽－
福山市昭和町９番１７号
メゾンドレーブビル１Ｆ ＫＡＧＵＲＡ ＢＯＹＳ
福山市昭和町９番１７号
代表取締役 山田 康文 福山市西町二丁目４番３号
あさひ喫茶
福山市御幸町大字森脇４４３番地１２
居酒屋かんな
代表取締役 山田 康文 福山市丸之内一丁目８番９号
メゾン アンベ
代表取締役 花房 松雄 福山市三吉町五丁目１番１６号
嵜本広島福山店
アルティメイトｂｕｉｌｄｇ．１０２号 夢限大
代表取締役 岡田 佳明 福山市延広町７番１０号
取締役 廣川 量久 福山市南手城町三丁目３番１号２階
発酵食堂 ＵＴＤ
取締役 廣川 量久 福山市南手城町三丁目３番１号２階
発酵食堂 ＵＴＤ
エルコレビル６Ｆ，３Ｆ 茶花
福山市元町１３番１８号
代表取締役 河田 忠治 福山市伏見町１番１５号
はっせい伏見店。
代表取締役 河田 忠治 福山市伏見町１番１５号
はっせい伏見店。
サトウビル８ １Ｆ Ｄ号 プライム
福山市昭和町１０番１０号
代表取締役 髙木 開陸 福山市延広町６番２３号
梶原ビル１階 肉と魚 かいり
福山市入船町二丁目１１番６号
スナック りんりん
福山市住吉町５番３３号
フレッシュ ８０８ しもおか
福山市御門町三丁目５番２号
がれわん
福山市多治米町一丁目１１番１５号
炙り屋えん
代表取締役 山本 和志 福山市沖野上町一丁目５番３１号
笑ひ鶏もんど
福山市野上町二丁目９番１号
純喫茶 「ドンク」
代表取締役 徳永 孝進 福山市沖野上町一丁目９番３０号
株式会社グラットン
ニューふじ半ビル２Ｆ クラブＣＯ２
福山市昭和町３番２８号
代表取締役 津島 卓也 福山市新涯町二丁目８番２０号
焼肉 手打ち冷麺 まん福
代表取締役 津島 卓也 福山市新涯町二丁目８番２０号
焼肉 手打ち冷麺 まん福
福山市東川口町四丁目１２番１６号
アップルスパイス
福山市沖野上町一丁目１番１０号

ファミリーマート 沖野上一丁目

代表取締役

福山市鞆町後地１１５４番地１
福山市鞆町後地１４０７番地
髙橋 英樹 福山市入船町一丁目３番４号
福山市昭和町４番４号
南神ビル２Ｆ
上谷 協三 福山市明治町６番８号
上谷 協三 福山市住吉町７番２５号
メゾンドレーブビル２Ｆ
福山市昭和町９番１７号
福山市住吉町５番３３号
福山市昭和町５番１７号
井上 淳 福山市松浜町一丁目１番１２号 ４階

五月
鞆の浦景観茶房セレーノ
コンフォート
Ｏａｓｉｓ
みゆき本館
みゆき寿司 住吉店
スナック佑
かじ家
魚屋こうちゃん
ＣＬＵＢ ＧＲＡＣＩＡ

代表取締役

野々村 充教 福山市東川口町三丁目１２番２８号

ウオクニ株式会社中電工福山寮

代表取締役

代表取締役
代表取締役
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営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第210786号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-17 2021-09-17 2016-07-08
飲食店営業 一般 第210787号 2021-09-21 2026-09-30 2021-09-21 2021-09-21
飲食店営業 一般 第210788号 2021-09-21 2026-11-30 2021-09-21 2021-09-21
飲食店営業 露店 第210789号 2021-09-21 2027-01-31 2021-09-21 2021-09-21
飲食店営業 一般 第210790号 2021-10-01 2026-09-30 2021-09-21 2021-09-21 2010-07-07
飲食店営業 一般 第210791号 2021-09-21 2026-09-30 2021-09-21 2021-09-21
飲食店営業 一般 第210792号 2021-09-22 2026-11-30 2021-09-22 2021-09-22
飲食店営業 一般 第210793号 2021-09-22 2026-11-30 2021-09-22 2021-09-22
飲食店営業 一般 第210794号 2021-09-22 2026-11-30 2021-09-22 2021-09-22
菓子製造業 一般 第210795号 2021-09-22 2026-11-30 2021-09-22 2021-09-22
飲食店営業 一般 第210797号 2021-09-24 2026-11-30 2021-09-24 2021-09-24
飲食店営業 一般 第210798号 2021-09-24 2027-01-31 2021-09-24 2021-09-24 2020-10-19
菓子製造業 一般 第210799号 2021-09-24 2027-01-31 2021-09-24 2021-09-24
飲食店営業 一般 第210800号 2021-09-24 2026-11-30 2021-09-24 2021-09-24 2010-01-08
飲食店営業 一般 第210801号 2021-09-24 2026-11-30 2021-09-24 2021-09-24 2020-04-02
菓子製造業 一般 第210802号 2021-09-24 2026-11-30 2021-09-24 2021-09-24
飲食店営業 一般 第210803号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-24 2021-09-24 2016-04-12
飲食店営業 一般 第210804号 2021-09-27 2026-11-30 2021-09-27 2021-09-27
飲食店営業 一般 第210805号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-27 2021-09-27 2016-04-05
飲食店営業 一般 第210806号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-27 2021-09-27 1989-08-02
飲食店営業 一般 第210807号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-27 2021-09-27 2004-07-08
飲食店営業 一般 第210808号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-27 2021-09-27 2010-05-25
飲食店営業 一般 第210809号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-27 2021-09-27 2010-08-12
飲食店営業 一般 第210810号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-27 2021-09-27 1989-05-25
食肉処理業 一般 第210811号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-27 2021-09-27 2010-06-17
飲食店営業 一般 第210812号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-27 2021-09-27 2010-07-21
飲食店営業 一般 第210813号 2021-09-27 2027-01-31 2021-09-27 2021-09-27
食肉販売業 一般 第210814号 2021-09-27 2027-01-31 2021-09-27 2021-09-27
飲食店営業 一般 第210815号 2021-10-01 2026-09-30 2021-09-28 2021-09-28 1983-06-30
飲食店営業 一般 第210816号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-28 2021-09-28 2016-04-14
飲食店営業 一般 第210817号 2021-09-28 2027-02-28 2021-09-28 2021-09-28
飲食店営業 一般 第210818号 2021-09-28 2027-02-28 2021-09-28 2021-09-28
飲食店営業 一般 第210819号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-28 2021-09-28 2016-06-28
飲食店営業 一般 第210822号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-29 2021-09-29 2010-09-02
飲食店営業 一般 第210823号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-29 2021-09-29 2004-09-24
飲食店営業 一般 第210824号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-29 2021-09-29 1986-06-06
飲食店営業 一般 第210825号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-29 2021-09-29 2010-07-26
飲食店営業 一般 第210826号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-29 2021-09-29 2010-09-27

一般 第210827号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-29 2021-09-29 2016-09-30
飲食店営業 一般 第210828号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-30 2021-09-30 2016-05-26
飲食店営業 一般 第210829号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-30 2021-09-30 2010-08-27

魚介類販売業

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
仲田 新之介
株式会社リブロン
川本 朗弘
岡本 佳織
株式会社ピアーサーティー西日本

城戸 崇孝
仲江 真由香
荒川 美智子
池田 泰子
株式会社ＯＫＮ
株式会社フレスカ
株式会社フレスカ
株式会社フレスカ
株式会社フレスカ

代表取締役

営業所所在地１
福山市住吉町３番３３号
髙橋 靖子 福山市昭和町４番６号

代表取締役

福山市松浜町一丁目２番１８号 ほっと館２０６ ＺｅｎＳｙｕ
福山市入船町二丁目１１番７号
ｆｏｏｄ＆ｂａｒ ＬＩＯＮ
龍神丸 天満屋ポートプラザ福山店
髙橋 章之 福山市入船町三丁目１番２５号 １Ｆ

申請者＿役職名

申請者＿代表者

福山市昭和町４番１８号

ローズプラッツ２Ｆ

６番館２Ａ

福山市東川口町四丁目１２番１６号

福山市松永町七丁目１番３号
代表取締役

奥野 裕也 福山市松永町四丁目１５番６６号

代表取締役

石井 佳子 福山市南蔵王町三丁目１６番３２号

代表取締役

石井 佳子 福山市南蔵王町三丁目１６番３２号

代表取締役

石井 佳子 福山市南蔵王町五丁目１６番２２号

代表取締役

石井 佳子 福山市南蔵王町五丁目１６番２２号

代表取締役

石井 佳子 福山市松永町六丁目１０番４８号

代表取締役

石井 佳子 福山市松永町六丁目１０番４８号

代表取締役

石井 佳子 福山市西新涯町一丁目１９番１１号

代表取締役

石井 佳子 福山市西新涯町一丁目１９番１１号

福山市入船町二丁目１１番６号

福山市入船町二丁目１１番８号

長和島ロイヤルハイツ１階

第２プレジャータウン Ａ－９

第１プレジャータウンB

上田 亮 福山市南手城町三丁目１０番１８号
上田 亮 福山市南手城町三丁目１０番１８号
理事長 桒原 博昭 福山市東村町１７７５番地
代表取締役 桑田 雄 福山市霞町一丁目１番１２号
代表取締役 桑田 雄 福山市霞町一丁目１番１２号
福山市紅葉町３番３２号
１Ｆ
代表取締役
代表取締役

代表取締役

石井 佳子 福山市駅家町大字万能倉１１１８番地１

代表取締役

石井 佳子 福山市駅家町大字万能倉１１１８番地１

取締役

山根 季久子 福山市新市町大字戸手２１６６番地

代表取締役

谷本 克朗 福山市神辺町字徳田１８８２番地

福山市新市町大字戸手２４４８番地

福山市駅家町大字向永谷５５番地１６

福山市沖野上町二丁目１２番２８号
福山市沖野上町二丁目１２番２８号
代表取締役

松下 享平 福山市元町１３番７号

代表社員 チン・バン・バン

福山市元町１３番２２号
福山市駅家町大字倉光４５４番地１
福山市駅家町大字倉光４２４番地１０
福山市駅家町大字倉光４２４番地１０

代表取締役

佐藤 利行

福山市駅家町大字万能倉１１１５番地４

福山市駅家町大字近田４５番地２

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

ＤＩＣビル５Ｆ
Ｎビル

ラウンジ リブロン

ＡＲＥＳ
ＬＡＴＯＵＲ
アップルスパイス
豊道園
らぁめん次男
焼肉ぐりぐり家 蔵王店
焼肉ぐりぐり家 蔵王店
焼肉ぐりぐり家 春日店
焼肉ぐりぐり家 春日店
ＶＩＢＥ
焼肉ぐりぐり家 松永店
焼肉ぐりぐり家 松永店
焼肉ぐりぐり家 福山南店
焼肉ぐりぐり家 福山南店
Ｍ
ふうとや
ふうとや
社会福祉法人東村会
ＢＯＮＤ ｋｉｔｃｈｅｎ
ＢＯＮＤ ｋｉｔｃｈｅｎ
ＣＯ ＵＴ ＳＡＩ ＧＯＮ
焼肉ぐりぐり家 駅家店
焼肉ぐりぐり家 駅家店
お好み焼てっちゃん
信岡フラットミュージアム
谷本調味有限会社
おいちい。
オーガスト
オーガスト
イチゴイチエ
１９９０ Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ
ききょう家
昭和軒
昭和軒
株式会社ハローズ南駅家店
カラオケ三重
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初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第210830号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-30 2021-09-30 2016-04-11
飲食店営業 一般 第210831号 2021-09-30 2026-09-30 2021-09-30 2021-09-30

居酒屋 御食事処 酒蔵 三吉

福山市松浜町一丁目７番１５号 Ｚビル１Ｆ

ＰＵＲＩＦＩＣＡＣＩＯＮ ＪＵＳＴＩＮ ＮＥＲＪＡ

株式会社フレスカ
株式会社フレスカ
株式会社フレスカ
株式会社フレスカ
箱﨑 舞子
上進工業株式会社
上進工業株式会社
社会福祉法人東村会
ニュースイ商事株式会社
ニュースイ商事株式会社
中島 宏彰
株式会社フレスカ
株式会社フレスカ
棗田 篤
有限会社信岡地所
谷本調味有限会社
松村 まさ子
田邉 亜蘭
田邉 亜蘭
株式会社一檎
キミビジネス合同会社
藤原 輝美子
岡田 美智恵
岡田 美智恵
株式会社ハローズ
橘髙 喜一

営業所所在地２ 営業所名称１

飲食店営業 一般 第210832号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-30 2021-09-30 2016-06-07
飲食店営業 一般 第210833号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-30 2021-09-30 2016-07-08
飲食店営業 一般 第210834号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-30 2021-09-30 2016-08-31
飲食店営業 一般 第210835号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-30 2021-09-30 2016-01-28
飲食店営業 一般 第210836号 2021-10-01 2027-09-30 2021-09-30 2021-09-30 2016-08-25
菓子製造業 一般 第210837号 2021-10-01 2026-09-30 2021-10-01 2021-10-01
飲食店営業 一般 第210838号 2021-10-01 2026-12-31 2021-10-01 2021-10-01
飲食店営業 一般 第210839号 2021-10-01 2026-12-31 2021-10-01 2021-10-01
飲食店営業 一般 第210840号 2021-10-01 2027-01-31 2021-10-01 2021-10-01 2005-02-24
食肉販売業 一般 第210841号 2021-10-01 2027-01-31 2021-10-01 2021-10-01
飲食店営業 一般 第210842号 2021-10-01 2027-01-31 2021-10-01 2021-10-01 2010-10-25
食肉販売業 一般 第210843号 2021-10-01 2027-01-31 2021-10-01 2021-10-01
飲食店営業 一般 第210844号 2021-10-01 2026-09-30 2021-10-01 2021-10-01
飲食店営業 一般 第210845号 2021-10-04 2026-12-31 2021-10-04 2021-10-04 2008-04-17
食肉販売業 一般 第210846号 2021-10-04 2026-12-31 2021-10-04 2021-10-04
飲食店営業 一般 第210847号 2021-10-04 2027-01-31 2021-10-04 2021-10-04 2003-07-09
食肉販売業 一般 第210848号 2021-10-04 2027-01-31 2021-10-04 2021-10-04
飲食店営業 一般 第210849号 2021-10-04 2027-03-31 2021-10-04 2021-10-04
飲食店営業 一般 第210850号 2021-10-05 2027-01-31 2021-10-05 2021-10-05
菓子製造業 一般 第210851号 2021-10-05 2027-01-31 2021-10-05 2021-10-05
特別養護老人ホーム生寿園

飲食店営業 一般 第210852号 2021-10-05 2026-12-31 2021-10-05 2021-10-05
飲食店営業 一般 第210853号 2021-10-05 2027-03-31 2021-10-05 2021-10-05 2020-07-28
菓子製造業 一般 第210854号 2021-10-05 2027-03-31 2021-10-05 2021-10-05
飲食店営業 一般 第210855号 2021-10-05 2027-03-31 2021-10-05 2021-10-05
飲食店営業 一般 第210856号 2021-10-05 2026-10-31 2021-10-05 2021-10-05 2004-02-26
食肉販売業 一般 第210857号 2021-10-05 2026-10-31 2021-10-05 2021-10-05
飲食店営業 一般 第210858号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-05 2021-10-05 1989-06-08
飲食店営業 一般 第210859号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-05 2021-10-05 2016-06-07
みそ又はしょうゆ製造業

そうざい製造業

飲食店営業
冷凍食品製造業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
食肉販売業
魚介類販売業

飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第210860号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-06 2021-10-06 1977-10-20
第210861号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-07 2021-10-07 2016-05-13
第210862号 2021-10-07 2027-03-31 2021-10-07 2021-10-07
第210863号 2021-10-07 2027-03-31 2021-10-07 2021-10-07
第210864号 2021-10-08 2026-11-30 2021-10-08 2021-10-08
第210865号 2021-10-08 2026-11-30 2021-10-08 2021-10-08
第210866号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-08 2021-10-08 1983-05-27
第210867号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-08 2021-10-08 1992-10-14
第210868号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-08 2021-10-08 1992-10-14
第210869号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-08 2021-10-08 1995-08-02
第210870号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-08 2021-10-08 1998-07-08

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
マックスバリュ西日本株式会社
マックスバリュ西日本株式会社
マックスバリュ西日本株式会社
マックスバリュ西日本株式会社

信岡 俊男
株式会社天寶一
柿本 重美
社会福祉法人若菜
株式会社とん匠
岡本 隆志
土居 真深
Ｓｈａｒｍａ Ｄｅｅｐａｋ
佐藤 多美枝
黒瀬 朝恵
大塚 修史
広野 和子
新谷 浩章
出内 達成
有限会社佐藤商店
株式会社ふぉれすと
ＬＩ ＹＡＮＦＥＮＧ
小畠 浩一
有限会社トータルリカーショップ山根

瀬尾 益子
佐藤 浩之
松川 俊明
中平 由理
株式会社モラブス
佐藤 清
株式会社ふぉれすと
株式会社ふぉれすと
川上 智子
株式会社守夢
渋谷 利行
備後総合開発株式会社
備後総合開発株式会社
備後総合開発株式会社
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ

営業所所在地１

申請者＿役職名

申請者＿代表者

代表取締役

平尾 健一 福山市神辺町大字新湯野３０番地４

代表取締役

平尾 健一 福山市神辺町大字新湯野３０番地４

代表取締役

平尾 健一 福山市神辺町大字新湯野３０番地４

代表取締役

平尾 健一 福山市神辺町大字新湯野３０番地４

代表取締役

村上 康久 福山市神辺町大字川北６６０番地

営業所所在地２ 営業所名称１

代表取締役

宇都宮 昭 福山市神辺町大字川北５１２番地２

ザ・ビッグ神辺店
ザ・ビッグ神辺店
ザ・ビッグ神辺店
ザ・ビッグ神辺店
いざかや 俊亭
株式会社天寶一
和牛専門店ミキヤ
手打ちそば 結
とん匠神辺店
中華そば 棗
ＳＮＡＣＫ Ｓｗａｎ
タンドール 駅家店
あじ福
御食事処 吉野
食事処 五寮
一竜軒
洋食工房くつろぎ
焼肉たつなり
有限会社佐藤商店

代表取締役

石井 宣行 福山市神辺町大字川北１４８２番地

株式会社ふぉれすと リーフ神辺厨房

福山市神辺町字十九軒屋２５３番地２

福山市駅家町大字万能倉１０４９番地２

理事長 藤本 英次 福山市駅家町大字向永谷１０１１番地１
代表取締役

石川 豊

福山市神辺町字十九軒屋２４８番地１
福山市駅家町大字万能倉１２５５番地１

福山市駅家町大字近田２３３番地１ オオタニプラザ２Ｆ
福山市駅家町大字近田２３０番地１
福山市加茂町字中野一丁目３番地
福山市神辺町大字川北２３０番地１
福山市神辺町字上御領１９１５番地３
福山市神辺町大字川南１７３４番地８

福山市神辺町字道上６０７番地５
福山市神辺町字徳田７５３番地２

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

一般 第210873号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-08 2021-10-08 2010-07-22
食肉販売業 一般 第210874号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-08 2021-10-08 2010-07-22
飲食店営業 一般 第210875号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-08 2021-10-08 2010-09-01

魚介類販売業

酒類製造業 一般 第210876号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-11 2021-10-11 1956-07-30
食肉販売業 一般 第210877号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-11 2021-10-11 1983-09-30
飲食店営業 一般 第210878号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-11 2021-10-11 2010-06-18
飲食店営業 一般 第210879号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-11 2021-10-11 2010-10-14
飲食店営業 一般 第210880号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-11 2021-10-11 2016-06-20
飲食店営業 一般 第210881号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-11 2021-10-11 2016-08-02
飲食店営業 一般 第210882号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-11 2021-10-11 2016-10-14
飲食店営業 一般 第210883号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-11 2021-10-11 1983-07-11
飲食店営業 一般 第210884号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-11 2021-10-11 1980-07-04
飲食店営業 一般 第210885号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-11 2021-10-11 1971-06-04
飲食店営業 一般 第210886号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-11 2021-10-11 1986-10-23
飲食店営業 一般 第210887号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-11 2021-10-11 2010-05-24
飲食店営業 一般 第210888号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-11 2021-10-11 2010-06-17
飲食店営業 一般 第210889号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-11 2021-10-11 2010-05-13
飲食店営業 一般 第210890号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-11 2021-10-11 2016-07-27
飲食店営業 一般 第210891号 2021-10-11 2027-03-31 2021-10-11 2021-10-11

福山市昭和町４番５号
福山市田尻町２３３９番地９

代表取締役

代表取締役

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第210871号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-08 2021-10-08 2010-07-22
菓子製造業 一般 第210872号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-08 2021-10-08 2010-07-22

Ｌビル１－Ｃ号 花
カルチャー アンド カフェ
山根 弘嗣 福山市加茂町大字下加茂２２２番地１
ローソン福山下加茂店
福山市駅家町大字近田２３０番地１
お好み焼ききゃっしゅ
福山市芦田町大字福田１２４０番地４
お好み焼トトロ
福山市駅家町大字近田６０６番地６ ピクトビル１０１ Ｂａｕｍ
ロイヤルビル２Ｆ 西 セカンドルーム アール慶
福山市南町１番２１号
濱田 展宏 福山市西町三丁目１５番１４号
シャトレーゼ福山西町店
福山市神辺町字東中条２２２５番地１
花月

飲食店営業 一般 第210892号 2021-10-11 2027-02-28 2021-10-11 2021-10-11
飲食店営業 一般 第210893号 2021-10-12 2026-10-31 2021-10-12 2021-10-12 2017-04-07
飲食店営業 一般 第210894号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-13 2021-10-13 1983-10-28
飲食店営業 一般 第210895号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-13 2021-10-13 1998-05-28
飲食店営業 一般 第210896号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-13 2021-10-13 2016-10-19
飲食店営業 一般 第210897号 2021-10-14 2027-03-31 2021-10-14 2021-10-14
菓子製造業 一般 第210898号 2021-10-14 2026-11-30 2021-10-14 2021-10-14
飲食店営業 一般 第210899号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-15 2021-10-15 1977-09-28

代表取締役

石井 宣行 福山市新市町大字戸手２３２７番地

地域密着型特別養護老人ホーム リーフ新市厨房 飲食店営業 一般 第210900号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-15 2021-10-15 2016-07-27

代表取締役

石井 宣行 福山市駅家町大字新山３５７８番地２

特別養護老人ホーム 新山荘
備火
島の駅しまなみ１
利久寿司
新市クラシックゴルフクラブ
新市クラシックゴルフクラブ
新市クラシックゴルフクラブ
エブリイ駅家店
エブリイ駅家店
エブリイ駅家店
エブリイ駅家店

福山市南蔵王町四丁目１５番３０号
代表取締役

岡口 守 広島県内全域
福山市新市町大字戸手１４番地１２

代表取締役

三島 弘敬 福山市新市町大字戸手３１０３番地１

代表取締役

三島 弘敬 福山市新市町大字戸手３１０３番地１

代表取締役

三島 弘敬 福山市新市町大字戸手３１０３番地１

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市駅家町大字上山守４５０番地５

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市駅家町大字上山守４５０番地５

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市駅家町大字上山守４５０番地５

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市駅家町大字上山守４５０番地５
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飲食店営業 一般 第210901号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-15 2021-10-15 2016-07-27
飲食店営業 一般 第210902号 2021-10-15 2027-01-31 2021-10-15 2021-10-15
飲食店営業
ハウスレストラン

６番コース茶店
１５番コース茶店

移動販売車 第210903号 2021-10-15 2026-11-30 2021-10-15 2021-10-15
飲食店営業 一般 第210904号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-18 2021-10-18 1991-11-06
飲食店営業 一般 第210905号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-18 2021-10-18 1992-09-29

飲食店営業 一般 第210906号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-18 2021-10-18 1992-09-29
飲食店営業 一般 第210907号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-18 2021-10-18 1992-09-29
飲食店営業 一般 第210908号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-18 2021-10-18 2016-06-15
飲食店営業 一般 第210909号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-18 2021-10-18 2016-06-15
菓子製造業 一般 第210910号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-18 2021-10-18 2016-06-15
魚介類販売業

一般

第210911号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-18 2021-10-18 2016-06-15

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
株式会社エブリイ
朝日 和子
桑木給食株式会社
田村 智代
有限会社ふくだ家
瀬尾 月子
藤井 義晴
小峠 雄三
阪本 悦朗
延岡 愛子
平田 博康
三島 真由美
株式会社ファイブワン
ホワイトロータス株式会社
シダックス・コミュニティー株式会社

浅並 裕子
株式会社むさし
有限会社池口精肉店
有限会社池口精肉店
有限会社池口精肉店
株式会社ひまわり
株式会社ひまわり
株式会社ジョイフル中国
株式会社焼肉坂井ホールディングス

営業所所在地１

申請者＿役職名

申請者＿代表者

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市駅家町大字上山守４５０番地５

代表取締役

桑木 達也 福山市新市町大字新市９９８番地

営業所所在地２ 営業所名称１

福山市新市町大字新市８０２番地１

福山市鞆町鞆６０４番地
代表取締役

橘髙 勇一 福山市芦田町大字福田７３５番地１６

福山市新市町大字戸手４５番地１
福山市新市町大字戸手６０３番地１
福山市新市町大字戸手８１４番地４
福山市新市町大字戸手９９９番地１
福山市新市町大字金丸４８１番地３
福山市芦田町大字上有地４６１番地
福山市駅家町大字万能倉１０５０番地１２
代表取締役

岡﨑 宏一 福山市加茂町字中野３１４番地４

代表取締役

新宅 智代 福山市西桜町一丁目１番４号 若月マンション１０１

代表取締役

渡部 記春 福山市駅家町大字万能倉２８９番地２

福山市川口町五丁目４番２１号

エブリイ駅家店
朝日三光堂
桑木給食株式会社
カラオケ喫茶 真凜
有限会社ふくだ家
居酒屋 雅山
中国料理の店ほうりん
小峠新誠堂
法之坊
愛
スペース ４６１
三栄お好み焼
ガーデンハイツ旭
しんぐうカフェ
カラオケ館 福山駅家店
Ｓｏｕｒｉｒｅ
むさし福山箕島店
池口精肉店加工場
池口精肉店加工場
池口精肉店加工場
株式会社ひまわり
株式会社ひまわり
ジョイフル神辺店

代表取締役

浮田 収 福山市箕島町５８１６番地１０３

代表取締役

池口 章人 福山市新涯町五丁目３１番９号

代表取締役

池口 章人 福山市新涯町五丁目３１番９号

代表取締役

池口 章人 福山市新涯町五丁目３１番９号

代表取締役

髙橋 春子 福山市駅家町大字近田６２１番地１

代表取締役

髙橋 春子 福山市駅家町大字近田６２１番地１

代表取締役

林 信太郎 福山市神辺町大字新湯野３９番地１

代表取締役

阿久津 貴史 福山市神辺町大字新道上１０番地２６ フジグラン神辺内２Ｆ おむらいす亭 広島フジグラン神辺店

社会福祉法人にこにこ福祉会 理事長 瀬良 京子
社会福祉法人にこにこ福祉会 理事長 瀬良 京子
社会福祉法人にこにこ福祉会 理事長 瀬良 京子
有限会社日東ベンディング中国 代表取締役 藤井 隆
岡田 和洋
ニッケアウデオＳＡＤ株式会社 代表取締役 中谷 恒史
西田 絵美
代表取締役 米谷 素明
株式会社日米クック
代表取締役 姜 国軍
株式会社金城
大場 利昭
代表取締役 海田 安章
株式会社焼肉ふるさと
代表取締役 田中 勝利
株式会社サンマルコ
井上 真希
代表取締役 山根 浩揮
有限会社いっとく
代表取締役 工藤 秀樹
株式会社宮本屋
池田 泰子
株式会社コズミックホールディングス 代表取締役 定松 慎

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

初回許可年月日 当初許可年月日

食肉販売業 一般 第210912号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-18 2021-10-18 2016-06-15
飲食店営業 一般 第210913号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-18 2021-10-18 1995-09-12
飲食店営業 一般 第210914号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-18 2021-10-18 1998-07-13
飲食店営業 一般 第210915号 2021-10-18 2027-02-28 2021-10-18 2021-10-18
飲食店営業 一般 第210916号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-18 2021-10-18 1995-10-11
飲食店営業 一般 第210917号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-19 2021-10-19 1992-08-20
飲食店営業 一般 第210918号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-19 2021-10-19 1998-06-01
菓子製造業 一般 第210919号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-19 2021-10-19 1977-09-28
飲食店営業 一般 第210920号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-19 2021-10-19 1998-09-09
飲食店営業 一般 第210921号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-19 2021-10-19 1989-05-18
飲食店営業 一般 第210922号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-19 2021-10-19 2016-10-04
飲食店営業 一般 第210923号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-19 2021-10-19 2016-05-19
飲食店営業 一般 第210924号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-19 2021-10-19 2016-08-24
飲食店営業 一般 第210925号 2021-10-20 2027-03-31 2021-10-20 2021-10-20
飲食店営業 一般 第210926号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-20 2021-10-20 1998-05-27
菓子製造業 一般 第210927号 2021-10-20 2027-03-31 2021-10-20 2021-10-20
飲食店営業 一般 第210928号 2021-10-21 2027-01-31 2021-10-21 2021-10-21
食肉製品製造業
冷凍食品製造業

食肉販売業
飲食店営業
菓子製造業
飲食店営業
飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第210929号 2021-10-22 2026-07-31 2021-10-22 2021-10-22 2012-03-30
第210930号 2021-10-22 2026-07-31 2021-10-22 2021-10-22
第210931号 2021-10-22 2026-07-31 2021-10-22 2021-10-22 2021-03-31
第210932号 2021-10-25 2026-10-31 2021-10-25 2021-10-25
第210933号 2021-10-25 2026-10-31 2021-10-25 2021-10-25
第210934号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-25 2021-10-25 1998-06-26
第210935号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-25 2021-10-25 2010-07-08

福山市西桜町一丁目１番２号
福山市延広町６番１号
広島県内全域
広島県内全域

にこにこ会
にこにこ会
にこにこ会
井上鉄工有限会社
すなっく凜
シャトレーゼ福山駅家店
とと博食堂
ジョイトピアしんいち
中国料理 五十番
本場九州 博多らーめん
焼肉ふるさと 福山店
サンマルコ
まりあクレープ
Ｉｔｔｏｋｕ Ｇｏ！！

福山市駅家町大字上山守４５０番地１

菓子の樹 みやもとや エブリイ駅家店

福山市松永町七丁目１番３号
福山市元町１２番１号
福福ビル１Ｆ

豊道園

第210949号 2021-10-28 2026-11-30 2021-10-28 2021-10-28
飲食店営業 一般 第210952号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-28 2021-10-28 2016-06-20
漬物製造業 一般 第210953号 2021-10-28 2026-12-31 2021-10-28 2021-10-28

四国郷土活性化 藁家８８ 福山店

飲食店営業 一般 第210954号 2021-10-28 2026-11-30 2021-10-28 2021-10-28 2019-12-27

福山市神辺町字西中条１０９９番地４
福山市神辺町字西中条１０９９番地４
福山市神辺町字西中条１０９９番地４

福山市駅家町大字近田８３７番地

福山市神辺町字道上７番地４
福山市駅家町大字万能倉１２４４番地３

福山市山手町一丁目２番２８号
福山市新市町大字下安井３５００番地

福山市多治米町一丁目１０番１１号
福山市駅家町大字近田３７１番地１
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そうざい製造業
冷凍食品製造業
密封包装食品製造業

第210936号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-26 2021-10-26 1998-07-02
第210937号 2021-10-26 2026-10-31 2021-10-26 2021-10-26
第210938号 2021-10-26 2026-10-31 2021-10-26 2021-10-26

第210939号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-26 2021-10-26 1995-07-12
飲食店営業 一般 第210940号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-26 2021-10-26 2010-06-09
菓子製造業 一般 第210941号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-26 2021-10-26 2016-09-30

調理機能を有する自動販売機（要許可）

自動販売機

飲食店営業 一般 第210942号 2021-10-26 2026-12-31 2021-10-26 2021-10-26
飲食店営業 一般 第210943号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-26 2021-10-26 1998-07-30
飲食店営業 一般 第210944号 2021-10-27 2027-03-31 2021-10-27 2021-10-27
飲食店営業 一般 第210945号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-27 2021-10-27 2016-06-28
飲食店営業 一般 第210946号 2021-10-27 2027-03-31 2021-10-27 2021-10-27
飲食店営業 一般 第210947号 2021-10-27 2026-11-30 2021-10-27 2021-10-27
飲食店営業

移動販売車

飲食店営業

移動販売車

第210948号 2021-10-27 2026-10-31 2021-10-27 2021-10-27

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
吉光 マリア エレーナ

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地２ 営業所名称１
営業所所在地１
福山市松浜町一丁目２番１８号 ほっと館１０３号室 ＧＯＴＯ ＫＩＮＧ ＆ Ｇｒｉｌｌｓ

株式会社コズミックホールディングス

代表取締役

岡崎 亮治
橋本食品株式会社

代表取締役

定松 慎 福山市元町１２番１号
福福ビル１Ｆ 四国郷土活性化 藁家８８ 福山店
福山市元町８番３号
ＫＯＫＥ
兒玉 斉 福山市神辺町大字新道上１０番地２６ フジグラン神辺１Ｆ とっぽ家 神辺店

ナショナル・ベンディング株式会社

代表取締役

藤山 雄一郎 福山市駅家町大字万能倉３７３番地

合同会社奏樂堂
株式会社ヤマヒロ
ＳＡＰＫＯＴＡ ＤＨＲＵＢＡ
ジェイレックス株式会社
胃甲 選昭
立森 裕子
岩﨑 千恵
株式会社フレスタ
藤谷 大介
稲毛 一
沖本 辰美
中岡 哲彦
難波 隆
株式会社ＷＥＥＤ４８
川田 グエン ティドイ
塚本 直美
有限会社もりせん
有限会社もりせん
植岡 達也
池田 剛
石本 麗香
平橋 紀和
山田 てい子
株式会社匠
中尾 守岐
株式会社エブリイ
大下 良太
村上 雅則
石津 洋子
株式会社ミヨシ
福山観光旅行株式会社
小林 正樹
有限会社創喜
有限会社創喜
有限会社創喜
藤田 秀樹

代表社員

福島 大倫 福山市住吉町１番４０号

代表取締役

山野 浩二 福山市曙町六丁目１番２４号

代表取締役

湊 敏弘 広島県内全域

福山市東手城町四丁目４番１７号

代表取締役

宗兼 邦生

代表取締役

岡林 修司

代表取締役

森 宣二
森 宣二

代表取締役

代表取締役

石井 良樹

代表取締役

岡﨑 浩樹

代表取締役

三吉 立人

代表取締役

漆川 裕治

代表取締役

前田 喜久夫

代表取締役

前田 喜久夫

代表取締役

前田 喜久夫

株式会社ユウホウ福山工場ＫＦ事務所
住吉スクエア３０９号

ストーリー
ローソン福山曙町六丁目店
ＮＡＭＡＳＴＥ ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ

湊商店
福山市駅家町大字万能倉１３２４番地７
母の味 つき
福山市東桜町７番２２号
ちぐさ旅館
福山市水呑向丘８番地
ｍｕｌｔｉ－
福山市三吉町四丁目１０番２２号
フレスタ 福山三吉店
福山市松浜町一丁目６番２１号 中原ビル２Ｆ ＢＡＲ Ｓｉａｍ
福山市御船町一丁目４番３号
お好み焼 すず
福山市南本庄一丁目９番２１号
ＭＯＮＤＯ ＣＡＦＥ
福山市御幸町大字下岩成５０４番地１
珈琲工房 ミントジャムス
福山市船町５番１８号
居酒屋 なんば
福山市御幸町大字中津原４６４番地２
リゾート・イン・チャーム
福山市城見町一丁目１番２５号
ホアセン
福山市北本庄四丁目３番１１号
Ｈａｃｏ Ｐｌｕｓ
福山市木之庄町三丁目２番１３号
もりせん
福山市木之庄町三丁目２番１３号
もりせん
河本ビル１，２Ｆ 和彩酒膳 植おか
福山市元町１５番３３号
福山市南蔵王町三丁目１番３４号 ２Ｆ
池田商店
広島県内全域
お好み焼き Ｎｅｗ 大ちゃん
リトルウイングコーヒー フクヤマ
福山市大黒町１番２３号Ａ
福山市郷分町１６２２番地２
歌の森
福山市曙町三丁目２５番１１号
株式会社匠 本社工場
福山市内海町１１２９番地
縁側喫茶のま
福山市御幸町大字下岩成３３８番地
エブリイ御幸店
パライーソ樹苑２Ｂ Ｆｏｏｄ Ｓｐａｃｅ ＣＯＭＥ ｂａｒ
福山市住吉町７番１３号
福山市三吉町南二丁目９番１９号
村上食堂
福山市千田町大字千田２９５９番地
ステーキハウス ローチェ
福山市三之丸町３０番１号 さんすて二番街 福山八十吉ラーメン
福山市丸之内一丁目３番１９号
トラベルカフェ スプリング
福山市延広町５番４号
こばやし
福山市木之庄町三丁目１番２２号
ＢＡＳＫＥＴ（バスケット）
福山市木之庄町三丁目１番２２号
ＢＡＳＫＥＴ（バスケット）
福山市木之庄町三丁目１番２２号
ＢＡＳＫＥＴ（バスケット）
福山市御幸町大字森脇４１９番地３ ２Ｆ
紫園
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営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第210955号 2021-10-28 2027-03-31 2021-10-28 2021-10-28
菓子製造業 一般 第210956号 2021-10-28 2026-11-30 2021-10-28 2021-10-28
飲食店営業 一般 第210957号 2021-10-28 2026-11-30 2021-10-28 2021-10-28
飲食店営業 一般 第210958号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-28 2021-10-28 2010-05-11
自動販売機 第210959号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-28 2021-10-28 2010-06-17
飲食店営業 一般 第210960号 2021-11-01 2027-03-31 2021-11-01 2021-11-01
飲食店営業 一般 第210961号 2021-11-02 2027-01-31 2021-11-02 2021-11-02

調理機能を有する自動販売機（要許可）

飲食店営業 一般 第210962号 2021-11-04 2027-01-31 2021-11-04 2021-11-04
飲食店営業 移動販売車 第210963号 2021-11-04 2026-11-30 2021-11-04 2021-11-04

一般 第210964号 2021-11-05 2027-04-30 2021-11-05 2021-11-05
飲食店営業 一般 第210965号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-05 2021-11-05 1957-01-01
飲食店営業 一般 第210966号 2021-11-05 2027-02-28 2021-11-05 2021-11-05

冷凍食品製造業

飲食店営業 一般 第210967号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-08 2021-11-08 2001-07-16
飲食店営業 一般 第210968号 2021-11-08 2027-03-31 2021-11-08 2021-11-08
飲食店営業 一般 第210969号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-08 2021-11-08 1995-06-14
飲食店営業 一般 第210970号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-08 2021-11-08 1995-08-31
飲食店営業 一般 第210971号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-08 2021-11-08 1998-07-01
飲食店営業 一般 第210972号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-08 2021-11-08 1998-09-25
飲食店営業 一般 第210973号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-08 2021-11-08 2010-09-29
飲食店営業 一般 第210974号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-08 2021-11-08 2016-08-31
飲食店営業 一般 第210975号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-08 2021-11-08 2016-09-30

一般
一般
飲食店営業 一般
冷凍食品製造業 一般
食肉製品製造業

第210976号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-08 2021-11-08 1998-10-28

そうざい製造業

第210977号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-08 2021-11-08 1998-10-28

飲食店営業

第210978号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-08 2021-11-08 2004-09-08
第210979号 2021-11-08 2027-01-31 2021-11-08 2021-11-08

第210980号 2021-11-09 2027-03-31 2021-11-09 2021-11-09
飲食店営業 一般 第210981号 2021-11-09 2026-11-30 2021-11-09 2021-11-09
飲食店営業 一般 第210982号 2021-11-09 2026-12-31 2021-11-09 2021-11-09
移動販売車

飲食店営業 一般 第210983号 2021-11-10 2027-01-31 2021-11-10 2021-11-10
飲食店営業 一般 第210984号 2021-11-10 2027-02-28 2021-11-10 2021-11-10
菓子製造業 一般 第210985号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-10 2021-11-10 2010-06-17
飲食店営業 一般 第210986号 2021-11-10 2027-03-31 2021-11-10 2021-11-10
飲食店営業 一般 第210987号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-10 2021-11-10 1956-08-01
飲食店営業 一般 第210988号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-10 2021-11-10 1992-11-25
飲食店営業 一般 第210989号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-10 2021-11-10 1998-07-07
飲食店営業 一般 第210990号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-10 2021-11-10 2010-10-08
飲食店営業 一般 第210991号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-10 2021-11-10 2010-11-26
飲食店営業 一般 第210992号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-10 2021-11-10 1998-11-11
菓子製造業 一般 第210993号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-10 2021-11-10 1998-11-11

一般 第210994号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-10 2021-11-10 1998-11-11
飲食店営業 一般 第210995号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-10 2021-11-10 2010-08-11

アイスクリーム類製造業

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
有限会社岩藤
アシード株式会社
河野 早希
河野 早希
株式会社アリスジャパン
小川 かおる
ＪＡＮＡＶＩ株式会社
株式会社ライフイート

営業所所在地１

申請者＿役職名

申請者＿代表者

代表取締役

岩藤 幸治 福山市御幸町大字中津原１９１８番地２

代表取締役

久保 一史 福山市新市町大字相方１１７２番地１

福山市新涯町二丁目５番２６号

だいじょぶ
社会福祉法人がまのほ
ＫＵＫＫＡ
ＫＵＫＫＡ

福山市神辺町大字川南１４３１番地１

株式会社アリスジャパン フーディハウス

福山市新涯町二丁目５番２６号
代表取締役

松森 茂

営業所所在地２ 営業所名称１

ラブソング
代表取締役 ド・バン・ハオ 福山市船町１番１０号
ＳＡＩ ＧＯＮ ＢＡＫＥＲＹ
代表取締役 大森 康晴 福山市三吉町五丁目１番１号
あっぱれすし丸 三吉店
有限会社一鉄フーズプロジェクト 代表取締役 中尾 俊介 福山市延広町３番１１号
楽食酒家 一鉄
代表取締役 佐野 雄二 福山市今津町七丁目１５番３８号 ラ・ムー松永店内 夢心
有限会社夢心
福山市新涯町五丁目３６番１８号
ローソン福山新涯町五丁目店
村上 明
代表取締役 山田 康文 福山市松浜町二丁目１番１０号２Ｆ
アサヒ商事株式会社
リドテリア
ラセーヌビル１０１ ＭＡＧＩＣ ＢＡＲ 福山
大庭 紳資
福山市昭和町４番２３号
福山市松浜町一丁目２番１８号 ほっと館１０５ ｉ
渡邊 愛
福山市加茂町字粟根２８５番地５
山根 基史
まんでぇ屋
福山市御幸町大字下岩成５０２番地２
京光 紀夫
いざかや小鉄
福山市加茂町字粟根２８５番地５
山根 基史
まんでぇ屋
福山市南手城町三丁目１０番２８号
梁川 あゆみ
Ｓｏ－ｎｅｔｍｏ
福山市青葉台一丁目１４番２４号
小川 亜弥
カラオケ喫茶 莉音
福山市引野町一丁目２２番３６号
稲葉 和也
ほっかほっか亭東福山店
マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 福山市加茂町字上加茂２４３番地１
マルナカ加茂店
代表取締役 富山 英成 福山市旭町１番８号
株式会社Ｔ企画
麺屋 伴蔵
福山市沼隈町大字草深４８番地３
渡辺 基之
甚ごろう
国本 修
福山市船町４番４号
炭火焼おりおり
村上 澄子
福山市内一円
鮮魚の村上
代表取締役 松下 享平 福山市東桜町１番１号
Ｂ－１ フレスタ前 あいぽじゃん
株式会社一檎
代表取締役 宗兼 邦生 福山市北吉津町二丁目３番２５号
株式会社フレスタ
フレスタ 北吉津店
代表取締役 宗兼 邦生 福山市北吉津町二丁目３番２５号
株式会社フレスタ
フレスタ 北吉津店
清水 邦之
福山市三之丸町７番１７号
鶏めし らーめん さん－いち
理事長 田和 由里子 福山市春日町二丁目７番３３号
社会福祉法人幸陽会
社会福祉法人幸陽会
ネクスト船町１Ｆ Ｎｉａｍｈ
山本 涼子
福山市船町５番１０号
岡本 真智子
福山市今町３番２３号
ＢＡＧＥＬ ＴＲＥＥ
アートイン昭和町１Ｆ すし惣
株式会社一心ファインダイニング 代表取締役 小西 克典 福山市昭和町４番２８号
代表取締役 和泉 學 福山市三之丸町３０番１号
さんすて福山２番街 肉豆冨とレモンサワー 大衆食堂
チムニー株式会社
代表取締役 金岡 政基 福山市港町一丁目１７番１９号
株式会社ゴールド・ヒル
肉のサトウ商店 福山本店
代表取締役 金岡 政基 福山市港町一丁目１７番１９号
株式会社ゴールド・ヒル
肉のサトウ商店 福山本店
福山市坪生町六丁目４１番３５号
小原 康之
道楽
福山市神辺町字湯野３０４番地１
胡麻田 佳範
焼鳥 れんと
船町ＢＰＴビル２－Ａ 日常茶飯
石川 博光
福山市船町４番１０号
福山市加茂町字北山４８９番地
新田 俊一
天空ガーデン
代表取締役 博多 充宏 福山市新浜町一丁目７番５０号
株式会社扶桑商会 第３倉庫
株式会社扶桑商会

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

自動販売機 第210997号 2021-11-10 2027-04-30 2021-11-10 2021-11-10
飲食店営業 一般 第210998号 2021-11-11 2027-01-31 2021-11-11 2021-11-11 2017-09-12
菓子製造業 一般 第210999号 2021-11-11 2027-01-31 2021-11-11 2021-11-11

調理機能を有する自動販売機（要許可）

一般 第211000号 2021-11-11 2027-04-30 2021-11-11 2021-11-11
飲食店営業 一般 第211001号 2021-11-11 2026-12-31 2021-11-11 2021-11-11
食肉販売業 一般 第211002号 2021-11-11 2026-11-30 2021-11-11 2021-11-11

冷凍食品製造業

福山市松永町四丁目１５番７６号
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初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第210996号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-10 2021-11-10 2016-09-23

飲食店営業 一般 第211003号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-11 2021-11-11 1986-07-24
飲食店営業 一般 第211004号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-12 2021-11-12 2016-08-01

一般 第211005号 2021-11-12 2026-12-31 2021-11-12 2021-11-12
飲食店営業 一般 第211006号 2021-11-12 2027-01-31 2021-11-12 2021-11-12
飲食店営業 一般 第211007号 2021-11-12 2027-03-31 2021-11-12 2021-11-12

魚介類販売業

飲食店営業 一般 第211008号 2021-11-12 2027-03-31 2021-11-12 2021-11-12
飲食店営業 一般 第211009号 2021-11-12 2027-03-31 2021-11-12 2021-11-12

一般 第211010号 2021-11-16 2027-04-30 2021-11-16 2021-11-16
飲食店営業 一般 第211011号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-16 2021-11-16 2010-09-06
漬物製造業 一般 第211012号 2021-11-16 2027-04-30 2021-11-16 2021-11-16

そうざい製造業

飲食店営業 一般 第211013号 2021-11-16 2027-01-31 2021-11-16 2021-11-16 2017-02-27
飲食店営業 一般 第211014号 2021-11-16 2027-01-31 2021-11-16 2021-11-16
飲食店営業 一般 第211015号 2021-11-16 2027-01-31 2021-11-16 2021-11-16
菓子製造業 一般 第211016号 2021-11-17 2027-04-30 2021-11-17 2021-11-17 2010-11-22
飲食店営業 一般 第211018号 2021-11-18 2026-11-30 2021-11-18 2021-11-18

一般 第211019号 2021-11-18 2027-02-28 2021-11-18 2021-11-18
飲食店営業 一般 第211020号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-18 2021-11-18 2010-06-09

そうざい製造業

移動販売車 第211021号 2021-11-18 2027-02-28 2021-11-18 2021-11-18
飲食店営業 露店 第211022号 2021-11-19 2026-11-30 2021-11-19 2021-11-19
飲食店営業 一般 第211023号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-19 2021-11-19 2002-03-29

魚介類販売業

菓子製造業 一般 第211024号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-19 2021-11-19 2016-10-04
飲食店営業 一般 第211025号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-19 2021-11-19 2016-11-11
幼保連携型認定こども園春日こども園

飲食店営業 一般 第211026号 2021-11-22 2027-01-31 2021-11-22 2021-11-22
飲食店営業 一般 第211027号 2021-11-22 2026-11-30 2021-11-22 2021-11-22
菓子製造業 一般 第211028号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-24 2021-11-24 2016-10-31
飲食店営業 一般 第211029号 2021-11-24 2027-03-31 2021-11-24 2021-11-24

安べゑ 福山駅店

飲食店営業 一般 第211030号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-24 2021-11-24 2010-11-16
飲食店営業 一般 第211031号 2021-11-24 2027-01-31 2021-11-24 2021-11-24
食肉販売業 一般 第211032号 2021-11-24 2027-01-31 2021-11-24 2021-11-24
飲食店営業 一般 第211033号 2021-11-25 2027-01-31 2021-11-25 2021-11-25
飲食店営業 一般 第211034号 2021-11-25 2027-04-30 2021-11-25 2021-11-25
飲食店営業 一般 第211035号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-25 2021-11-25 2010-06-21
飲食店営業 一般 第211036号 2021-11-25 2027-04-30 2021-11-25 2021-11-25
添加物製造業

一般

第211037号 2021-11-26 2027-01-31 2021-11-26 2021-11-26

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
株式会社パートナーズ２１
中谷 将
株式会社はま寿司
永山 敦司
有限会社ジャンカラ姫路
猪原 啓太
株式会社スワロウネスト
鹿田 忠晴
株式会社日本セレモニー
向内 望
株式会社トレーダー愛
三島 祐子
平井 源淑
岡田 篤
塚本 直美
谷森 宏伸
藤川 芳則
株式会社トイダック

申請者＿役職名

申請者＿代表者

代表取締役

黒田 麻衣子

代表取締役

遠藤 哲郎

取締役 武田 恵二
代表取締役

藤本 佳宏

代表取締役

神田 忠

代表取締役

神田 輝

代表取締役

鴨田 誓一

株式会社ダイエットクックサプライ

代表取締役

野吹 宜充

株式会社ダイエットクックサプライ

代表取締役

野吹 宜充

株式会社啓文社
株式会社啓文社
藤本 浩光
協業組合浜だんな製菓
内田 誠一
内田 誠一
藤井 啓文
藤井 啓文
原田 純子
有限会社柿原豆腐店
株式会社旅館大吉
山本 邦子
有限会社川崎食鳥
下井 理生
伊藤 賢二
東洋観光株式会社
友原 啓輔
山本 好江
小川 等
野島 一明
有限会社長治ネットワーク

代表取締役

手塚 淳三

代表取締役

手塚 淳三

代表理事

安保 達至

代表取締役

柿原 久美

代表取締役

松脇 循子

代表取締役

川崎 則雄

代表取締役

今井 誠則

代表取締役

川戸 雅己

営業所所在地１
福山市三之丸町９番２４号
福山市元町１５番５号

営業所所在地２ 営業所名称１

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日 初回許可年月日 当初許可年月日
飲食店営業 一般 第211038号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-26 2021-11-26 2016-06-27
東横ＩＮＮ福山駅新幹線南口
中村ビル２Ｆ西 ＦｒｅｅＳｔｙｌｅ ＤＩＮＩＮＧ＆ＢＡＲ ＣＨＡＰＬＩＮ 飲食店営業 一般 第211039号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-26 2021-11-26 2016-11-09
福山市三吉町南二丁目６番２２号
飲食店営業 一般 第211040号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-26 2021-11-26 2010-10-07
はま寿司 福山三吉町店
飲食店営業 一般 第211041号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-26 2021-11-26 2016-10-26
福山市船町３番２４号
こっこ家
福山会館ビル３，４階 ジャンボカラオケ広場福山駅前店
飲食店営業 一般 第211042号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-26 2021-11-26 2016-09-12
福山市元町１２番７号
福山市木之庄町一丁目１４番１９号
菓子製造業 一般 第211043号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-26 2021-11-26 2016-08-18
パティスリー ディアモンテ
福山市南本庄一丁目４番１９号
飲食店営業 一般 第211044号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-26 2021-11-26 2016-11-24
ラーメン東大福山店
福山市城見町二丁目４番１６号
飲食店営業 一般 第211045号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-30 2021-11-30 2016-11-30
あき乃 城見別邸
セントヴァレンタイン レストラン
飲食店営業 一般 第211046号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-30 2021-11-30 2004-09-17
福山市西町二丁目７番１号
飲食店営業 一般 第211047号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-30 2021-11-30 2004-10-14
福山市今町３０番１号
ＴＲＡＴＴＲＩＡ Ｂｕｏｎａ Ｖｉｔａ
菓子製造業 一般 第211048号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-30 2021-11-30 2004-09-17
セントヴァレンタイン ベーカリー
福山市西町二丁目７番１号
福山市南本庄三丁目８番２８－１０１号
飲食店営業 一般 第211049号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-30 2021-11-30 2016-08-03
カラオケ 歌花家
福山市三吉町一丁目８番１５－１０１号 桑木ビル１Ｆ 軽食喫茶 調
飲食店営業 一般 第211050号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-30 2021-11-30 1977-09-05
飲食店営業 一般 第211051号 2021-12-01 2027-11-30 2021-11-30 2021-11-30 2004-07-01
江理口ビル１Ｆ 炭焼屋わらび
福山市船町１番３０号
福山市北本庄四丁目３番１１号
菓子製造業 一般 第211053号 2021-12-01 2026-11-30 2021-12-01 2021-12-01
Ｈａｃｏ Ｐｌｕｓ
旅人の宿・ゲストハウス「かがやきの花」
福山市今津町三丁目３番１１号
飲食店営業 一般 第211054号 2022-01-01 2027-12-31 2021-12-03 2021-12-03 2016-10-19
ＳＡＴＯ８ビル ６階 Ａ号室 Ｌｏｕｎｇｅ ＧＬＯＢＡＬ
飲食店営業 一般 第211055号 2021-12-03 2027-03-31 2021-12-03 2021-12-03
福山市昭和町１０番１０号
福山市駅家町大字万能倉１２４４番地３
横浜家系ラーメン 駅家 魂心家
飲食店営業 一般 第211056号 2021-12-03 2027-04-30 2021-12-03 2021-12-03
株式会社ダイエットクックサプライ
菓子製造業 一般 第211057号 2021-12-06 2027-01-31 2021-12-06 2021-12-06
福山市曙町三丁目２３番１６号
そうざい製造業 一般 第211058号 2021-12-06 2027-01-31 2021-12-06 2021-12-06 1997-05-08
株式会社ダイエットクックサプライ
福山市曙町三丁目２３番１６号
みどり町モール内 ＢＯＯＫ ＭＥＥＴＳ ＣＯＦＦＥＥ
飲食店営業 一般 第211059号 2021-12-06 2027-03-31 2021-12-06 2021-12-06 2015-11-25
福山市緑町１番３０号
みどり町モール内 ＢＯＯＫ ＭＥＥＴＳ ＣＯＦＦＥＥ
菓子製造業 一般 第211060号 2021-12-06 2027-03-31 2021-12-06 2021-12-06
福山市緑町１番３０号
飲食店営業 移動販売車 第211061号 2021-12-06 2027-05-31 2021-12-06 2021-12-06
広島県内全域
やきとり竜鳳
福山市瀬戸町大字山北２８８番地
菓子製造業 一般 第211062号 2022-01-01 2027-12-31 2021-12-07 2021-12-07 1971-09-17
協業組合浜だんな製菓
飲食店営業 一般 第211063号 2021-12-08 2027-03-31 2021-12-08 2021-12-08
福山市霞町一丁目７番９号 １Ｆ
餃子の紋楼
冷凍食品製造業 一般 第211064号 2021-12-08 2027-03-31 2021-12-08 2021-12-08
福山市霞町一丁目７番９号 １Ｆ
餃子の紋楼
福山市春日町六丁目９番１０号
飲食店営業 一般 第211065号 2021-12-08 2027-01-31 2021-12-08 2021-12-08 2003-02-27
三國志
冷凍食品製造業 一般 第211066号 2021-12-08 2027-01-31 2021-12-08 2021-12-08
福山市春日町六丁目９番１０号
三國志
セブン－イレブン福山水呑城陽店
飲食店営業 一般 第211067号 2021-12-08 2027-02-28 2021-12-08 2021-12-08
福山市水呑町５００２番地
豆腐製造業 一般 第211068号 2022-01-01 2027-12-31 2021-12-10 2021-12-10 1989-07-27
福山市山手町１８２７番地
有限会社柿原豆腐店
福山市松永町二丁目１５番７号
飲食店営業 一般 第211069号 2022-01-01 2027-12-31 2021-12-10 2021-12-10 2010-07-23
株式会社旅館大吉
福山市瀬戸町大字地頭分１０７８番地６
飲食店営業 一般 第211070号 2022-01-01 2027-12-31 2021-12-10 2021-12-10 1977-12-16
紅蓮
福山市山手町六丁目２１番３号
飲食店営業 一般 第211071号 2022-01-01 2027-12-31 2021-12-10 2021-12-10 1983-07-06
有限会社川崎食鳥
福山市山手町六丁目１５番８号
飲食店営業 一般 第211072号 2022-01-01 2027-12-31 2021-12-10 2021-12-10 1986-11-20
プチ・トマト
福山市赤坂町大字赤坂１２８６番地２
飲食店営業 一般 第211073号 2022-01-01 2027-12-31 2021-12-10 2021-12-10 1995-08-30
七福神
広島県東部運転免許センター食堂
福山市瀬戸町大字山北５４番地２
飲食店営業 一般 第211074号 2022-01-01 2027-12-31 2021-12-10 2021-12-10 2010-11-25
飲食店営業 一般 第211075号 2022-01-01 2027-12-31 2021-12-10 2021-12-10 2016-09-05
福山市山手町１２７１番地４５
お好み焼きハウス とも
飲食店営業 一般 第211076号 2022-01-01 2027-12-31 2021-12-10 2021-12-10 1977-12-24
福山市今津町９番地
お好み焼よしえ
福山市松永町四丁目１５番６４号
飲食店営業 一般 第211077号 2022-01-01 2027-12-31 2021-12-10 2021-12-10 1986-08-13
串ふみ
飲食店営業 一般 第211078号 2022-01-01 2027-12-31 2021-12-10 2021-12-10 1992-11-18
福山市柳津町１２５９番地
野島酒食料品店
飲食店営業 一般 第211079号 2022-01-01 2027-12-31 2021-12-10 2021-12-10 1995-07-06
福山市松永町四丁目９番３号
のみくい処 長治
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（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
横山 ミヨ子
三上 幸子
株式会社シンコー
野田 まゆみ
有限会社魚亀
寺岡有機醸造株式会社
株式会社オンリーワン
株式会社オンリーワン
株式会社オンリーワン
木村 美花
武田 直紀
フリーダム中国株式会社
株式会社桑田商店
株式会社宮尾
株式会社宮尾
Ｆ－ｃｒｅｗ株式会社
株式会社魚好人
岡﨑 将之
株式会社アペックス西日本
有限会社ハイツ麻生
廣瀬 完治
ワタミ株式会社
ワタミ株式会社
ワタミ株式会社
ワタミ株式会社
圓山 りさ
川田 グエン ティドイ
川田 グエン ティドイ
川田 グエン ティドイ
高橋 光明
山口 陽子
岩部 紘臣
張 鑫
松浦 謙三
梶原 真弓
小山 牧男
新田 由紀子
有限会社井上朗商店
藤谷 和祐
ピーシークリエイト株式会社
株式会社ハローズ

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１

営業所所在地２ 営業所名称１

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

代表取締役

井上 博 福山市柳津町二丁目３番５号

よこやま
ビジネスホテル大善
天霧 松永店
Ｆｉｎｅ
井上鮮魚店

代表取締役

寺岡 晋作 福山市南松永町二丁目３番２５号

寺岡有機醸造株式会社松永工場

密封包装食品製造業

代表取締役

下井 豊 福山市瀬戸町大字山北４６１番地
下井 豊 福山市瀬戸町大字山北４６１番地
下井 豊 福山市瀬戸町大字山北４６１番地

オンリーワン瀬戸店
オンリーワン瀬戸店
オンリーワン瀬戸店
ＫＯＲＥＡＮ ＢＡＲ 済州島
温石
焼き鳥 とり膳
株式会社桑田商店
株式会社宮尾
株式会社宮尾
らぁ麺 一善
一休総本店
かぞく亭

飲食店営業

福山市松永町五丁目２７番５号
福山市松永町四丁目１２番７号
代表取締役

桑原 靖 福山市松永町五丁目５番６号
福山市南松永町三丁目９番２０号

代表取締役
代表取締役

福山市松永町四丁目１３番４号

ルミエール長和島１０３

福山市東深津町一丁目９番４０号
代表取締役

瀧 将文 福山市元町１番１号

代表取締役

桑田 公二郎

代表取締役

宮尾 髙史 福山市大門町六丁目４番１号

代表取締役

宮尾 髙史 福山市大門町六丁目４番１号

代表取締役

広川 永哲 福山市東深津町一丁目１０番２０号

代表取締役

湯藤 麻美子 福山市南手城町二丁目１５番１３号

㈱天満屋福山店Ｂ１Ｆ

福山市南松永町一丁目２２番３号

福山市松永町四丁目４番３号
代表取締役

森 吉平 福山市今津町三丁目２番２７号
麻生 則仁 福山市今津町１２０番地１

代表取締役

清水 邦晃 福山市元町１２番７号

代表取締役

清水 邦晃 福山市元町１２番７号

代表取締役

清水 邦晃 福山市元町１２番７号

代表取締役

清水 邦晃 福山市元町１２番７号

代表取締役

株式会社ニチエー さんらいず店（ＣＣＷ）

福山市駅家町大字近田１０６番地１ 岡田マンション１０４

福山市御門町一丁目１０番３号

福山市地吹町８番３０号
福山市地吹町８番３０号
福山市城見町一丁目１番２５号

福山市南町９番７号
福山市千田町大字千田２４８１番地３

広島県内全域
福山市住吉町３番１２号
福山市東町三丁目３番１９号
広島県内全域
福山市坪生町４１７番地１
福山市山手町五丁目３１番７号
代表取締役

井上 道信 福山市南今津町１４７番地

福山市松永町四丁目７番２０号
代表取締役

工藤 将大 福山市三之丸町４番１号

代表取締役

佐藤 利行 福山市沼隈町大字草深１９８１番地１

福山会館１Ｆ
福山会館１Ｆ

コーヒーショップ あそう
ｃａｒｎｅ ｌａｂ タビィ
旨唐揚げと居酒メシ ミライザカ 福山店
旨唐揚げと居酒メシ ミライザカ 福山店

三代目 鳥メロ 福山店
三代目 鳥メロ 福山店
Ｋ４
地吹ビル１F ホアセン２
地吹ビル１F ホアセン２
ホアセン
やきにく３３８
てんてん
ＬＣＭ ｃａｆｅ
ピュアシティ住吉Ｙ．Ｋ．Ｓビル３Ａ 紅葉
松浦本店
ｎｉｃｏ ｋｉｔｃｈｅｎ
ポリシャス彩
お好み焼き鉄板焼き たぬき
アカデミー食堂
メゾンエル１Ｆ とり八
グレイスビル２階 パルクオーレ・道
株式会社ハローズ沼南店
福山会館ビル２Ｆ
福山会館ビル２Ｆ
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初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第211080号 2022-01-01 2027-12-31 2021-12-10 2021-12-10 1998-12-16
飲食店営業 一般 第211081号 2022-01-01 2027-12-31 2021-12-10 2021-12-10 1983-10-18
飲食店営業 一般 第211082号 2022-01-01 2027-12-31 2021-12-10 2021-12-10 1992-11-30
飲食店営業 一般 第211083号 2022-01-01 2027-12-31 2021-12-10 2021-12-10 1998-12-17
魚介類販売業

魚介類販売業

食肉販売業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
水産製品製造業

そうざい製造業

漬物製造業
飲食店営業
密封包装食品製造業

飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第211084号 2022-01-01 2027-12-31 2021-12-10 2021-12-10 1998-12-22
第211085号 2022-01-01 2027-12-31 2021-12-10 2021-12-10 2010-10-21
第211086号 2022-01-01 2027-12-31 2021-12-10 2021-12-10 2004-07-21
第211087号 2022-01-01 2027-12-31 2021-12-10 2021-12-10 2004-07-21
第211088号 2022-01-01 2027-12-31 2021-12-10 2021-12-10 2004-07-21
第211089号 2021-12-13 2026-12-31 2021-12-13 2021-12-13
第211090号 2021-12-13 2027-01-31 2021-12-13 2021-12-13 2008-03-03
第211091号 2021-12-15 2027-05-31 2021-12-15 2021-12-15
第211092号 2022-01-01 2027-12-31 2021-12-15 2021-12-15 1986-10-29
第211093号 2021-12-15 2027-01-31 2021-12-15 2021-12-15
第211094号 2021-12-15 2027-01-31 2021-12-15 2021-12-15
第211095号 2021-12-16 2027-01-31 2021-12-16 2021-12-16
第211096号 2021-12-16 2027-01-31 2021-12-16 2021-12-16
第211097号 2022-01-01 2027-12-31 2021-12-16 2021-12-16 1998-07-29

第211098号 2022-01-01 2027-12-31 2021-12-16 2021-12-16 2016-09-14
飲食店営業 一般 第211099号 2022-01-01 2027-12-31 2021-12-17 2021-12-17 2010-11-22
飲食店営業 一般 第211100号 2021-12-17 2027-04-30 2021-12-17 2021-12-17

調理機能を有する自動販売機（要許可）

自動販売機

飲食店営業 一般 第211101号 2021-12-20 2027-05-31 2021-12-20 2021-12-20 2006-03-27
食肉販売業 一般 第211102号 2021-12-20 2027-05-31 2021-12-20 2021-12-20
飲食店営業 一般 第211103号 2021-12-20 2027-05-31 2021-12-20 2021-12-20 2006-06-22
食肉販売業 一般 第211104号 2021-12-20 2027-05-31 2021-12-20 2021-12-20
飲食店営業 一般 第211105号 2021-12-20 2027-03-31 2021-12-20 2021-12-20
飲食店営業 一般 第211106号 2021-12-20 2027-03-31 2021-12-20 2021-12-20
食肉販売業 一般 第211107号 2021-12-20 2027-03-31 2021-12-20 2021-12-20
食肉販売業 一般 第211108号 2021-12-21 2027-05-31 2021-12-21 2021-12-21
飲食店営業 一般 第211109号 2021-12-21 2027-03-31 2021-12-21 2021-12-21
飲食店営業 一般 第211110号 2021-12-22 2027-05-31 2021-12-22 2021-12-22 2018-12-20
飲食店営業

移動販売車 第211111号 2021-12-22 2027-01-31 2021-12-22 2021-12-22 2019-01-18
飲食店営業 一般 第211112号 2021-12-22 2027-03-31 2021-12-22 2021-12-22
菓子製造業 一般 第211114号 2021-12-23 2027-05-31 2021-12-23 2021-12-23

飲食店営業

移動販売車 第211115号 2021-12-23 2027-01-31 2021-12-23 2021-12-23
飲食店営業 一般 第211117号 2021-12-23 2027-01-31 2021-12-23 2021-12-23
飲食店営業 一般 第211118号 2022-01-01 2027-12-31 2021-12-24 2021-12-24 2010-09-21

飲食店営業 一般 第211119号 2022-01-01 2027-12-31 2021-12-24 2021-12-24 2016-08-15
飲食店営業 一般 第211120号 2022-01-01 2027-12-31 2021-12-27 2021-12-27 2016-07-06
飲食店営業 一般 第211121号 2021-12-27 2027-05-31 2021-12-27 2021-12-27
魚介類販売業

一般

第211122号 2021-12-27 2027-02-28 2021-12-27 2021-12-27 2002-07-25

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名

申請者＿役職名

申請者＿代表者

ツネイシホールディングス株式会社

代表取締役

神原 宏達 福山市沼隈町大字常石１２８４番地３

株式会社日本ヒュウマップ
有限会社Ｉ．Ｋ．Ｏ
株式会社モラブス
株式会社快活フロンティア
児玉 秀美
有限会社アリストぬまくま
坂井 幸雄
沖山 悟
小林 義貴
福山水産物卸売業協同組合
河村製菓株式会社
在古 竜二

代表取締役

磯田 隆弘 福山市南松永町二丁目２１９番地

代表取締役

胃甲 安俊 福山市松永町四丁目２０番２０－１号

常石ハーバーホテル
めん六や 広島松永店
ＮＡＴＵＲＡＬ ＭＡＲＫＥＴ ＩＫＯ 松永店

代表取締役

濱田 展宏 福山市松永町六丁目８番１８号

ファミリーマート ＴＳＵＴＡＹＡ松永店

代表取締役

東 英和

代表理事

広島県内全域
福井 余緒 福山市引野町一丁目１番１号

代表取締役

河村 益司 福山市東手城町三丁目２４番２０号

株式会社いぶしコーポレーション

代表取締役

小田原 直樹

株式会社ハローズ
株式会社ハローズ
株式会社エブリイ
エム・カンパニー有限会社
徳山 信治
株式会社大市
神田 民子
有限会社トモ・コンビニエンス
髙橋 寧子
髙橋 寧子

代表取締役

佐藤 利行 福山市南蔵王町六丁目２６番７号

代表取締役

佐藤 利行 福山市南蔵王町六丁目２６番７号

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市引野町一丁目３番２３号

快活ＣＬＵＢ福山松永店
Ｖｉｏｌａ
ぬまくまハーブガーデン
松の実
盈舟屋珈琲
がれわん
福山水産物卸売業協同組合
河村製菓株式会社
旬の海鮮丼 丼丸
イベリコＧＡＮＧ
株式会社ハローズ 引野店
株式会社ハローズ 引野店
エブリイ 水産加工場

代表取締役

森田 健一 福山市新涯町三丁目３０番１６号

セブン－イレブン福山新涯３丁目店

代表取締役

坂本 朝生 福山市引野町四丁目２１番１１号

代表取締役

営業所所在地２ 営業所名称１

福山市松永町六丁目１１番３８－２１号

福山市住吉町３番１２号

ＰｕｒｅＣｉｔｙ住吉Ｙ・Ｋ・Ｓビル ３－Ｅ

村上 設雄 福山市沼隈町大字常石１７９６番地
福山市芦田町大字福田２８５４番地１２

福山市新市町大字戸手１１８番地１

福山市東陽台一丁目２４番２４号

福山市元町１３番６－２号

龍苑
大市
カラオケ たみ

福山市大門町三丁目２５番３０号

福山市曙町五丁目２０番４８号
代表取締役

山本 泉 福山市引野町北四丁目２０番１号

セブン－イレブン福山引野北４丁目店

福山市御幸町大字森脇４４１番地５

代表取締役

渡邉 大樹 福山市鞆町鞆８６９番地１

代表取締役

竹迫 嘉信 福山市南手城町四丁目１５番２１号

代表取締役

竹迫 嘉信 福山市南手城町四丁目１５番２１号

代表取締役

広中 孝一 福山市南手城町四丁目１２番１７号

代表取締役

広中 孝一 福山市南手城町四丁目１２番１７号

Ｕｎ ｃａｒａｍｅｌ ｄｅ ｐｅｃｈｅ
Ｕｎ ｃａｒａｍｅｌ ｄｅ ｐｅｃｈｅ
スナック ＢＥＬＬＡ
有限会社魚康
すみっこ カフェ
リーチ麻雀 朋
汐の音
株式会社旬香
株式会社旬香
尾道らーめん中村家 手城店
味の蔵手城加工場

福山市南蔵王町三丁目９番３５号

セブンイレブン福山南蔵王３丁目店

福山市御幸町大字森脇４４１番地５

福山市入船町二丁目１１番６号

ＫＡＳＡＧＩ ＪＵＤＩＴＨ ＡＢＥＬＬＡ

有限会社魚康
目﨑 洋子
梶原 英明
ＳＯＵＺＯＵ株式会社
株式会社旬香
株式会社旬香
天霧フランチャイズ株式会社
天霧フランチャイズ株式会社
石井 澄彦
柏 賢治
小川 嗣朗
宮地 長光
表 隆興
徳山 敏博
小林 由梨恵
株式会社シナジー

営業所所在地１

代表取締役

高橋 俊之 福山市曙町四丁目１４番１９号

福山市幕山台二丁目３番２５号

福山市延広町８番１７号

第２プレジャータウンＡ棟

福山市東深津町二丁目７番４６号 エステート東洋１０５ 和楽寿司

福山市新涯町一丁目４１番２４号

福山市伊勢丘三丁目９番３０号
福山市幕山台一丁目１２番１３号
福山市引野町北三丁目１１番９号

福山市新涯町二丁目６番２９号
代表取締役

山下 泰徳 福山市東深津町四丁目１５番１号

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

飲食店営業 一般 第211125号 2022-01-01 2027-12-31 2021-12-28 2021-12-28 2004-12-07
飲食店営業 一般 第211126号 2022-01-01 2027-12-31 2021-12-28 2021-12-28 2016-11-24
飲食店営業 一般 第211127号 2022-01-01 2027-12-31 2021-12-28 2021-12-28 2016-12-06
飲食店営業 一般 第211128号 2022-01-07 2027-03-31 2022-01-07 2022-01-07
菓子製造業 一般 第211129号 2022-01-07 2027-02-28 2022-01-07 2022-01-07 2005-10-31
飲食店営業 一般 第211130号 2022-01-11 2027-04-30 2022-01-11 2022-01-11
飲食店営業 一般 第211131号 2022-01-11 2027-04-30 2022-01-11 2022-01-11
飲食店営業 移動販売車 第211132号 2022-01-12 2027-03-31 2022-01-12 2022-01-12 2007-04-20
氷雪製造業 一般 第211133号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-12 2022-01-12 1974-12-06
菓子製造業 一般 第211134号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-12 2022-01-12 1971-10-07
飲食店営業 一般 第211135号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-12 2022-01-12 2016-09-16
飲食店営業 一般 第211136号 2022-01-12 2027-05-31 2022-01-12 2022-01-12

一般 第211137号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-12 2022-01-12 1992-11-11
食肉販売業 一般 第211138号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-12 2022-01-12 1992-11-11

魚介類販売業

一般 第211139号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-12 2022-01-12 2017-01-27
飲食店営業 一般 第211140号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-12 2022-01-12 2017-06-30
飲食店営業 一般 第211141号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-12 2022-01-12 1980-11-26

魚介類販売業

飲食店営業 一般 第211142号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-12 2022-01-12 1986-10-14
飲食店営業 一般 第211143号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-12 2022-01-12 1998-12-01
飲食店営業 一般 第211144号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-12 2022-01-12 2010-08-24
飲食店営業 一般 第211145号 2022-01-12 2027-05-31 2022-01-12 2022-01-12 2020-03-09
菓子製造業 一般 第211146号 2022-01-12 2027-05-31 2022-01-12 2022-01-12
飲食店営業 一般 第211147号 2022-01-12 2027-03-31 2022-01-12 2022-01-12
飲食店営業 一般 第211148号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-12 2022-01-12 1989-10-05
飲食店営業 一般 第211149号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-12 2022-01-12 2016-11-09
飲食店営業 一般 第211150号 2022-01-13 2027-05-31 2022-01-13 2022-01-13
飲食店営業 一般 第211151号 2022-01-13 2026-08-31 2022-01-13 2022-01-13
そうざい製造業
冷凍食品製造業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

和風茶房陣屋
カラオケ喫茶 上海
その八
ＢＯＮＺＯ
山いも
ハリーズカフェ福山
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飲食店営業 一般 第211123号 2021-12-28 2027-02-28 2021-12-28 2021-12-28
飲食店営業 一般 第211124号 2022-01-01 2027-12-31 2021-12-28 2021-12-28 2004-11-17

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第211152号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-13 2022-01-13 2010-10-12
第211153号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-13 2022-01-13 2010-10-12
第211154号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-17 2022-01-17 2004-10-07
第211155号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-17 2022-01-17 2004-10-07
第211156号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-17 2022-01-17 2016-11-14
第211157号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-17 2022-01-17 1977-12-02
第211158号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-17 2022-01-17 1976-09-21
第211159号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-17 2022-01-17 1986-10-02
第211160号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-17 2022-01-17 1986-12-05
第211161号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-17 2022-01-17 1998-11-06
第211162号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-17 2022-01-17 2004-12-24
第211163号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-17 2022-01-17 2010-10-05

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
株式会社シナジー
株式会社阿藻珍味
今井観光株式会社
蔵本 麻央
池田糖化工業株式会社
荒川 千聖
茂原 美穂
株式会社こいさん
梁川 あゆみ

営業所所在地１

申請者＿役職名

申請者＿代表者

代表取締役

山下 泰徳 福山市東深津町三丁目１４番１号

代表取締役

粟村 元則 福山市東深津町一丁目１０番２９号

代表取締役

今井 誠則 福山市東深津町三丁目２０番１４号

代表取締役

福山市鞆町後地１１５４番地１
池田 直之 福山市箕沖町９７番地

営業所所在地２ 営業所名称１

池田糖化工業株式会社箕島第１工場Ｇ棟

添加物製造業

ローズシティ入船２Ｆ

ラウンジ エリ

福山市住吉町７番１３号

パライーソ樹苑３－Ｃ

ＣＡＳＵＡＬ ＬＯＵＮＧＥ ＨＡＵＲＵ

飲食店営業 一般 第211166号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-17 2022-01-17 2016-11-28
菓子製造業 一般 第211167号 2022-01-17 2027-02-28 2022-01-17 2022-01-17

一般 第211168号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-17 2022-01-17 2017-01-12
飲食店営業 一般 第211169号 2022-01-17 2027-03-31 2022-01-17 2022-01-17
飲食店営業 一般 第211170号 2022-01-17 2027-03-31 2022-01-17 2022-01-17

一冨士フードサービス株式会社

代表取締役

大西 博史 福山市引野町６５４番地４８

手羽先道場ぐんけい
Ｓｏ－ｎｅｔｍｏ
４６６３

株式会社キング食品
槙本 美幸
槙本 美幸
池田 剛
株式会社ケン
株式会社ケン
株式会社ファミリーフード
株式会社松屋フーズ
光永 幸穂
池田糖化工業株式会社
原田 佳子
株式会社たていし園
宮地 堅二
株式会社えがしら
株式会社えがしら
鴫谷 圭彦
株式会社ヨシケイ福山
小谷 恵美子
日清医療食品株式会社
北川 尚則
北川 尚則
迫井 進
石本 健豊
岩田 理恵
中野 玲子
株式会社来来亭
ＳＡＰＫＯＴＡ ＤＨＲＵＢＡ
株式会社ＭＡＲＶＹＳ
有限会社髙瀨
榊原 義江
池田食研株式会社

代表取締役

亀井 計寿 福山市大門町五丁目９番１号

株式会社キング食品 第２工場

水産製品製造業

芦原商店
芦原商店
ＣＲＩＢ
株式会社ケンそうざい部門

そうざい製造業

株式会社ケンかん詰・びん詰部門

密封包装食品製造業

天丼 てんや 福山曙店
松屋 福山東店
城美食堂

飲食店営業

池田糖化工業株式会社箕島第４工場Ｌ棟

食用油脂製造業

スナック Ｋｕｕ
株式会社たていし園
大宮商店

飲食店営業

代表取締役

福山市南手城町三丁目１０番２８号

福山市加茂町字芦原２６３番地７
福山市加茂町字芦原２６３番地７
福山市南蔵王町三丁目１番３４号 ２Ｆ

代表取締役

門井 健 福山市明神町一丁目４番１５号
門井 健 福山市明神町一丁目４番１５号
林原 博之 福山市曙町五丁目１２番１号

代表取締役

瓦葺 一利 福山市東深津町三丁目２３番８号

代表取締役
代表取締役

福山市南手城町一丁目１番８号
代表取締役

池田 直之 福山市箕沖町９７番地

福山市春日台１番２４号
代表取締役

代表取締役
代表取締役

立石 稔 福山市東深津町三丁目１９番９号
広島県内全域
松岡 昭三 福山市柳津町２２８０番地２
松岡 昭三 福山市藤江町１８０７番地１

代表取締役

住吉 正光 福山市明神町一丁目５番８号

代表取締役

菅井 正一 福山市港町一丁目７番６号

そうざい製造業

一般 第211174号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-18 2022-01-18 2000-02-25
飲食店営業 一般 第211175号 2022-01-18 2027-04-30 2022-01-18 2022-01-18 2021-05-18
菓子製造業 一般 第211176号 2022-01-18 2027-04-30 2022-01-18 2022-01-18
飲食店営業 一般 第211177号 2022-01-19 2027-01-31 2022-01-19 2022-01-19

飲食店営業
飲食店営業

菓子製造業
飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第211178号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-20 2022-01-20 2010-10-05
第211179号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-20 2022-01-20 2010-10-05
第211180号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-20 2022-01-20 2016-11-29
第211181号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-20 2022-01-20 2004-08-25
第211182号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-20 2022-01-20 2010-09-03
第211183号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-20 2022-01-20 1992-09-10
第211184号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-21 2022-01-21 2016-12-09
第211185号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-21 2022-01-21 2016-12-21

セブン－イレブン福山藤江町店

第211186号 2022-01-21 2027-06-30 2022-01-21 2022-01-21
飲食店営業 一般 第211187号 2022-01-21 2027-06-30 2022-01-21 2022-01-21
飲食店営業 一般 第211188号 2022-01-21 2027-06-30 2022-01-21 2022-01-21

惣菜市場 ばんぶセントラルキッチン

そうざい製造業

移動販売車

一般 第211189号 2022-01-24 2027-01-31 2022-01-24 2022-01-24
食肉販売業 一般 第211190号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-24 2022-01-24 1995-09-27
飲食店営業 一般 第211191号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-24 2022-01-24 2010-09-03
一般 第211192号 2022-01-24 2027-01-31 2022-01-24 2022-01-24
飲食店営業 一般 第211193号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-25 2022-01-25 2011-01-12
菓子製造業 一般 第211194号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-25 2022-01-25 2011-01-12

日清 サービス付き高齢者向け住宅 ロイヤルケア港町 飲食店営業

福山市箕沖町１９番地１
福山市箕沖町１９番地１

デイリーヤマザキ福山箕沖町店

福山市南手城町三丁目６番４号

お好み焼 一二三
お好み焼き 大ちゃん
シンプル
ほっともっと春日町店
来来亭福山蔵王店

飲食店営業 一般 第211195号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-25 2022-01-25 2004-08-26
飲食店営業 一般 第211196号 2022-01-25 2027-02-28 2022-01-25 2022-01-25

ＮＡＭＡＳＴＥ ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ

そうざい製造業

デイリーヤマザキ福山箕沖町店

福山市鞆町後地１９３３番地５
福山市春日町六丁目１１番９号
福山市春日町三丁目１番４０号
豆田 敏典 福山市南蔵王町三丁目８番３７号

福山市東手城町四丁目４番１７号
代表取締役

綿谷 美佳 福山市春日町二丁目１番４８号

代表取締役

髙瀬 孝司 福山市西新涯町二丁目２２番７号

福山市西深津町一丁目１番１８号
代表取締役

一般 第211172号 2022-01-18 2027-01-31 2022-01-18 2022-01-18
飲食店営業 一般 第211173号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-18 2022-01-18 2016-09-30

株式会社ヨシケイ福山
えみちゃん

福山市伊勢丘三丁目１４番２２号

代表取締役

飲食店営業 一般 第211171号 2022-01-18 2027-05-31 2022-01-18 2022-01-18

セブン－イレブン福山柳津町店

福山市新涯町五丁目１６番１９号

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第211164号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-17 2022-01-17 2011-01-19
飲食店営業 一般 第211165号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-17 2022-01-17 2016-08-25

福山市入船町二丁目１１番５号
上原 健太 福山市元町１３番６号

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

ハリーズカフェレストラン
阿藻珍味東深津店
徳川 福山東深津店
五月

福松 敏彦 福山市箕沖町９７番地

ヴルヌ－ブ高瀬１Ｆ１

飲食店営業 一般 第211197号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-26 2022-01-26 2010-10-18
飲食店営業 一般 第211198号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-26 2022-01-26 2016-12-01
飲食店営業 一般 第211199号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-26 2022-01-26 2010-08-03

一般 第211200号 2022-01-26 2027-01-31 2022-01-26 2022-01-26
飲食店営業 一般 第211201号 2022-01-26 2027-01-31 2022-01-26 2022-01-26
飲食店営業 一般 第211202号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-26 2022-01-26 1993-01-18

９９９
コーヒーハウス ペポニ
ぬくたい・みたらしだんご
池田糖化工業株式会社箕島工場Ｋ２棟
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飲食店営業 一般 第211203号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-26 2022-01-26 2004-12-06
４Ｆテストプラント室準備室２

添加物製造業

一般

第211204号 2022-01-26 2027-01-31 2022-01-26 2022-01-26 2002-09-05

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
池田糖化工業株式会社
塩出 正一
藤庄製菓有限会社
有限会社ミートショップ井上
有限会社ミートショップ井上
コスモ食品株式会社
コスモ食品株式会社
株式会社梅の花ｐｌｕｓ
株式会社セブン－イレブン・ジャパン

中谷 将
小林 力
株式会社ＲＳコーポレーション
広川 一義

営業所所在地１

申請者＿役職名

申請者＿代表者

代表取締役

池田 直之 福山市箕沖町９７番地

代表取締役

藤井 太一郎

代表取締役

井上 正則 福山市引野町北三丁目１１番６号

代表取締役

井上 正則 福山市引野町北三丁目１１番６号

代表取締役

髙橋 和之 福山市東手城町二丁目５番１０号

代表取締役

髙橋 和之 福山市東手城町二丁目５番３０号

代表取締役
代表取締役

営業所所在地２ 営業所名称１

飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

魚介類販売業

移動販売車

密封包装食品製造業

福山市水呑町４４９１番地

セブン－イレブン福山水呑南新田店

飲食店営業

福山市引野町北三丁目１０番９号

菓子製造業

鬼塚 崇裕 福山市明神町二丁目１５番５２号

ル・ロックル
有限会社ミートショップ井上
有限会社ミートショップ井上
コスモ食品株式会社本社工場
コスモ食品株式会社第４工場
おしとり福山店

永松 文彦 福山市御船町一丁目１３番１号

セブン－イレブン福山御船町店

福山市南手城町二丁目１８番８号 １階西側

代表取締役

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

池田糖化工業株式会社箕島工場Ｋ２棟 ４Ｆテストプラント室

食肉販売業
食肉製品製造業

そうざい製造業
そうざい製造業

食肉販売業
飲食店営業

焼肉 味将
福山市松浜町一丁目２番１８号 ほっと館２０５ 風林火山
田口 宏樹 福山市松浜町一丁目２番１８号 ほっと館２－Ａ Ｃａｆｅ＆ＢＡＲ ＴＡＣＫ
福山市引野町三丁目２２番６９号
ラーメンＫＡＺＵ

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

株式会社ばらもち本舗千萬喜家

代表取締役

越智 良子 福山市草戸町一丁目２番１０号

株式会社ばらもち本舗千萬喜家

そうざい製造業

株式会社エブリイ
有限会社勉強堂
藤田 隆子
株式会社Ｔ企画
株式会社Ｔ企画
兼田 キヌヱ
田島漁業協同組合

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市引野町一丁目３番２３号

飲食店営業

代表取締役

門田 治己 福山市熊野町乙１１５１番地２

エブリイ 水産加工場
有限会社勉強堂
ｐａｅ
麺屋 伴蔵
麺屋 伴蔵
福山市農水産物加工センター
福山市水産物加工センター
福山市ぬまくま文化館
有限会社まご店ストアー
マイショップ金堀店
マイショップ金堀店
有限会社岩船水産
上村食料品店
みさか
ル カドー ドゥ デュ
株式会社内海屋商店
Ｏｎｎｉ ｍａｒｍａｌａｄｅ
Ｏｎｎｉ ｍａｒｍａｌａｄｅ
八十八夜
餃子の紋楼
うのまち珈琲店
Ｌｏｏｓｅ Ｂｏｙ’ｓ
有限会社アリストぬまくま
景勝館漣亭
鷗風亭
お食事処 海里
鮮魚 衣笠

福山市神辺町字道上５０３番地
代表取締役

富山 英成 福山市神辺町大字川南６５５番地３

代表取締役

富山 英成 福山市神辺町大字川南６５５番地３

福山市内海町ロ３９３番地４
代表理事

兼田 雅彦 福山市内海町箱崎官有無番地

公益財団法人ふくやま芸術文化財団 代表理事 豊田 泰久 福山市沼隈町大字常石２３２３番地２

有限会社まご店ストアー
有限会社オカザキ
有限会社オカザキ
有限会社岩船水産
山本 洋子
三阪 一日

代表取締役

岡崎 和久 福山市沼隈町大字下山南１９９４番地４

代表取締役

岡﨑 修二 福山市沼隈町大字草深１９２７番地２

代表取締役

岡﨑 修二 福山市沼隈町大字草深１９２７番地２

代表取締役

藤田 信明 福山市沼隈町大字能登原２４９３番地２２

Ｕ．Ｎ．コーポレーション有限会社

代表取締役

株式会社内海屋商店
内田 久美子
内田 久美子
米田 美佐子
内田 誠一

代表取締役

株式会社ＡＲＯＷ＆ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ

代表取締役

福山市鞆町鞆５９７番地
福山市走島町４２５番地６
宇田 弘光 福山市水呑町４４５７番地
占部 裕 福山市水呑町４１３８番地
福山市山手町六丁目２８番２０号
福山市山手町六丁目２８番２０号
福山市南蔵王町四丁目１５番３０号

福山市霞町一丁目７番９号
小田 墾 福山市三之丸町３０番１号

下井 香奈
有限会社アリストぬまくま

代表取締役

村上 設雄 福山市沼隈町大字常石１７９６番地

株式会社鞆スコレ・コーポレーション

代表取締役

村上 正高 福山市鞆町鞆４２１番地

株式会社鞆スコレ・コーポレーション

代表取締役

村上 正高 福山市鞆町鞆１３６番地

株式会社鞆スコレ・コーポレーション

代表取締役

村上 正高 福山市鞆町鞆１３６番地

衣笠 睦生

福山市入船町二丁目１１番８号

福山市内一円

１Ｆ
サンステーションテラス福山内
第１プレジャータウンＡ棟１Ｆ東
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菓子製造業
飲食店営業
飲食店営業
そうざい製造業

菓子製造業
水産製品製造業

飲食店営業
魚介類販売業
魚介類販売業

食肉販売業
魚介類販売業

飲食店営業
魚介類販売業

飲食店営業
魚介類販売業

菓子製造業
密封包装食品製造業

飲食店営業
そうざい製造業

飲食店営業
飲食店営業
水産製品製造業

飲食店営業
飲食店営業

初回許可年月日 当初許可年月日

第211205号 2022-01-26 2027-01-31 2022-01-26 2022-01-26
第211206号 2022-01-27 2027-02-28 2022-01-27 2022-01-27
第211207号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-27 2022-01-27 1983-12-21
第211208号 2022-02-01 2027-01-31 2022-01-28 2022-01-28 2004-12-14
第211209号 2022-01-28 2027-01-31 2022-01-28 2022-01-28
第211210号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-31 2022-01-31 1998-08-21
第211211号 2022-02-01 2028-01-31 2022-01-31 2022-01-31 2010-09-22
第211212号 2022-01-31 2027-01-31 2022-01-31 2022-01-31
第211213号 2022-02-01 2027-05-31 2022-02-01 2022-02-01
第211214号 2022-02-01 2027-01-31 2022-02-01 2022-02-01
第211215号 2022-02-01 2027-03-31 2022-02-01 2022-02-01
第211216号 2022-02-01 2027-03-31 2022-02-01 2022-02-01
第211217号 2022-02-02 2027-07-31 2022-02-02 2022-02-02
第211218号 2022-02-02 2027-03-31 2022-02-02 2022-02-02
第211219号 2022-02-03 2027-07-31 2022-02-03 2022-02-03
第211220号 2022-03-01 2028-02-29 2022-02-04 2022-02-04 1995-11-08
第211221号 2022-02-07 2027-04-30 2022-02-07 2022-02-07
第211222号 2022-02-07 2027-04-30 2022-02-07 2022-02-07
第211223号 2022-02-07 2027-04-30 2022-02-07 2022-02-07
第211224号 2022-03-01 2028-02-29 2022-02-07 2022-02-07 2004-11-11
第211225号 2022-03-01 2028-02-29 2022-02-07 2022-02-07 2002-04-12
第211226号 2022-03-01 2028-02-29 2022-02-07 2022-02-07 1989-11-24
第211227号 2022-03-01 2028-02-29 2022-02-07 2022-02-07 1989-12-06
第211228号 2022-03-01 2028-02-29 2022-02-07 2022-02-07 1992-12-02
第211229号 2022-03-01 2028-02-29 2022-02-07 2022-02-07 1992-12-02
第211230号 2022-03-01 2028-02-29 2022-02-07 2022-02-07 2010-12-03
第211231号 2022-03-01 2028-02-29 2022-02-07 2022-02-07 2004-11-17
第211232号 2022-03-01 2028-02-29 2022-02-07 2022-02-07 2010-10-04
第211233号 2022-03-01 2028-02-29 2022-02-07 2022-02-07 2004-11-11
第211234号 2022-03-01 2028-02-29 2022-02-07 2022-02-07 1993-02-02
第211235号 2022-02-08 2027-06-30 2022-02-08 2022-02-08
第211236号 2022-02-08 2027-06-30 2022-02-08 2022-02-08
第211237号 2022-02-08 2027-07-31 2022-02-08 2022-02-08
第211238号 2022-02-08 2027-03-31 2022-02-08 2022-02-08
第211239号 2022-02-09 2027-05-31 2022-02-09 2022-02-09
第211240号 2022-02-09 2027-03-31 2022-02-09 2022-02-09
第211241号 2022-03-01 2028-02-29 2022-02-09 2022-02-09 2017-02-07
第211242号 2022-03-01 2028-02-29 2022-02-09 2022-02-09 1983-09-30
第211243号 2022-03-01 2028-02-29 2022-02-09 2022-02-09 1998-12-25
第211244号 2022-03-01 2028-02-29 2022-02-09 2022-02-09 2005-02-16
第211245号 2022-03-01 2028-02-29 2022-02-09 2022-02-09 2016-09-28

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
髙橋 継行
有限会社衣笠商店
宮田 和也
箱﨑 真
田頭 勇心
大嶋 皇貴
手辺 正弘
赤川 久美子
株式会社天満屋ストア
株式会社サクセスズ
コレクタス株式会社
株式会社福の山印
株式会社福の山印
小林 茂
田中 幸治
川井 隆弘
株式会社Ｔｉｋｉナビトラベル
中田 直子
藤本 三津江

申請者＿役職名

代表取締役

株式会社瀬戸内コーポレーション

髙橋 さきこ
有限会社たんと

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

一般
飲食店営業 一般

水産製品製造業

飲食店営業

初回許可年月日 当初許可年月日

第211246号 2022-03-01 2028-02-29 2022-02-14 2022-02-14 1989-12-11
第211247号 2022-03-01 2028-02-29 2022-02-14 2022-02-14 1989-11-10

第211248号 2022-02-14 2027-03-31 2022-02-14 2022-02-14
飲食店営業 一般 第211249号 2022-02-14 2027-07-31 2022-02-14 2022-02-14
飲食店営業 一般 第211250号 2022-02-15 2027-03-31 2022-02-15 2022-02-15
移動販売車

飲食店営業 一般 第211251号 2022-02-15 2027-03-31 2022-02-15 2022-02-15
飲食店営業 一般 第211252号 2022-03-01 2028-02-29 2022-02-15 2022-02-15 1974-10-05
飲食店営業 一般 第211253号 2022-02-16 2027-04-30 2022-02-16 2022-02-16

一般 第211254号 2022-02-16 2027-03-31 2022-02-16 2022-02-16
飲食店営業 一般 第211255号 2022-02-16 2027-07-31 2022-02-16 2022-02-16 2007-01-24
飲食店営業 一般 第211256号 2022-02-16 2027-07-31 2022-02-16 2022-02-16

代表取締役

野口 重明 福山市入船町三丁目１番２５号

天満屋ハピータウンポートプラザ店

代表取締役

作野 幸治 福山市引野町南一丁目６番１７号

代表取締役

細川 哲平 福山市箕沖町１０７番地１４

ローソン福山引野町南店
ふく丸

代表取締役

入江 静樹 福山市曙町三丁目２番４３号

お好み焼き・鉄板焼 わっしょい

飲食店営業 一般 第211257号 2022-02-17 2027-07-31 2022-02-17 2022-02-17 2015-01-27

代表取締役

入江 静樹 福山市曙町三丁目２番４３号

お好み焼き・鉄板焼 わっしょい

冷凍食品製造業

福山市水呑町４１２２番地１
福山市鞆町後地２６９３番地２

セブン－イレブン福山水呑町店

Ｋｉｔｃｈｅｎ Ｎａｔｔｙ
六花園
蝶鮫屋
長崎
野村屋

福山市南本庄三丁目１１番２２号
代表取締役

合同会社ふくやま地産地消倶楽部 代表社員

山口 明美
松浦 ゆかり
マルコ水産有限会社
マルコ水産有限会社
マルコ水産有限会社
宗教法人神勝寺
加二谷 純平
高橋 慶
荒川 千聖
土屋 祥子
片岡 麗子
徳永 佳志
田中 靖啓
株式会社三木物流
株式会社本多
株式会社夢テラス
森下 雄介
平山 美佐

営業所所在地２ 営業所名称１
営業所所在地１
福山市走島町２８０番地
大吉丸
衣笠 善人 福山市鞆町鞆１５０番地１２
季節料理 衣笠
広島県内全域
立樹
福山市引野町２７３番地
ＹＥＬＬＯＷ ＨＯＰＰＥＲ
福山市松浜町一丁目６番３号 サンスリービル２F ＡＧＯＲＡ
福山市入船町二丁目４番１７号 百軒堂ビルＡ ２Ｆ Ｈｉｇｈ ｄｏｇ
福山市鞆町後地１１５９番地
魚源
福山市新市町大字戸手１１０番地２
あっか

申請者＿代表者

原 文男 広島県内全域
福山市霞町三丁目１番２号
福山市鞆町鞆４２８番地
髙橋 孝至 福山市田尻町６０４番地２
福山市水呑町４４５７番地
福山市昭和町９番２４号

代表取締役

兼田 敏信 福山市内海町イ１４２８番地１２８

代表取締役

兼田 敏信 福山市内海町イ１４２８番地１２８

代表取締役

兼田 敏信 福山市内海町イ１４２８番地１２８

代表役員

小堀 泰巖 福山市沼隈町大字上山南９１番地

合同会社ふくやま地産地消倶楽部

朝見ビル１Ｆ

福山市千田町四丁目１２番２６号

福山市住吉町３番１２号

代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役

からあげやカリッジュ 福山インター店

ｃｌｕｂ Ｍｏｎａ
福山市入船町二丁目１１番５号 ローズシティ入船１Ｆ Ｌｏｕｎｇｅ Ｅｒｉ １Ｆ
ＳＡＴＯ８ビル ５Ａ 一凛
福山市昭和町１０番１０号
福山市明治町５番７号
花本ビル１Ｆ Ｌｏｕｎｇｅ Ｄｉａｒｙ
福山市鞆町鞆６３９番地２
ＫＣ ＣＡＦＥ
福山市沼隈町大字中山南７１３番地１
田丸屋
福井 彰裕 福山市内一円
丸亀屋
中本 靖司 福山市明神町二丁目１１番１８号
株式会社本多
藤井 克成 福山市春日町七丁目９番２９号 高橋貸店舗１０４ ＣＡＦＥ ＢＡＲ １；１
福山市草戸町四丁目１０番３号
鶏泡そば 草戸ベース
福山市神辺町字東中条１８番地４
Ｓｗｅｅｔｓ ｆａｃｔｏｒｙ ａｎｄ
神原 康通 福山市沼隈町大字草深１３０２番地１

福山市走島町３６８番地
代表取締役

シュガーポット
れん
マルコ水産有限会社
マルコ水産有限会社
マルコ水産有限会社
喫茶去

藤井 剛

福山市御門町一丁目６番２３号

ピュアシティ住吉Ｙ・Ｋ・Ｓビル１Ｆ

そうざい製造業

一般 第211258号 2022-02-17 2027-07-31 2022-02-17 2022-02-17
飲食店営業 一般 第211259号 2022-03-01 2028-02-29 2022-02-17 2022-02-17 2017-02-13
飲食店営業 一般 第211260号 2022-02-17 2027-02-28 2022-02-17 2022-02-17
飲食店営業 一般 第211261号 2022-02-21 2027-05-31 2022-02-21 2022-02-21
飲食店営業 移動販売車 第211262号 2022-02-22 2027-05-31 2022-02-22 2022-02-22
飲食店営業 一般 第211263号 2022-02-22 2027-03-31 2022-02-22 2022-02-22
飲食店営業 一般 第211264号 2022-03-01 2028-02-29 2022-02-22 2022-02-22 2016-09-26

一般 第211265号 2022-03-01 2028-02-29 2022-02-22 2022-02-22 2011-01-31
菓子製造業 一般 第211266号 2022-03-01 2028-02-29 2022-02-24 2022-02-24 2004-10-28
飲食店営業 一般 第211267号 2022-02-25 2027-03-31 2022-02-25 2022-02-25

水産製品製造業

飲食店営業 一般 第211268号 2022-03-01 2028-02-29 2022-02-25 2022-02-25 2017-02-20
そうざい製造業
水産製品製造業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
食品の小分け業

飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業

株式会社瀬戸内コーポレーション

食肉処理業

浦友旅館
日本料理 鞆膳

飲食店営業
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飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
露店
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第211269号 2022-03-01 2028-02-29 2022-02-25 2022-02-25 2017-02-20
第211270号 2022-03-01 2028-02-29 2022-02-25 2022-02-25 2017-02-20
第211271号 2022-03-01 2028-02-29 2022-02-25 2022-02-25 2016-09-14
第211272号 2022-02-25 2027-05-31 2022-02-25 2022-02-25
第211273号 2022-02-25 2027-03-31 2022-02-25 2022-02-25
第211274号 2022-02-25 2027-03-31 2022-02-25 2022-02-25
第211275号 2022-02-25 2027-03-31 2022-02-25 2022-02-25
第211276号 2022-02-25 2027-03-31 2022-02-25 2022-02-25
第211277号 2022-03-01 2028-02-29 2022-02-25 2022-02-25 2016-10-24
第211278号 2022-03-01 2028-02-29 2022-02-25 2022-02-25 2016-11-08
第211279号 2022-02-25 2027-05-31 2022-02-25 2022-02-25
第211280号 2022-02-28 2027-07-31 2022-02-28 2022-02-28
第211281号 2022-02-28 2027-07-31 2022-02-28 2022-02-28
第211282号 2022-02-28 2027-03-31 2022-02-28 2022-02-28
第211283号 2022-02-28 2027-04-30 2022-02-28 2022-02-28
第211284号 2022-03-01 2028-02-29 2022-02-28 2022-02-28 2016-11-28
第211285号 2022-03-01 2028-02-29 2022-02-28 2022-02-28 2010-09-15
第211286号 2022-03-01 2027-03-31 2022-03-01 2022-03-01 2011-05-02

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
有限会社たんと
有限会社たんと
有限会社たんと
株式会社横島ファーム
株式会社横島ファーム
株式会社横島ファーム
株式会社横島ファーム
岡田産業株式会社
山口 朱美
ｒｏｕｔｅ株式会社
株式会社マーチセブングループ

栗山 より子
定光 裕樹
株式会社ベッセル
株式会社タイムゾーン
株式会社パシフィックグループ

竹本 一男
村上 義洋
有限会社マウンテン
山下 紀子
岡田 一人
姜 冬
告下 朱美
告下 朱美
告下 朱美
平賀 直美
串田 芳文
株式会社シュエット
西尾 光本
有限会社中野製菓
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
ＪＡＮＡＶＩ株式会社
義松 努
赤田 恭兵
福田 哲久
助迫 仁
西尾 清加
株式会社アストラーレ・コーポレーション

代表取締役

営業所所在地２ 営業所名称１
営業所所在地１
藤井 剛 福山市御門町一丁目６番２３号
日本料理 鞆膳
藤井 剛 福山市元町１３番２１号
宮通りビル１Ｆ 瀬戸内料理たんと
藤井 剛 福山市元町１３番２１号
宮通りビル１Ｆ 瀬戸内料理たんと
新田 龍二 福山市内海町ロ３９３番地４
横島ファーム直売所
新田 龍二 福山市内海町ロ３９３番地４
横島ファーム直売所
新田 龍二 福山市内海町ロ３９３番地４
横島ファーム直売所
新田 龍二 福山市内海町ロ３９３番地４
横島ファーム直売所
岡田 直樹 福山市松永町三丁目１１番２－２８号
ＴＡＴＳＵＫＩぱん
福山市昭和町３番２７号
サンビル２Ｆ ＡＮＳＷＥＲ アンサー
渡部 道子 福山市昭和町１０番１０号
１階Ａ号室
Ｊ＆Ｒ
広中 孝一 福山市東川口町四丁目１１番１７号
さぬきうどん天霧 川口店
福山市入船町二丁目１１番８号 第一プレジャータウン スナックよりこ
福山市霞町一丁目５番６号
鶏屋さだみつ
澁谷 誠 福山市入船町三丁目１番６０号 ゆめタウン福山店内 ドトールコーヒーショップ
貞方 康志 福山市入船町二丁目８番１７号
ホテル レクレール

代表取締役

笠原 陽一 福山市入船町二丁目１１番３６号

申請者＿役職名

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役

代表取締役

申請者＿代表者

福山市入船町二丁目１１番５号
福山市御門町三丁目１番１８号

ローズシティー入船

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日
水産製品製造業

飲食店営業
そうざい製造業

飲食店営業
食肉販売業
そうざい製造業
冷凍食品製造業

菓子製造業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
ゆめタウン福山店

飲食店営業

ＫＡＺＵＳＡ （刺身＆溶岩焼ダイニング）

飲食店営業

ラウンジＲＯＮＤＥ

飲食店営業

セブン－イレブン福山御門３丁目店

飲食店営業

鶏そば 春木屋
ハレコンテッサＡ号 スナック メイビー
福山市昭和町２番１２号
福山市春日町浦上１５００番地
ａｎｍｅ ｃａｆｅ 一珈
福山市昭和町４番４号
南神ビル１Ｆ Ｄｉｎｉｎｇ Ｌｏｕｎｇｅ 友友
福山市曙町三丁目３２番１４号
食育Ｃａｆｅ アスカツ
福山市曙町三丁目３２番１４号
食育Ｃａｆｅ アスカツ
福山市曙町三丁目３２番１４号
食育Ｃａｆｅ アスカツ
モアリッチファースト１Ｆ ナイトルーム花ふさ
福山市住吉町７番９号
福山市南町１２番１号
アートビル１Ｆ ＯＴＯＫＯＭＡＥ
佐藤 哲也 福山市引野町二丁目1番９号
ＫＩＭＩＴＯＷＨＩＰ ｐｒｅｍｉｕｍ
福山市昭和町７番１２号
へんこつ亭
中野 立雄 福山市川口町四丁目１２番５号
有限会社中野製菓
岡﨑 浩樹 福山市緑町２番１－２号
エブリイ 緑町店
岡﨑 浩樹 福山市緑町２番１－２号
エブリイ 緑町店
岡﨑 浩樹 福山市緑町２番１－２号
エブリイ 緑町店
岡﨑 浩樹 福山市緑町２番１－２号
エブリイ 緑町店
ド・バン・ハオ 広島県内全域
ＳＡＩ ＧＯＮ ＢＡＫＥＲＹ
広島県内全域
Ａｌｂａ
福山市入船町二丁目４番４号 サンタウン２０１ ベラジオ
プレステージ住吉２Ｆ ＤＥＳＴＩＮＹ
福山市住吉町８番３号
福山市松浜町一丁目４番９号 ワコー２ビル １－Ａ ＫＯＮＧ
福山市霞町二丁目２番１６号
Ｍ ＳＭＩＬＥ
菅沼 明広 福山市東川口町五丁目１７番３０号
七代目武道家

取締役 岩渕 直樹 福山市曙町三丁目１７番２０号

代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役

飲食店営業
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飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
そうざい製造業
冷凍食品製造業

飲食店営業
飲食店営業

福山店

菓子製造業
飲食店営業
菓子製造業
飲食店営業
菓子製造業
魚介類販売業

食肉販売業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

飲食店営業

移動販売車

飲食店営業

移動販売車

初回許可年月日 当初許可年月日

第211287号 2022-03-01 2027-03-31 2022-03-01 2022-03-01
第211288号 2022-03-01 2027-05-31 2022-03-01 2022-03-01 2008-12-09
第211289号 2022-03-01 2027-05-31 2022-03-01 2022-03-01
第211290号 2022-03-01 2027-02-28 2022-03-01 2022-03-01
第211291号 2022-03-01 2027-02-28 2022-03-01 2022-03-01 2020-10-29
第211292号 2022-03-01 2027-02-28 2022-03-01 2022-03-01
第211293号 2022-03-01 2027-02-28 2022-03-01 2022-03-01
第211294号 2022-03-02 2027-06-30 2022-03-02 2022-03-02
第211295号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-02 2022-03-02 2004-11-15
第211296号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-02 2022-03-02 2017-03-23
第211297号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-02 2022-03-02 1999-02-25
第211298号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-02 2022-03-02 2004-10-01
第211299号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-02 2022-03-02 2010-11-08
第211300号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-02 2022-03-02 1999-03-30
第211301号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-02 2022-03-02 2010-12-09
第211302号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-02 2022-03-02 2017-03-16
第211303号 2022-03-02 2027-03-31 2022-03-02 2022-03-02
第211304号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-02 2022-03-02 2011-02-23
第211305号 2022-03-03 2027-07-31 2022-03-03 2022-03-03
第211306号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-03 2022-03-03 1999-02-03
第211307号 2022-03-03 2027-07-31 2022-03-03 2022-03-03
第211308号 2022-03-03 2027-03-31 2022-03-03 2022-03-03
第211309号 2022-03-04 2027-07-31 2022-03-04 2022-03-04
第211310号 2022-03-04 2027-07-31 2022-03-04 2022-03-04
第211311号 2022-03-04 2027-07-31 2022-03-04 2022-03-04
第211312号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-04 2022-03-04 1993-03-31
第211313号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-04 2022-03-04 2016-12-27
第211314号 2022-03-08 2027-07-31 2022-03-08 2022-03-08
第211315号 2022-03-08 2027-03-31 2022-03-08 2022-03-08
第211318号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-09 2022-03-09 1977-10-20
第211319号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-09 2022-03-09 2010-11-24
第211320号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-09 2022-03-09 2010-11-24
第211321号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-09 2022-03-09 2010-11-24
第211322号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-09 2022-03-09 2010-11-24
第211323号 2022-03-09 2027-05-31 2022-03-09 2022-03-09

第211324号 2022-03-10 2027-04-30 2022-03-10 2022-03-10
飲食店営業 一般 第211325号 2022-03-10 2027-03-31 2022-03-10 2022-03-10
飲食店営業 一般 第211326号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-10 2022-03-10 2017-03-31

飲食店営業 一般 第211327号 2022-03-10 2027-03-31 2022-03-10 2022-03-10
飲食店営業 一般 第211328号 2022-03-10 2027-03-31 2022-03-10 2022-03-10
飲食店営業 一般 第211329号 2022-03-10 2027-03-31 2022-03-10 2022-03-10

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
有限会社たんと
丹下 義晴
大塚 春実
茂木 一也
辻󠄀井 チエ
粟村 文恵
澤田 ますみ
守谷 孝三
鵜川 裕子
池田 カズコ
池田 カズコ
卜部 俊孝
岡田 浩行
宏立商事合同会社
古川 恵美子
株式会社ファミリーフード
森近 正康
佐藤 世津子
藤岡 克宏
株式会社Ｋ’ｓカンパニー
株式会社Ｋ’ｓカンパニー
大塚 康裕
三木 伸子
加藤 みのり
株式会社源家
平岡秀慶園有限会社
株式会社阿藻珍味
株式会社峯嵐堂
株式会社梅の花ｐｌｕｓ
北野 利花
髙橋 京子
木村 健一郎
西 直美
保岡 智恵
岡野 宏子
関根 わかな
初 洪波
木村 奈津子
株式会社アペックス西日本

申請者＿代表者

代表取締役

藤井 剛

代表社員

代表取締役

代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役

サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役

安原 文子

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日 初回許可年月日 当初許可年月日
営業所所在地２ 営業所名称１
営業所所在地１
飲食店営業 移動販売車 第211330号 2022-03-10 2027-03-31 2022-03-10 2022-03-10
広島県内全域
たんと
飲食店営業 一般 第211331号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-11 2022-03-11 1983-12-22
福山市昭和町１０番２５号
パブハウス ピア
飲食店営業 一般 第211332号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-11 2022-03-11 1989-10-03
福山市明治町１０番７号
三平
飲食店営業 一般 第211333号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-11 2022-03-11 1989-10-13
福山市霞町一丁目６番１５号
いきな村
福山市多治米町六丁目１２番３１号
飲食店営業 一般 第211334号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-11 2022-03-11 1992-12-02
中国バス株式会社社員食堂
ハレ・コンテッサ１Ｆ ラウンジ ファンタジー
飲食店営業 一般 第211335号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-11 2022-03-11 1998-11-18
福山市昭和町２番１２号
福山市光南町二丁目２番１１号
飲食店営業 一般 第211336号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-11 2022-03-11 1998-12-25
トムちゃん
飲食店営業 一般 第211337号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-11 2022-03-11 1999-01-29
福山市野上町三丁目６番１号
歌声処 桔梗屋
飲食店営業 一般 第211338号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-11 2022-03-11 2004-11-29
コーポ昭明２Ｆ ラウンジ ブルー
福山市住吉町６番２０号
飲食店営業 一般 第211339号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-11 2022-03-11 2005-03-16
福山市住吉町１番７号
つちや旅館
飲食店営業 一般 第211340号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-11 2022-03-11 2017-03-06
福山市住吉町３番３０号
つちや旅館
魚介類販売業 一般 第211341号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-11 2022-03-11 1971-12-10
福山市多治米町二丁目１９番６号
卜部ストアー
福山市多治米町六丁目１７番８号
食肉販売業 一般 第211342号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-11 2022-03-11 1995-10-13
岡田精肉店
飲食店営業 一般 第211343号 2022-03-11 2027-08-31 2022-03-11 2022-03-11
潘 国君 福山市沼隈町大字草深１８９９番地３
台湾料理四季順
福山市入船町二丁目１番２４号 福神ビル４Ｆ 小笛
飲食店営業 一般 第211344号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-11 2022-03-11 2004-11-01
林原 博之 福山市入船町三丁目１番６０号
モスバーガーゆめタウン福山店
飲食店営業 一般 第211345号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-11 2022-03-11 2010-11-24
飲食店営業 一般 第211346号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-11 2022-03-11 2016-10-14
福山市明治町５番７号
花本ビル２Ｆ ＭＯＲＲＹ’Ｓ
福山市入船町二丁目５番１５号
飲食店営業 一般 第211347号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-11 2022-03-11 2017-03-31
焼酎婆
飲食店営業 一般 第211348号 2022-03-14 2027-04-30 2022-03-14 2022-03-14
福山市新市町大字新市２番地４
麺と酒 蔵一
菓子製造業 一般 第211349号 2022-03-14 2027-05-31 2022-03-14 2022-03-14
楠 和照 福山市千田町大字千田２２１５番地２
ＦＯＵＲ ＳＥＡＳＯＮ
そうざい製造業 一般 第211350号 2022-03-14 2027-05-31 2022-03-14 2022-03-14
楠 和照 福山市千田町大字千田２２１５番地２
ＦＯＵＲ ＳＥＡＳＯＮ
福山市御門町一丁目１１番３号 松岡ビル１Ｆ 博多たいほう堂
飲食店営業 一般 第211351号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-15 2022-03-15 2017-03-21
飲食店営業 移動販売車 第211352号 2022-03-15 2027-04-30 2022-03-15 2022-03-15
広島県内全域
しらそる
メゾンドレーブビル２Ｆ アンジェリーク
飲食店営業 一般 第211353号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-15 2022-03-15 2011-02-17
福山市昭和町９番１７号
本家 康隆 福山市川口町五丁目７番１８号
飲食店営業 一般 第211354号 2022-03-15 2027-03-31 2022-03-15 2022-03-15
ほっかほっか亭 西新涯店
ＭＯＭＯＣＯＲＯ 平岡秀慶園有限会社
平岡 秀樹 広島県内全域
飲食店営業 移動販売車 第211355号 2022-03-15 2027-05-31 2022-03-15 2022-03-15
粟村 元則 福山市三之丸町３０番１号
さんすて福山内 関東煮の稲田屋
飲食店営業 一般 第211356号 2022-03-15 2027-05-31 2022-03-15 2022-03-15
天満屋福山店Ｂ１食彩館 ヌーベルバーグｋｙｏｔｏ
ラ ヴィラージュ 飲食店営業 一般 第211357号 2022-03-16 2027-05-31 2022-03-16 2022-03-16
前場 信之 福山市元町１番１号
天満屋福山店内地下１階 梅の花
鬼塚 崇裕 福山市元町１番１号
飲食店営業 一般 第211358号 2022-03-16 2027-05-31 2022-03-16 2022-03-16
福山市東川口町五丁目１７番２６号 コーポ森山Ｇ カラオケ 褐
飲食店営業 一般 第211359号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-16 2022-03-16 2017-01-23
飲食店営業 一般 第211360号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-16 2022-03-16 1998-10-05
福山市南町１２番３号
藍
飲食店営業 一般 第211361号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-16 2022-03-16 2016-10-26
福山市昭和町４番１８号
６番館５階５Ｅ Ａ．ｋａ．ｒｉ
飲食店営業 一般 第211362号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-16 2022-03-16 2017-03-28
福山市昭和町４番１８号
６番館２Ｃ
アクア
飲食店営業 一般 第211363号 2022-03-16 2027-05-31 2022-03-16 2022-03-16
福山市横尾町一丁目３番６号
ＭｅｄａＣａｆｅ 囲龍庵
福山市神辺町大字新湯野７番地７
菓子製造業 一般 第211364号 2022-03-16 2027-04-30 2022-03-16 2022-03-16 2010-04-30
Ｓｕｓｉｅ Ｂａｇｅｌ
ローズプラッツ３Ｆ ラウンジ関根
飲食店営業 一般 第211365号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-17 2022-03-17 2010-11-16
福山市昭和町４番６号
飲食店営業 一般 第211366号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-17 2022-03-17 2016-11-16
福山市昭和町４番５号
Ｌビル ２－Ｄ スナック 甜蜜蜜
飲食店営業 一般 第211367号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-17 2022-03-17 1989-11-09
福山市松浜町一丁目４番９号 ワコ－２ビル２Ｆ スナック ミスティ レイン
自動販売機 第211368号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-17 2022-03-17 2016-10-21
森 吉平 福山市松浜町二丁目２番１１号
広島化成株式会社本社
自動販売機 第211369号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-17 2022-03-17 2011-01-07
及川 剛 福山市緑町１番８号
三菱電機ライフサービス
福山市神辺町字湯野１１３８番地
漬物製造業 一般 第211370号 2022-03-17 2027-04-30 2022-03-17 2022-03-17
ふみちゃん キッチン

申請者＿役職名

調理機能を有する自動販売機（要許可）

調理機能を有する自動販売機（要許可）
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（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
皿海 麻佳
皿海 麻佳
ＮＯＫＯＳ株式会社
有限会社天婦羅鞆川
福山うみしま観光株式会社
福山うみしま観光株式会社
有限会社Ｂｅｅコンサルタント
有限会社Ｂｅｅコンサルタント
有限会社Ｂｅｅコンサルタント
合同会社ＬＩＬＹ
有限会社伊達鮮魚店
株式会社スマイルクリエート
株式会社スマイルクリエート
久保井 真里子
西田 吉将
瀬尾 広美
株式会社グラットン
日清医療食品株式会社
岡田 喜巳雄
株式会社ブライトアセット
株式会社ケイダイニング
細川 知美
藤井 英雄
森川 美佐子
池田 務
株式会社白ばら
株式会社ダスキン福山
株式会社ダスキン福山
鈴木 泰子
鈴木 泰子
株式会社藤庄
株式会社藤庄
株式会社オンリーワン
有限会社格太郎と麦
株式会社真宇
布施マルタマフーズ株式会社
佐藤 留美
大塚 真希
新内 昭吉
株式会社ｓａｋｋｕｒｕ
渋谷 サラ

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１

営業所所在地２ 営業所名称１

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

代表取締役

徳永 孝進 福山市沖野上町一丁目９番３０号

ｐｉｐｉ
ｐｉｐｉ
ＮＯＫＯＳ株式会社
有限会社天婦羅鞆川
元町フルーツ神辺店
元町フルーツ神辺店
ラーメン八福神
ラーメン八福神
ラーメン八福神
ＣＬＵＢ ＬＩＬＹ
有限会社伊達鮮魚店
株式会社スマイルクリエート
株式会社スマイルクリエート
桜
あじ能
ナイトルーム円
株式会社グラットン

代表取締役

菅井 正一 福山市川口町五丁目１３番１号

日清 サービス付き高齢者向け住宅 ロイヤルケア川口 飲食店営業

福山市北吉津町三丁目１２番２３－２号
福山市北吉津町三丁目１２番２３－２号

福山市多治米町四丁目１５番８号

代表取締役

信野 久美子

代表取締役

代表取締役

鞆川 司 福山市松浜町一丁目２番４号
丹下 工 福山市神辺町大字川北１５３３番地
丹下 工 福山市神辺町大字川北１５３３番地

代表取締役

広川 晴己 福山市南手城町一丁目７番１１号

代表取締役

広川 晴己 福山市南手城町一丁目７番１１号

代表取締役

広川 晴己 福山市南手城町一丁目７番１１号

代表社員

小林 将太 福山市松浜町一丁目１番１２号

代表取締役

伊達 由高 福山市入船町二丁目３番３６号

代表取締役

松原 宏林 福山市引野町五丁目１７番６号

代表取締役

松原 宏林 福山市引野町五丁目１７番６号

代表取締役

福山市昭和町９番１７号
福山市霞町一丁目６番９号
福山市住吉町８番２２号

フレスポ神辺モール啓文社コア神辺町１階

フレスポ神辺モール啓文社コア神辺町１階

ゴールドパレスビル４Ｆ

１階Ｄ号室
住吉Ｗｉｎｇ２０５号

菓子製造業 一般 第211373号 2022-03-17 2027-03-31 2022-03-17 2022-03-17

一般 第211374号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-17 2022-03-17 1992-10-14
飲食店営業 一般 第211375号 2022-03-18 2027-04-30 2022-03-18 2022-03-18
菓子製造業 一般 第211376号 2022-03-18 2027-04-30 2022-03-18 2022-03-18

そうざい製造業

飲食店営業 一般 第211377号 2022-03-18 2027-07-31 2022-03-18 2022-03-18
麺類製造業 一般 第211378号 2022-03-18 2027-07-31 2022-03-18 2022-03-18

一般 第211379号 2022-03-18 2027-07-31 2022-03-18 2022-03-18
飲食店営業 一般 第211380号 2022-03-18 2027-03-31 2022-03-18 2022-03-18

冷凍食品製造業

一般 第211381号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-18 2022-03-18 1989-10-23
菓子製造業 一般 第211382号 2022-03-18 2027-07-31 2022-03-18 2022-03-18

魚介類販売業

一般 第211383号 2022-03-18 2027-07-31 2022-03-18 2022-03-18 2017-07-31
飲食店営業 一般 第211384号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-22 2022-03-22 1998-12-10
飲食店営業 一般 第211385号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-22 2022-03-22 2011-02-04

アイスクリーム類製造業

飲食店営業 一般 第211386号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-22 2022-03-22 2011-02-07
そうざい製造業

代表取締役

三好 浩章 福山市御門町二丁目３番１９号

のみくい処 光彩
Ｅｖｏｌ
福山甲羅本店
お好み焼き〇知食堂
しじ海
おしゃべりＣＡＦＥ笑顔
季節料理赤木
株式会社白ばら

代表取締役

髙橋 良太 福山市緑町２番１－１３号

ミスタードーナツ福山緑町ショップ

飲食店営業

代表取締役

髙橋 良太 福山市緑町２番１－１３号

ミスタードーナツ福山緑町ショップ

菓子製造業

福山市御門町一丁目１１番２３号
代表取締役

板野 克基 福山市住吉町７番１０号

代表取締役

惠谷 龍二 福山市南蔵王町五丁目１番８号

２Ｆ－Ｂ－Ｃ

福山市多治米町二丁目１４番９号

福山市霞町一丁目７番１０号
福山市南町５番１８号
福山市光南町一丁目２番１５号

福山市霞町一丁目４番３２号
福山市霞町一丁目４番３２号
代表取締役

神原 哲之 福山市曙町二丁目２５番１６号

代表取締役

神原 哲之 福山市曙町二丁目２５番１６号

代表取締役

下井 豊 福山市沖野上町五丁目１８番２９号

代表取締役

藤井 淳司 福山市御門町三丁目１０番３３号

代表取締役

金城 一路 福山市霞町一丁目４番１５－１０１号

代表取締役

荻田 正博 福山市東川口町三丁目５番２１号

代表取締役

福山市昭和町４番６号
福山市住吉町８番２９号
福山市昭和町８番１１号
山田 早苗 福山市昭和町７番１０号
福山市住吉町８番２８号

千成栄ビル１Ｆ（奥）

Ｔｈｅ ＰＥＲＯＬＩＮＥＳＳ
ザ・ペロリネスチキン 霞
ＳＨＩＲＯ ＳＯＦＴ
ＹＡＷＡＭＥＬ
オンリーワン沖野上店
１Ｆ
格太郎と麦
アジア物産
株式会社メディカルシード
ローズプラッツ１Ｃ らうんじ楓音
Ｋ＆Ｋビル２－２ スナックステアー
ＫＯビル１Ｆ Ｏｋｉｎａｗａｎ ＢＡＲ
咲来 ｄｉｎｉｎｇ てしおがわ
カーサビル１階 １０１ ＳＮＡＣＫハニー
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初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第211371号 2022-03-17 2027-05-31 2022-03-17 2022-03-17
菓子製造業 一般 第211372号 2022-03-17 2027-05-31 2022-03-17 2022-03-17

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
アイスクリーム類製造業

Ｃｈｉｃｋｅｎ ＦＵＫＵＹＡＭＡ

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業
飲食店営業
菓子製造業
食肉販売業

ハートランド福山

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

Ｅ－ｙａｈ－ｓａ－ｓａ－

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第211387号 2022-03-23 2027-03-31 2022-03-23 2022-03-23 2021-09-27
第211388号 2022-03-24 2027-03-31 2022-03-24 2022-03-24
第211389号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-24 2022-03-24 2005-02-17
第211390号 2022-03-24 2027-03-31 2022-03-24 2022-03-24
第211391号 2022-03-24 2027-07-31 2022-03-24 2022-03-24
第211392号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-24 2022-03-24 2017-01-31
第211393号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-24 2022-03-24 2010-12-10
第211394号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-24 2022-03-24 2017-01-25
第211395号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-24 2022-03-24 2016-11-09
第211396号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-24 2022-03-24 1987-03-25
第211397号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-24 2022-03-24 2010-11-15
第211398号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-24 2022-03-24 2010-11-15
第211399号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-24 2022-03-24 2017-03-31
第211400号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-24 2022-03-24 2017-03-31
第211401号 2022-03-24 2027-07-31 2022-03-24 2022-03-24 2021-03-01
第211402号 2022-03-24 2027-07-31 2022-03-24 2022-03-24
第211403号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-25 2022-03-25 2005-03-28
第211404号 2022-03-25 2027-03-31 2022-03-25 2022-03-25 2002-11-21
第211405号 2022-03-25 2027-03-31 2022-03-25 2022-03-25
第211406号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-28 2022-03-28 2016-10-04
第211407号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-28 2022-03-28 2016-10-18
第211408号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-28 2022-03-28 2011-03-28
第211409号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-28 2022-03-28 2017-02-06
第211410号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-28 2022-03-28 2017-02-23
第211411号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-28 2022-03-28 2017-01-30

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
紙 久美
水城 靖子
株式会社グルメ杵屋レストラン

申請者＿役職名

代表取締役

児玉 浩之
吾田 健一
ＬＩ ＹＡＮＦＥＮＧ
金田 直登
河内 ビビアン サントス

有限会社グローバルライフ西日本

佐伯 晴美
広瀬 里美
村田 文雄
安原 房子
羽原 将人
株式会社膳夫高木
アイサービス株式会社
株式会社大久

営業所所在地１
福山市昭和町９番１４号
福山市南町１番３号

椋本 充士 福山市入船町三丁目１番６０号

福山市霞町一丁目１番８号
福山市新涯町一丁目３番３８号

特定非営利活動法人なの花会 理事

谷 孝梓
伊藤 佑記
武井 幸恵
廣島 詞麻
宮澤 翼
池原 徹
林野 恭子
富士産業株式会社
合同会社ＶＥＲＴＥＸ
株式会社ありがとう
住吉観光株式会社

申請者＿代表者

福山市昭和町４番５号
福山市元町１３番３号
福山市昭和町１０番７号
金田 英幸 福山市水呑町３００１番地２
福山市入船町二丁目４番１５号

福山市緑町２番４４－３号
福山市松浜町一丁目４番６号
福山市昭和町２番１０号
広島県内全域
福山市明治町５番７号
福山市松浜町一丁目２番１８号
代表取締役

中村 勝彦 福山市沖野上町四丁目１４番１７号

代表社員

詫摩 隼人 福山市瀬戸町大字地頭分１１８６番地１

代表取締役
代表取締役
代表取締役

代表取締役
代表取締役
代表取締役

営業所所在地２ 営業所名称１

営業所名称２ 営業の種類 業態 許可番号 許可開始日 許可満了日 許可年月日

みどりビル１Ｆ ＢＡＲ有閑倶楽部
ラウンジ 水城
ゆめタウン福山２Ｆ 信州そば処 そじ坊
ファミリーマート福山霞町店
Ｋｏｉ Ｃｏｆｆｅｅ Ｒｏａｓｔｅｒ
Ｌビル１－Ｂ号 花
９５ビル３階 きんちゃん
ミヤケビル１Ｆ ＨＡＰＰＹ ＴＵＭＭＹ
なの花あいプラザ
百軒堂ビルＢ棟２Ｆ－５ Ｃｌｕｂ Ｚ
一本堂福山ココローズ店
立花ビル１０３ ユキエ
ルパティオビル２Ｆ２０６ ＨａｎａＳｏｒａ
油屋
山陽セントラルハイツ１Ｆ ツキノヒカリ．
ほっと館２Ｆ－Ｄ ｅｎｖｙ

飲食店営業 一般 第211414号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-29 2022-03-29 1999-03-24
飲食店営業 一般 第211415号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-29 2022-03-29 2010-12-08
飲食店営業 一般 第211416号 2022-03-29 2027-07-31 2022-03-29 2022-03-29
飲食店営業 一般 第211417号 2022-03-30 2027-03-31 2022-03-30 2022-03-30
飲食店営業 一般 第211418号 2022-03-30 2027-05-31 2022-03-30 2022-03-30
飲食店営業 一般 第211419号 2022-03-30 2027-03-31 2022-03-30 2022-03-30
飲食店営業 一般 第211420号 2022-03-30 2027-08-31 2022-03-30 2022-03-30
飲食店営業 一般 第211421号 2022-03-30 2027-03-31 2022-03-30 2022-03-30
菓子製造業 一般 第211422号 2022-03-30 2027-03-31 2022-03-30 2022-03-30
飲食店営業 一般 第211423号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-30 2022-03-30 2017-01-26
飲食店営業 一般 第211424号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-30 2022-03-30 2017-03-10
飲食店営業 移動販売車 第211425号 2022-03-30 2027-06-30 2022-03-30 2022-03-30
飲食店営業 一般 第211426号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-30 2022-03-30 2017-01-18
飲食店営業 一般 第211427号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2004-11-18
飲食店営業 一般 第211428号 2022-03-31 2027-03-31 2022-03-31 2022-03-31
食肉処理業 一般 第211429号 2022-03-31 2027-06-30 2022-03-31 2022-03-31

福山医療センター 内厨房 富士産業（株）

合同会社ＶＥＲＴＥＸ
妹尾 弘幸 福山市春日町一丁目６番２号
ＣＡＦＥ Ａｓａｎｔｅ
石田 昌雄 福山市住吉町４番１０号
ホテルセーヌ
阿部 勝彦 福山市明治町５番７号
１Ｆ
マスタッシュ
福山市昭和町４番２０号
Ｓビル２階
ポエチカ
福山市多治米町四丁目１４番１２号
ごはん家うさぎ
福山市御門町二丁目２番１２号
旬彩 うま味
ふじ半ビル１０１ スナック蘭
福山市昭和町８番３号
ふじ半ビル１階１０５号 御料理 はばら
福山市昭和町８番３号
髙木 孝広 福山市住吉町２番１号
焼肉 鼎
石井 厳権 福山市明王台一丁目２番７号
明王台シャローム幼稚園
大村 豊 福山市三之丸町３０番１号 さんすて福山 惣菜 かわむら
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初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第211412号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-29 2022-03-29 2005-02-15
飲食店営業 一般 第211413号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-29 2022-03-29 1986-12-05

飲食店営業 一般 第211430号 2022-03-31 2027-07-31 2022-03-31 2022-03-31
飲食店営業 一般 第211431号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-31 2022-03-31 1983-12-14
飲食店営業 一般 第211432号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-31 2022-03-31 1993-03-02
飲食店営業 一般 第211433号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2016-11-07
飲食店営業 一般 第211434号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2004-10-13
飲食店営業 一般 第211435号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2017-02-17
飲食店営業 一般 第211436号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-31 2022-03-31 1993-03-29
飲食店営業 一般 第211437号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2017-01-10
アイサービス事業所

飲食店営業 一般 第211438号 2022-04-01 2028-03-31 2022-03-31 2022-03-31 2017-03-07
飲食店営業 一般 第211439号 2022-03-31 2027-06-30 2022-03-31 2022-03-31
飲食店営業 一般 第211440号 2022-03-31 2027-05-31 2022-03-31 2022-03-31

（※当初許可年月日とは2021年6月以前に改正前の食品衛生法に基づく許可を取得していた場合の日付です）

