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唐　利萍 福山市沖野上町五丁目２８番１２号 中華料理　町楽食堂 飲食店営業 一般 第220097号 2022-05-02 2027-09-30 2022-05-02 2022-05-02         

株式会社ＬＥＯＣ 代表取締役 森井　秀和 福山市草戸町三丁目１２番２３号 ホーコス株式会社　本社 飲食店営業 一般 第220098号 2022-05-02 2027-09-30 2022-05-02 2022-05-02         

株式会社なかやま牧場 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 食肉販売業 一般 第220099号 2022-05-02 2027-10-31 2022-05-02 2022-05-02 1995-06-30

株式会社なかやま牧場 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 そうざい製造業 一般 第220100号 2022-05-02 2027-10-31 2022-05-02 2022-05-02 2009-11-19

大島　克弥 福山市南本庄一丁目１０番４号 かっちゃん 飲食店営業 一般 第220101号 2022-05-02 2027-05-31 2022-05-02 2022-05-02         

馮　梅紅 福山市昭和町４番５号 Ｌビル１Ｆ－Ｃ 蝶恋花 飲食店営業 一般 第220102号 2022-05-06 2027-09-30 2022-05-06 2022-05-06         

LUMOLJO　PILAR　LUNASIN 福山市住吉町３番２４号 フィリピンフードグリル 飲食店営業 一般 第220103号 2022-05-06 2027-09-30 2022-05-06 2022-05-06         

鹿田　忠晴 福山市南蔵王町五丁目１６番３２号 春日スンドゥブ 飲食店営業 一般 第220104号 2022-05-06 2027-07-31 2022-05-06 2022-05-06 2021-03-30

株式会社ＣＲＩＢ 代表取締役 池田　剛 広島県内全域 ＣＲＩＢ 飲食店営業 移動販売車 第220105号 2022-05-09 2027-07-31 2022-05-09 2022-05-09         

松村　真由美 広島県内全域 鉄板工房マルマサ 飲食店営業 移動販売車 第220106号 2022-05-11 2027-05-31 2022-05-11 2022-05-11         

株式会社ヒューマンリンク 代表取締役 中野　康廣 広島県内全域 薪窯Ｐｉｚｚａ　ｒｏｓｓｏ 飲食店営業 移動販売車 第220107号 2022-05-11 2027-05-31 2022-05-11 2022-05-11         

有限会社スリーホープ 代表取締役 山本　和志 広島県内全域 ＭＯＮＤＯ号 飲食店営業 移動販売車 第220108号 2022-05-11 2027-10-31 2022-05-11 2022-05-11         

岡田　恵美 広島県内全域 Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｔｙｏｂｉｔｔｏ 飲食店営業 移動販売車 第220109号 2022-05-11 2027-05-31 2022-05-11 2022-05-11         

佐藤　正則 福山市木之庄町三丁目５番７号 ジェラテリア「インポスターレ」 アイスクリーム類製造業 一般 第220110号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-11 2022-05-11 2017-02-02

佐藤　正則 福山市木之庄町三丁目５番１３号 （洋菓子）エルヴェ 飲食店営業 一般 第220111号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-11 2022-05-11 2017-03-17

佐藤　正則 福山市木之庄町三丁目５番１３号 （洋菓子）エルヴェ 菓子製造業 一般 第220112号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-11 2022-05-11 2017-02-17

柿本　真一郎 福山市駅家町大字万能倉１０４９番地２ 和牛専門店ミキヤ 食肉販売業 一般 第220113号 2022-05-12 2027-10-31 2022-05-12 2022-05-12         

松岡製麺有限会社 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 麺類製造業 一般 第220114号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-13 2022-05-13 1980-05-01

濱田　康弘 福山市城見町一丁目２番３６号 ＦＲＵＩＴＳ　ＧＵＭ 飲食店営業 一般 第220115号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-13 2022-05-13 2017-03-14

ＩＮＡＮＬＩ　ＳＥＲＢＵＬＥＮＴ 広島県内全域 Ｓ　ＴＵＲＫＡ 飲食店営業 移動販売車 第220116号 2022-05-13 2027-05-31 2022-05-13 2022-05-13         

井上　敏春 福山市元町１３番５号 有楽リオンビル２Ｆ 上弦 飲食店営業 一般 第220117号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-13 2022-05-13 2017-03-28

ピーシークリエイト株式会社 代表取締役 工藤　将大 福山市元町１３番２１号 宮通りビル１Ｆ にぎわい酒場　ナカミチ 飲食店営業 一般 第220118号 2022-05-13 2027-05-31 2022-05-13 2022-05-13 2021-12-27

株式会社伊呂波 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 飲食店営業 一般 第220119号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-16 2022-05-16 1990-03-22

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４９２番地１ ミスタードーナツ平成大学通りショップ 飲食店営業 一般 第220120号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-16 2022-05-16 2005-03-22

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４９２番地１ ミスタードーナツ平成大学通りショップ 菓子製造業 一般 第220121号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-16 2022-05-16 2005-03-22

株式会社ふたば 代表取締役 中本　賢治 福山市千田町大字千田２２１１番地２ 走るパン屋さん　ぱんじゃ 菓子製造業 一般 第220122号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-16 2022-05-16 2016-12-21

田辺　正明 福山市大黒町２番１８号 一福食堂 飲食店営業 一般 第220123号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-16 2022-05-16 1960-02-12

有限会社千里十里 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 飲食店営業 一般 第220124号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-16 2022-05-16 1966-04-20

西田　剛 福山市南本庄一丁目３番３号 あおいビジネスホテル 飲食店営業 一般 第220125号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-16 2022-05-16 1987-04-24

有限会社新居 取締役 杉川　泰彦 福山市船町３番１０号 魚とくビル 酒処・味処  あらい 飲食店営業 一般 第220126号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-16 2022-05-16 1990-03-06

有限会社鳥好 取締役 小出　ゆかり 福山市元町１２番１２号 鳥好 飲食店営業 一般 第220127号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-16 2022-05-16 1990-04-13

熊谷　直之 福山市延広町３番７号 アクセビル２Ｆ ロフト 飲食店営業 一般 第220128号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-16 2022-05-16 1999-05-17

有限会社中井 代表取締役 垣本　隆司 福山市南本庄二丁目４番８号 有限会社中井 食肉販売業 一般 第220129号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-16 2022-05-16 1983-12-14

有限会社松葉 代表取締役 桑田　惠次 福山市元町１３番２号 極とん元町店 飲食店営業 一般 第220130号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-16 2022-05-16 2011-02-16

有限会社大和屋本店 代表取締役 塩出　治郎 福山市宝町６番８号 有限会社大和屋本店 菓子製造業 一般 第220131号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-16 2022-05-16 1957-10-18

枝廣　裕子 福山市船町８番２２号 １Ｆ ｈａｒｍｏｎｙベル 飲食店営業 一般 第220132号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-17 2022-05-17 2011-02-22

大前　莉華 福山市明治町１４番２４号 明治町ビル１階１０１号室 宅食ライフ福山店 飲食店営業 一般 第220133号 2022-05-17 2027-09-30 2022-05-17 2022-05-17         

小畠　弘光 福山市本町１番１４号 小畠製菓所 菓子製造業 一般 第220134号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-17 2022-05-17 1986-12-24

ツネイシＬＲ株式会社 代表取締役 神原　秀明 福山市沼隈町大字常石１２８４番地３ 常石造船本館食堂 飲食店営業 一般 第220135号 2022-06-01 2028-02-29 2022-05-17 2022-05-17 2017-02-21

野村　健二 福山市城見町一丁目３番４１号 福城苑 飲食店営業 一般 第220136号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-18 2022-05-18 2016-12-08

藤井　勢大 福山市三之丸町４番１号 グレイスビルＢ棟５０１号 ＰＯＲＣＯ 飲食店営業 一般 第220137号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-18 2022-05-18 2016-12-20
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有限会社酒のマエダ 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 飲食店営業 一般 第220138号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-18 2022-05-18 2017-02-21

前原　純治 福山市船町１番２８号 遊酒蔵　純 飲食店営業 一般 第220139号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-18 2022-05-18 2017-03-29

塚本　喜久子 福山市本庄町中三丁目２番２６号 つかもと 飲食店営業 一般 第220140号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-18 2022-05-18 1975-04-03

赤谷　益子 福山市三吉町四丁目１３番３０号 とうへん木 飲食店営業 一般 第220141号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-18 2022-05-18 1992-12-24

三島　章寛 福山市元町１３番１２号 エスビル２Ｆ 酒膳屋　三茶 飲食店営業 一般 第220142号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-18 2022-05-18 2017-03-16

森本　新次 福山市元町８番７号 酒奏居肴家　季酒 飲食店営業 一般 第220143号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-18 2022-05-18 2011-03-23

株式会社ＧｏｏｄＰｉｎｅ 代表取締役 松本　敬文 福山市元町８番４号 瀬戸内バル　Ｒｉｅｔｔｏ 飲食店営業 一般 第220144号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-18 2022-05-18 2017-04-24

株式会社ＧｏｏｄＰｉｎｅ 代表取締役 松本　敬文 福山市元町１番１２号 浜焼太郎　福山駅前店 飲食店営業 一般 第220145号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-18 2022-05-18 2016-12-28

株式会社ｓａｋｋｕｒｕ 代表取締役 山田　早苗 福山市伏見町１番４号 伏見　ＢＡＬ　ＳＡＫＫＵＲＵ． 飲食店営業 一般 第220146号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-18 2022-05-18 2017-05-24

株式会社ｓａｋｋｕｒｕ 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 飲食店営業 一般 第220147号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-18 2022-05-18 2017-04-21

株式会社岡山木村屋 代表取締役 梶谷　周平 福山市東桜町１番８号 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 飲食店営業 一般 第220148号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-18 2022-05-18 2011-03-23

ユーシーシー上島珈琲株式会社 代表取締役 朝田　文彦 福山市元町１番１号 天満屋福山店Ｂ１Ｆ ＵＣＣカフェメルカード　福山天満屋店 飲食店営業 一般 第220149号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-18 2022-05-18 2017-04-26

株式会社フューレック 代表取締役 藤本　慎介 福山市船町６番４号 まごころ料理　ふな家 冷凍食品製造業 一般 第220150号 2022-05-18 2027-05-31 2022-05-18 2022-05-18         

砂原　幸子 福山市入船町二丁目１１番８号 第１プレジャータウンＢ　東の２号室 四つ葉食堂 飲食店営業 一般 第220151号 2022-05-18 2027-09-30 2022-05-18 2022-05-18         

株式会社大地の母フードサービス 代表取締役 土居　正人 福山市本庄町中二丁目６番３３号 府中お好み焼き鉄板焼き大地の母本庄店 飲食店営業 一般 第220152号 2022-05-18 2027-05-31 2022-05-18 2022-05-18         

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 福山市宝町３０番１号 セブン－イレブン福山宝町店 飲食店営業 一般 第220153号 2022-05-19 2027-05-31 2022-05-19 2022-05-19         

千葉　雅量 福山市元町１５番５号 中村ビル１Ｆ東 お好み焼　鉄板焼　えんまる 飲食店営業 一般 第220154号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-19 2022-05-19 2016-12-08

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 冷凍食品製造業 一般 第220155号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-19 2022-05-19 1999-04-07

芦田川観光株式会社 代表取締役 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 一般 第220156号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-19 2022-05-19 1975-02-27

永岡　隆之 福山市北本庄一丁目２番１２号 パスタいーくら． 飲食店営業 一般 第220157号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-19 2022-05-19 2017-04-18

マルト製菓株式会社 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 菓子製造業 一般 第220158号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-19 2022-05-19 1971-04-01

株式会社中村煎餅 代表取締役 中村　友泰 福山市吉津町１番７号 中村煎餅　吉津工場 菓子製造業 一般 第220159号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-20 2022-05-20 2017-01-27

株式会社中村煎餅 代表取締役 中村　友泰 福山市北吉津町二丁目５番１０号 中村煎餅 菓子製造業 一般 第220160号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-20 2022-05-20 2017-01-27

小平　裕也 福山市伏見町１番９号 味心　海福 飲食店営業 一般 第220161号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-20 2022-05-20 2017-03-07

株式会社あきんどスシロー 代表取締役 新居　耕平 福山市春日町五丁目３番９号 スシロー福山春日店 飲食店営業 一般 第220162号 2022-05-20 2027-07-31 2022-05-20 2022-05-20         

藤井　和泉 福山市三吉町南一丁目４番２２号 セブン－イレブン福山三吉町南店 飲食店営業 一般 第220163号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-20 2022-05-20 2011-02-16

福冨　治輝 福山市芦田町大字上有地３０７２番地 セブン－イレブン　福山芦田町店 飲食店営業 一般 第220164号 2022-05-23 2027-10-31 2022-05-23 2022-05-23         

衣笠　豪 福山市鞆町鞆６３５番地 きち 飲食店営業 一般 第220165号 2022-05-23 2027-08-31 2022-05-23 2022-05-23         

茭口　直美 福山市本庄町中二丁目４番３０号 如稲 菓子製造業 一般 第220166号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-24 2022-05-24 2017-01-12

茭口　直美 福山市本庄町中二丁目４番３０号 如稲 そうざい製造業 一般 第220167号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-24 2022-05-24 2017-01-12

映クラ株式会社 代表取締役 山西　健三 福山市南本庄一丁目１０番２３号 大阪王将　福山南本庄店 飲食店営業 一般 第220168号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-24 2022-05-24 2017-03-14

永柄　智幸 福山市元町６番３号 ラ・カーザしんたに地下１Ｆ バー　カフェ　カサブランカ 飲食店営業 一般 第220169号 2022-05-24 2027-05-31 2022-05-24 2022-05-24         

株式会社一檎 代表取締役 松下　享平 福山市元町１５番２０号 さだかねビル１Ｆ 創作レストラン明 飲食店営業 一般 第220170号 2022-05-24 2027-05-31 2022-05-24 2022-05-24         

ゴディバジャパン株式会社 代表取締役 ジェローム・シュシャン 福山市元町１番１号 Ｂ１Ｆ ゴディバ　天満屋福山店 飲食店営業 一般 第220171号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-24 2022-05-24 2017-04-25

田上　嘉信 福山市御幸町大字森脇４４３番地１３ 中号１階 定食・炭火焼　壱 飲食店営業 一般 第220172号 2022-05-25 2027-05-31 2022-05-25 2022-05-25         

株式会社ヨシックスフーズ 代表取締役 瀬川　雅人 福山市伏見町４番２６号 ニパチ福山店 飲食店営業 一般 第220173号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-25 2022-05-25 2017-05-26

長沼　正樹 福山市元町８番２号 囲肴屋　樹 飲食店営業 一般 第220174号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-25 2022-05-25 2017-01-24

株式会社ブランパートナーズ 代表取締役 有吉　彰英 福山市延広町７番１６号 小川ビル１Ｆ 鮨吉 飲食店営業 一般 第220175号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-25 2022-05-25 2017-05-26

迫　正宏 福山市元町１２番１７号 元町ビル５Ｆ サクラメント 飲食店営業 一般 第220176号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-25 2022-05-25 2011-04-22

北島　成樹 福山市船町２番８号 船町ビル３Ｆ アンファンテリブル 飲食店営業 一般 第220177号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-25 2022-05-25 2016-12-05

アールエヌティーホテルズ株式会社 代表取締役 本山　浩平 福山市東桜町１番１号 リッチモンドホテル福山駅前 飲食店営業 一般 第220178号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-25 2022-05-25 2011-02-25
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鈴木　英二 広島県内全域 やきとり竜鳳（倉敷８８０あ５２８） 飲食店営業 移動販売車 第220179号 2022-06-01 2027-05-31 2022-05-25 2022-05-25 2017-03-13

津國　裕一 福山市御幸町大字上岩成７４３番地２ ２９２ｃａｆｅ 飲食店営業 一般 第220180号 2022-05-26 2027-05-31 2022-05-26 2022-05-26         

津國　裕一 福山市御幸町大字上岩成７４３番地２ ２９２ｃａｆｅ 菓子製造業 一般 第220181号 2022-05-26 2027-05-31 2022-05-26 2022-05-26         

株式会社ＡＭＡＩ　ＭＡＮＧＯ 代表取締役 ウィン・ティ・ウィン 福山市伏見町２番９号 ＱＵＡＮ　ＶＩ　ＱＵＥ 飲食店営業 一般 第220182号 2022-05-26 2027-05-31 2022-05-26 2022-05-26         

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 飲食店営業 一般 第220183号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-26 2022-05-26 2017-02-20

株式会社夢笛 代表取締役 髙橋　英樹 福山市元町１番１号 天満屋８Ｆ コンフォート天満屋店 飲食店営業 一般 第220184号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-26 2022-05-26 2017-04-18

株式会社魚国総本社 代表取締役 田所　伸浩 福山市木之庄町五丁目２番１１号 魚国総本社・福山市２８７９５ 飲食店営業 一般 第220185号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-27 2022-05-27 2017-03-10

株式会社シーアンドシー 代表取締役 黒岩　育 福山市北本庄四丁目８番４８号 福山職業能力開発短期大学校 学生ホール食堂 飲食店営業 一般 第220186号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-27 2022-05-27 2017-03-30

株式会社シーアンドシー 代表取締役 黒岩　育 福山市北本庄四丁目５番４号 福山職業能力開発短期大学校 学生寮食堂 飲食店営業 一般 第220187号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-27 2022-05-27 2017-03-30

株式会社日米クック 代表取締役 米谷　素明 福山市西町二丁目１１番３６号 福山城西病院 飲食店営業 一般 第220188号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-27 2022-05-27 2010-12-06

岡田　沙弥香 福山市住吉町７番９号 モアリッチファーストビル１階Ｅ号室 Ｐｌａｔｉｎｕｍ 飲食店営業 一般 第220189号 2022-05-27 2027-09-30 2022-05-27 2022-05-27         

村上　正 福山市昭和町２番１０号 ルパティオ２０３ フーガ 飲食店営業 一般 第220190号 2022-05-27 2027-09-30 2022-05-27 2022-05-27         

株式会社膳夫高木 代表取締役 髙木　孝広 福山市船町６番１０号 膳夫髙木　船町店 飲食店営業 一般 第220191号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-30 2022-05-30 2017-03-28

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 オーサムベーカリー三之丸店 菓子製造業 一般 第220192号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-30 2022-05-30 2016-12-28

ウオクニ株式会社 代表取締役 野々村　充教 福山市三吉町一丁目１番１号 福山庁舎食堂 飲食店営業 一般 第220193号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-30 2022-05-30 2017-03-29

糸善物産有限会社 代表取締役 木村　貞子 福山市御幸町大字森脇５１５番地１ ホテル　オンリー 飲食店営業 一般 第220194号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-31 2022-05-31 1983-12-14

ＡＳＫ株式会社 代表取締役 廣田　和之 福山市元町１３番２４号 ２Ｆ北 ＢＡＲ　ＩＮＤＩＧＯ 飲食店営業 一般 第220195号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2017-01-26

有限会社たんと 代表取締役 藤井　剛 福山市元町１３番２６－２号 池田ビル１Ｆ 酒膳小路ＢＡＲ月兎 飲食店営業 一般 第220196号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2017-01-30

株式会社日米クック 代表取締役 米谷　素明 福山市千田町大字千田２５９１番地１ ゆめの杜 飲食店営業 一般 第220197号 2022-06-01 2028-05-31 2022-05-31 2022-05-31 2017-03-21
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