
営業許可施設一覧 福山市保健所
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株式会社アペックスフーズ 代表取締役 高橋　征志 福山市神辺町大字川南１７３３番地１ 株式会社アペックスフーズ 冷凍食品製造業 一般 第220198号 2022-06-01 2027-10-31 2022-06-01 2022-06-01         

森下　秀夫 福山市山野町大字山野８６番地 カレーダイナー山茂里 飲食店営業 一般 第220199号 2022-06-02 2027-10-31 2022-06-02 2022-06-02         

城市　一臣 福山市内一円 リトルスマイル 飲食店営業 露店 第220200号 2022-06-02 2027-11-30 2022-06-02 2022-06-02         

石本　健豊 広島県内全域 あつまる 飲食店営業 移動販売車 第220201号 2022-06-03 2027-08-31 2022-06-03 2022-06-03         

有限会社みかげ 代表取締役 石井　一弘 福山市今津町三丁目３番２３号 みかげ 飲食店営業 一般 第220202号 2022-07-01 2028-06-30 2022-06-06 2022-06-06 2005-03-16

有限会社河井商店 代表取締役 河井　伸介 福山市今津町１０番地１ 有限会社河井商店 菓子製造業 一般 第220203号 2022-07-01 2028-06-30 2022-06-06 2022-06-06 1987-06-10

株式会社Ａ．Ｅ．Ｕ．Ｇ． 代表取締役 松原　宏林 福山市今津町七丁目３番１０号 ドミノ・ピザ　福山今津町店 飲食店営業 一般 第220204号 2022-06-08 2027-06-30 2022-06-08 2022-06-08         

樹コーポレーション合同会社 代表社員 岡本　理奈 福山市新涯町一丁目７番２４号 樹ガーデンＥ 絵本カフェ　Ｍｏｔｈｅｒ　Ｆｏｒｅｓｔ 飲食店営業 一般 第220205号 2022-06-08 2027-07-31 2022-06-08 2022-06-08         

DE　LA　CRUZ　CLARIAN　ESTANOL 福山市入船町二丁目１１番５号 ローズシティー入船２Ｆ ＣＨＩＬＬ　ＢＡＲ 飲食店営業 一般 第220206号 2022-06-08 2027-09-30 2022-06-08 2022-06-08         

株式会社ハローズ 代表取締役 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 魚介類販売業 一般 第220207号 2022-07-01 2028-06-30 2022-06-08 2022-06-08 2017-06-20

株式会社ハローズ 代表取締役 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 菓子製造業 一般 第220208号 2022-07-01 2028-06-30 2022-06-08 2022-06-08 2017-06-20

佐藤　和人 広島県内全域 りっちゃんカフェ 飲食店営業 移動販売車 第220209号 2022-06-09 2027-06-30 2022-06-09 2022-06-09         

株式会社上原商店 代表取締役 上原　勝博 福山市伏見町３番１９号 炉端　ちょうけい次兄 飲食店営業 一般 第220210号 2022-06-09 2027-11-30 2022-06-09 2022-06-09         

有限会社土味 代表取締役 土井　清司 福山市柳津町２２８０番地５ 有限会社土味 菓子製造業 一般 第220211号 2022-07-01 2028-06-30 2022-06-10 2022-06-10 1987-03-19

有限会社ケー・エフ 代表取締役 藤井　文雄 福山市御幸町大字上岩成４５５番地３ ヴァッシュ 菓子製造業 一般 第220212号 2022-06-10 2027-11-30 2022-06-10 2022-06-10         

村上　勝彦 福山市松永町二丁目８番１７号 エルブラン松月堂 菓子製造業 一般 第220213号 2022-07-01 2028-06-30 2022-06-10 2022-06-10 1959-02-01

株式会社シンコー 代表取締役 桑原　靖 福山市今津町三丁目７番２５号 味の蔵 飲食店営業 一般 第220214号 2022-07-01 2028-06-30 2022-06-13 2022-06-13 1999-03-02

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 福山市柳津町三丁目３番１９号 株式会社野村鍍金　福山工場 調理機能を有する自動販売機（要許可） 自動販売機 第220215号 2022-07-01 2028-06-30 2022-06-13 2022-06-13 2005-05-11

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 食肉販売業 一般 第220216号 2022-07-01 2028-06-30 2022-06-13 2022-06-13 2017-02-27

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 麺類製造業 一般 第220217号 2022-07-01 2028-06-30 2022-06-13 2022-06-13 2017-02-27

特定非営利活動法人どりぃむわぁくす 理事 小川　一三 福山市今津町六丁目６番１９号 けやき工房 菓子製造業 一般 第220218号 2022-07-01 2028-06-30 2022-06-13 2022-06-13 2011-03-15

特定非営利活動法人どりぃむわぁくす 理事 小川　一三 福山市今津町六丁目６番１９号 けやき工房 そうざい製造業 一般 第220219号 2022-07-01 2028-06-30 2022-06-13 2022-06-13 2011-03-15

有限会社やまさきショップ 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 飲食店営業 一般 第220220号 2022-07-01 2028-06-30 2022-06-13 2022-06-13 1999-05-07

有限会社やまさきショップ 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 漬物製造業 一般 第220221号 2022-06-13 2027-06-30 2022-06-13 2022-06-13         

株式会社虎屋本舗 代表取締役 高田　海道 福山市神辺町大字新徳田５２８番地 虎屋本舗　神辺店 飲食店営業 一般 第220222号 2022-06-14 2027-10-31 2022-06-14 2022-06-14         

宗岡　節子 福山市今津町３番地 お好み焼きパンダ 飲食店営業 一般 第220223号 2022-07-01 2028-06-30 2022-06-14 2022-06-14 1981-03-06

有限会社備後食品流通センター 代表取締役 兼光　重彦 福山市神村町４８３７番地 備後食品流通センター 食肉販売業 一般 第220224号 2022-07-01 2028-06-30 2022-06-14 2022-06-14 1978-03-09

山下　公之 福山市松永町四丁目１３番１号 スナック　らら 飲食店営業 一般 第220225号 2022-07-01 2028-06-30 2022-06-14 2022-06-14 2017-04-11

株式会社天満屋 代表取締役 斎藤　和好 福山市東桜町３番５号 株式会社天満屋福山店　福山市役所売店 飲食店営業 一般 第220226号 2022-06-15 2027-11-30 2022-06-15 2022-06-15         

ミヤモト　ジョベリン　ラグバン 福山市昭和町４番６号 ローズプラッツ２－Ｂ ミカ 飲食店営業 一般 第220227号 2022-06-15 2027-09-30 2022-06-15 2022-06-15         

有限会社マザーベア 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 菓子製造業 一般 第220228号 2022-07-01 2028-06-30 2022-06-15 2022-06-15 2011-04-12

株式会社ジョイフル中国 代表取締役 林　信太郎 福山市高西町三丁目１６番２７号 ジョイフル東尾道店 飲食店営業 一般 第220229号 2022-07-01 2028-06-30 2022-06-15 2022-06-15 1999-05-11

杉野　悦男 福山市柳津町二丁目７番５号 杉吉 飲食店営業 一般 第220230号 2022-07-01 2028-06-30 2022-06-15 2022-06-15 1984-06-27

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 Ｆｕｋｕｙａｍａ　ふくふく市 魚介類販売業 一般 第220231号 2022-06-17 2027-09-30 2022-06-17 2022-06-17 2020-02-17

田中　裕樹 福山市松永町五丁目７番５号 十々 飲食店営業 一般 第220232号 2022-07-01 2028-06-30 2022-06-17 2022-06-17 2011-02-09

合同会社恵寿コーポレーション 代表社員 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 飲食店営業 一般 第220233号 2022-07-01 2028-06-30 2022-06-21 2022-06-21 2017-05-18

株式会社VIJAY　GANGA　INTERNATIONAL 代表取締役 ディマリ・シャクティ・プラサド 福山市三之丸町３０番１号 さんすてビル１Ｆ インド料理店ムンバイパレス 飲食店営業 一般 第220234号 2022-06-21 2027-11-30 2022-06-21 2022-06-21         

林　貴子 福山市霞町三丁目１番２号 Ｂａｒ　Ｋｅｅｐ 飲食店営業 一般 第220235号 2022-06-21 2027-09-30 2022-06-21 2022-06-21         

藤井　祥二 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 菓子製造業 一般 第220236号 2022-07-01 2028-06-30 2022-06-21 2022-06-21 2011-05-24

レボレド　タニグチ　カロリナ　シルビア 広島県内全域 ＬＡ　ＣＡＳＩＴＡ　ＤＥ　ＤＯＮ　ＳＡ 飲食店営業 移動販売車 第220237号 2022-06-22 2027-06-30 2022-06-22 2022-06-22         

藤井　輝美 福山市南蔵王町三丁目８番５号 Ａ１０２ ｍｕｍｉｎ そうざい製造業 一般 第220238号 2022-06-22 2027-07-31 2022-06-22 2022-06-22         
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北川　敦也 福山市元町１３番１０号 ブティックイリヤビル５Ｆ Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ　ＰＥＡＣＥ 飲食店営業 一般 第220239号 2022-06-23 2027-11-30 2022-06-23 2022-06-23         

森迫　伸子 福山市松永町二丁目１５番４８号 森迫製麺所 麺類製造業 一般 第220240号 2022-07-01 2028-06-30 2022-06-24 2022-06-24 1969-05-31

星島　伸 広島県内全域 ＣＯＲＥ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 飲食店営業 移動販売車 第220241号 2022-06-24 2027-11-30 2022-06-24 2022-06-24         

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 福山市南蔵王町二丁目２６番４６号 スターバックスコーヒー 福山南蔵王１８２号店 飲食店営業 一般 第220242号 2022-06-24 2027-07-31 2022-06-24 2022-06-24         

株式会社ライフイート 代表取締役 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 そうざい製造業 一般 第220243号 2022-06-24 2027-07-31 2022-06-24 2022-06-24         

株式会社ライフイート 代表取締役 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 飲食店営業 一般 第220244号 2022-06-24 2027-07-31 2022-06-24 2022-06-24 2014-10-29

株式会社ライフイート 代表取締役 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 魚介類販売業 一般 第220245号 2022-06-24 2027-07-31 2022-06-24 2022-06-24 2014-10-29

福田　澄枝 福山市松永町五丁目９番２９号 スナック　ラブ 飲食店営業 一般 第220246号 2022-07-01 2028-06-30 2022-06-27 2022-06-27 1987-04-03

株式会社アクレス 代表取締役 小林　俊康 福山市松永町五丁目１番５号 株式会社アクレス 食品の小分け業 一般 第220247号 2022-06-28 2027-06-30 2022-06-28 2022-06-28         

田口　裕司 福山市藤江町１６４１番地 ＷＡＲＡＪＩ そうざい製造業 一般 第220248号 2022-06-28 2027-06-30 2022-06-28 2022-06-28         

株式会社繁廣 代表取締役 川上　茂 福山市瀬戸町大字山北５０６番地４ 株式会社繁廣 　瀬戸店 飲食店営業 一般 第220249号 2022-07-01 2028-06-30 2022-06-28 2022-06-28 1993-05-18

株式会社シーアンドシー 代表取締役 黒岩　育 福山市金江町藁江６１９番地２ 広島県立福山少年自然の家　食堂棟 飲食店営業 一般 第220250号 2022-07-01 2028-06-30 2022-06-28 2022-06-28 2017-03-29

川崎　稔生 福山市住吉町２番２号 十色 飲食店営業 一般 第220251号 2022-06-29 2027-09-30 2022-06-29 2022-06-29         

株式会社アリアル 代表取締役 麥田　祐市郎 福山市駅家町大字江良４４０番地１ ｏｎｅ，ｓ 飲食店営業 一般 第220252号 2022-06-29 2027-10-31 2022-06-29 2022-06-29         

株式会社長崎屋 代表取締役 赤城　真一郎 福山市柳津町一丁目５番７号 ＭＥＧＡドン・キホーテ松永店 飲食店営業 一般 第220253号 2022-06-29 2027-06-30 2022-06-29 2022-06-29         

ＡＣＨＡＲＹＡ　ＰＲＥＭ　ＰＲＡＳＡＤ 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 飲食店営業 一般 第220254号 2022-07-01 2028-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2017-06-28

ツネイシＬＲ株式会社 代表取締役 神原　秀明 広島県内全域 Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 飲食店営業 移動販売車 第220255号 2022-07-01 2028-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2011-04-27

株式会社フォーシーズ 代表取締役 浅野　秀則 広島県内全域 キッチンカー１９号車 飲食店営業 移動販売車 第220256号 2022-06-30 2027-11-30 2022-06-30 2022-06-30         

株式会社宮地 代表取締役 宮地　一文 福山市川口町一丁目８番１１号 うどん処　えびっさん 飲食店営業 一般 第220257号 2022-06-30 2027-09-30 2022-06-30 2022-06-30         

株式会社ケアラ 代表取締役 前田　雄斗 福山市松浜町一丁目１２番１０号 ２ＦＣ Ｚｅｒｏ 飲食店営業 一般 第220258号 2022-06-30 2027-09-30 2022-06-30 2022-06-30         

加藤　健司 福山市住吉町３番２５号 ローズシティ住吉２F クラブ　ハーレム 飲食店営業 一般 第220259号 2022-06-30 2027-09-30 2022-06-30 2022-06-30         

SASAKI　RUTHCELYN　DABAN 福山市入船町二丁目１１番８号 第１プレジャータウンＡ－５　１Ｆ パラワン 飲食店営業 一般 第220260号 2022-06-30 2027-09-30 2022-06-30 2022-06-30         

橘　美紀 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220261号 2022-07-01 2028-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2011-03-11

橘　美紀 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 菓子製造業 一般 第220262号 2022-07-01 2028-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2011-03-11

橘　美紀 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 一般 第220263号 2022-07-01 2028-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2011-03-11

箱﨑　美恵 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 飲食店営業 一般 第220264号 2022-07-01 2028-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2011-06-27

高橋　辰彦 福山市松永町二丁目７番１２号 じんや 飲食店営業 一般 第220265号 2022-07-01 2028-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2017-02-09

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 福山市金江町藁江５９０番地１ 下永病院シダックス事業所 飲食店営業 一般 第220266号 2022-07-01 2028-06-30 2022-06-30 2022-06-30 2017-03-30

谷本　恵 福山市沖野上町二丁目２番２８－１０５号 Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｃｏｍｍａ 飲食店営業 一般 第220267号 2022-06-30 2027-09-30 2022-06-30 2022-06-30         

2 / 2 ページ （※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）


