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株式会社ＭＩＳＡＫＩ 代表取締役 叺田　靖志 福山市田尻町２８８０番地１ 株式会社ＭＩＳＡＫＩ 水産製品製造業 一般 第220915号 2023-01-04 2028-02-29 2023-01-04 2023-01-04         

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 ピザーラお届け号　１１号車 飲食店営業 移動販売車 第220916号 2023-01-04 2028-05-31 2023-01-04 2023-01-04         

岩部　紘臣 福山市城興ケ丘２２番２３号 ＬＣＭｃａｆｅ 菓子製造業 一般 第220917号 2023-01-05 2028-01-31 2023-01-05 2023-01-05         

株式会社ハローズ 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 飲食店営業 一般 第220918号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-06 2023-01-06 1999-10-04

株式会社ハローズ 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 魚介類販売業 一般 第220919号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-06 2023-01-06 1999-10-04

株式会社ハローズ 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 食肉販売業 一般 第220920号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-06 2023-01-06 1999-10-04

羽原　広人 福山市内一円 ａｎｏｎｙｍｏｕｓ　ｃａｆｅ 飲食店営業 露店 第220921号 2023-01-10 2028-01-31 2023-01-10 2023-01-10         

三澤　吾郎 福山市松永町四丁目１６番５４－２号 １Ｆ ＳＮＡＣＫ　５６　ＧＯＲＯ 飲食店営業 一般 第220922号 2023-01-11 2028-06-30 2023-01-11 2023-01-11         

宮本　貴子 福山市松浜町一丁目４番６号 立花ビル１０２号 ラウンジ宮貴 飲食店営業 一般 第220923号 2023-01-11 2028-03-31 2023-01-11 2023-01-11         

福山栄養給食株式会社 代表取締役 廣中　信次 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 飲食店営業 一般 第220924号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-11 2023-01-11 2011-09-05

王　静 福山市南手城町一丁目１１番２９号 東京餃子坊 飲食店営業 一般 第220925号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-11 2023-01-11 2017-08-04

株式会社イズミ 代表取締役 山西　泰明 福山市南蔵王町五丁目９番１８号 ゆめタウン蔵王ベーカリー 菓子製造業 一般 第220926号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-11 2023-01-11 2017-12-05

占部水産株式会社 代表取締役 占部 　拓志 福山市一文字町２０番１６号 占部水産株式会社 そうざい製造業 一般 第220927号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-11 2023-01-11 1999-10-18

藤井　孝志 福山市東手城町一丁目３２番１６号 菓子処　ふじい 菓子製造業 一般 第220928号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-11 2023-01-11 2017-08-23

株式会社ケンセイ舎 代表取締役 定藤　英治 福山市日吉台二丁目２６番１３号 ざおう健生苑 飲食店営業 一般 第220929号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-11 2023-01-11 2017-12-13

株式会社英研アカデミー福山 代表取締役 森田　公明 福山市伊勢丘六丁目２２番１７号 レストラン伊勢ヶ丘庭 飲食店営業 一般 第220930号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-13 2023-01-13 2011-12-12

福元　翔太 福山市内一円 ｆｌａｐ 飲食店営業 露店 第220931号 2023-01-16 2028-05-31 2023-01-16 2023-01-16         

Ｆ－ｃｒｅｗ株式会社 代表取締役 広川　永哲 福山市東深津町三丁目３番２９号 やきにく　孫悟空　東深津店 食肉販売業 一般 第220932号 2023-01-16 2028-01-31 2023-01-16 2023-01-16         

宇田製菓株式会社 代表取締役 宇田　知申 福山市箕沖町１０１番地２ 宇田製菓株式会社 菓子製造業 一般 第220933号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-17 2023-01-17 2011-10-24

岡本　洋子 福山市春日町七丁目１０番１８号 サクセスライフ１０３ サウンドぬ～ 飲食店営業 一般 第220934号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-17 2023-01-17 2005-08-01

有限会社原田酒店 代表取締役 原田　晋吉 福山市春日町六丁目８番３０号 セブンイレブン福山春日６丁目店 飲食店営業 一般 第220935号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-17 2023-01-17 2005-08-16

株式会社プライムフーズ 代表取締役 守屋　集 福山市引野町四丁目３番２７号 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　福山引野町店 飲食店営業 一般 第220936号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-17 2023-01-17 2011-10-24

株式会社ＭＳＥＲＲＮＴ 代表取締役 丹下　大 広島県内全域 カレーだしっ！ 飲食店営業 移動販売車 第220937号 2023-01-17 2028-05-31 2023-01-17 2023-01-17         

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カラメル 添加物製造業 一般 第220938号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-17 2023-01-17 1999-12-03

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１階 菓子製造業 一般 第220939号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-17 2023-01-17 1999-12-03

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１階 乳製品製造業 一般 第220940号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-17 2023-01-17 1999-12-03

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１階 添加物製造業 一般 第220941号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-17 2023-01-17 1999-12-03

株式会社ＬＵＣＥ 代表取締役 藤井　恵 福山市駅家町大字近田３７５番地１ ＬＵＣＥ 飲食店営業 一般 第220942号 2023-01-17 2028-04-30 2023-01-17 2023-01-17         

竹内　浩 福山市南蔵王町二丁目１９番１６号 レ・デルパパ そうざい製造業 一般 第220943号 2023-01-18 2028-01-31 2023-01-18 2023-01-18         

宮村　和樹 福山市曙町五丁目１７番２０号 メゾンあけぼの１０３ Ｌａ　ｖｉｅ　Ｋ 菓子製造業 一般 第220944号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-18 2023-01-18 2017-09-04

井上　泰行 福山市木之庄町一丁目１６番２６号 井乃うえ 飲食店営業 一般 第220945号 2023-01-18 2028-05-31 2023-01-18 2023-01-18         

株式会社ベジータ 代表取締役 良邊　貴光 福山市新市町大字下安井６９４番地 ヤァーベリーファーム 飲食店営業 一般 第220946号 2023-01-18 2028-04-30 2023-01-18 2023-01-18         

三宅　洋子 福山市昭和町２番１０号 ルパティオビル２Ｆ Ｂｅｌｉｅｖｅ 飲食店営業 一般 第220947号 2023-01-18 2028-03-31 2023-01-18 2023-01-18         

土井　輝美 福山市伊勢丘七丁目１番１１号 スナックコスモ 飲食店営業 一般 第220948号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-19 2023-01-19 2017-09-01

花川　正人 福山市南蔵王町三丁目８番４１号 うどん居酒屋　結備庵 飲食店営業 一般 第220949号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-19 2023-01-19 2017-08-10

川合　桂 福山市新涯町一丁目３番４４号 Ｃａｆｅ＆Ｓｐａｃｅ　Ｌｉｎｋ 飲食店営業 一般 第220950号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-19 2023-01-19 2017-09-07

藤原　美鈴 福山市南手城町三丁目１０番２０号 カラオケ　まりちゃん 飲食店営業 一般 第220951号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-19 2023-01-19 2017-09-05

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 福山市手城町三丁目１０番１３号 福助苑 飲食店営業 一般 第220952号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-20 2023-01-20 2005-09-30

大島　健司 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 一般 第220953号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-20 2023-01-20 2017-08-30

赤星　京子 福山市曙町五丁目１７番１９号 メゾンあけぼの１０２ 食卓　縁 飲食店営業 一般 第220954号 2023-01-20 2028-01-31 2023-01-20 2023-01-20         

森田　勇 福山市港町一丁目１７番３号 極とん　港町店 飲食店営業 一般 第220955号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-20 2023-01-20 2017-09-27

1 / 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）



営業許可施設一覧 福山市保健所

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 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

川上　達大 福山市南手城町四丁目８番２３号 繁廣手城店 飲食店営業 一般 第220956号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-20 2023-01-20 2017-11-20

因島青果株式会社 代表取締役 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 魚介類販売業 一般 第220957号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-20 2023-01-20 2017-12-15

石本　泰基 福山市新市町大字戸手２０８６番地１３ 配食のふれ愛　福山店 飲食店営業 一般 第220958号 2023-01-20 2028-04-30 2023-01-20 2023-01-20         

我喜屋　信雄 福山市芦田町大字下有地８１１番地３ めん屋　５８ 飲食店営業 露店 第220959号 2023-01-20 2028-04-30 2023-01-20 2023-01-20         

中河　晋太郎 福山市新涯町三丁目３１番１８号 １Ｆ北側 お菓子工房テテ 菓子製造業 一般 第220960号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-23 2023-01-23 2011-10-11

株式会社アペックス西日本 代表取締役 森　吉平 福山市一文字町６番１号 山陽染工株式会社１Ｆ休憩所自販機コーナー 調理機能を有する自動販売機（要許可） 自動販売機 第220961号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-23 2023-01-23 2011-09-08

山本　邦行 福山市東深津町二丁目９番５１号 ファミリーマート福山東深津町店 飲食店営業 一般 第220962号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-23 2023-01-23 2018-01-26

株式会社日米クック 代表取締役 米谷　素明 福山市蔵王町３９６５番地１３ ライフサポートきらり 飲食店営業 一般 第220963号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-23 2023-01-23 2011-09-29

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 福山市引野町一丁目１番１号 福山青果株式会社 調理機能を有する自動販売機（要許可） 自動販売機 第220964号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-23 2023-01-23 1999-10-04

株式会社アペックス西日本 代表取締役 森　吉平 福山市大門町四丁目２２番２８号 昭和運輸株式会社　事務所前 調理機能を有する自動販売機（要許可） 自動販売機 第220965号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-23 2023-01-23 2012-01-24

株式会社髙原 代表取締役 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店 飲食店営業 一般 第220966号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-23 2023-01-23 2017-11-28

宇田川　洋 福山市西深津町四丁目３番１１号 ローソン福山西深津店 飲食店営業 一般 第220967号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-23 2023-01-23 2005-12-07

株式会社アペックス西日本 代表取締役 森　吉平 福山市春日町三丁目３番９号 株式会社ハローズ春日店店頭軒下 調理機能を有する自動販売機（要許可） 自動販売機 第220968号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-23 2023-01-23 2012-01-17

ＮＡＵＴＩＹＡＬ　ＤＩＬＩＰ 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220969号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-23 2023-01-23 2017-08-07

武井　光希 福山市松浜町一丁目２番１８号 ほっと館１－Ｃ ＢＡＲ　ａｃｅ 飲食店営業 一般 第220970号 2023-01-23 2028-03-31 2023-01-23 2023-01-23         

平原　恵 福山市延広町７番１０号 アルティメットビル１０１ グラッシー 飲食店営業 一般 第220971号 2023-01-24 2028-05-31 2023-01-24 2023-01-24         

株式会社ｕｍｉｋａ 代表取締役 谷田　恭平 福山市伏見町４番２２号 田中ビル１Ｆ Ｌｉｔｔｌｅ　Ｓｅｔｏｕｃｈｉ 福山伏見町 飲食店営業 一般 第220972号 2023-01-24 2028-05-31 2023-01-24 2023-01-24         

株式会社ＮＢＦ 代表取締役 鶴原　和行 福山市東深津町三丁目１４番１１号 まいどおおきに福山深津食堂 飲食店営業 一般 第220973号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-24 2023-01-24 2011-10-03

山本　博樹 福山市津之郷町大字津之郷４３３番地１８ 黒 飲食店営業 一般 第220974号 2023-01-24 2028-06-30 2023-01-24 2023-01-24         

小川　知道 福山市南蔵王町四丁目１番５３号 まるき家 飲食店営業 一般 第220975号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-25 2023-01-25 2017-10-27

橘高　正裕 福山市南蔵王町四丁目４番３１号 とん匠　蔵王２号店 飲食店営業 一般 第220976号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-25 2023-01-25 2017-10-25

株式会社ジョイフル中国 代表取締役 林　信太郎 福山市引野町四丁目５番８号 ジョイフル引野店 飲食店営業 一般 第220977号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-26 2023-01-26 1999-12-24

城戸　隆司 福山市南蔵王町六丁目１１番１０号 東 個室ダイニング　千 飲食店営業 一般 第220978号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-26 2023-01-26 2012-01-19

篠原　恵子 福山市東陽台一丁目２４番２２号 Ｌｏｖｅ　＆　Ｐｅａｃｅ 飲食店営業 一般 第220979号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-27 2023-01-27 2005-11-02

株式会社イーティーズ 代表取締役 原田　航太 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 イーティーズ福山春日店 飲食店営業 一般 第220980号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-27 2023-01-27 2017-12-08

二階堂　健平 福山市松浜町一丁目１番１２号 ゴールドパレスビル２Ｆ カフェ＆バー　リアライズ 飲食店営業 一般 第220981号 2023-01-27 2028-03-31 2023-01-27 2023-01-27         

亀川　拓也 福山市内一円 れいとがすきなコッコ 飲食店営業 露店 第220982号 2023-01-27 2028-04-30 2023-01-27 2023-01-27         

後藤　智 福山市坪生町二丁目５番１０号 ごーいちまる 飲食店営業 一般 第220983号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-27 2023-01-27 2017-08-18

内海　博文 福山市南蔵王町一丁目８番２７号 保護ねこｃａｆｅ　Ｆａｍｉｌｉａ 飲食店営業 一般 第220984号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-27 2023-01-27 2017-09-29

こだまベジフル株式会社 代表取締役 児玉　英次 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 魚介類販売業 一般 第220985号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-27 2023-01-27 2014-03-06

こだまベジフル株式会社 代表取締役 児玉　英次 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 そうざい製造業 一般 第220986号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-27 2023-01-27 2017-08-28

大三ミート産業株式会社 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 一般 第220987号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-27 2023-01-27 2017-12-08

合同会社コト暮らし 代表社員 長田　果穂 福山市鞆町鞆７１５番地 鞆の浦ありそ楼 飲食店営業 一般 第220988号 2023-01-31 2028-02-29 2023-01-31 2023-01-31         

佐藤　勇樹 福山市鞆町鞆１３６番地３０ 鯛丸 飲食店営業 一般 第220989号 2023-01-31 2028-02-29 2023-01-31 2023-01-31         

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１番１８号 小林病院内 エームＳＪ３６２２ 飲食店営業 一般 第220990号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-31 2023-01-31 2011-11-14

さくら建設株式会社 代表取締役 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 飲食店営業 一般 第220991号 2023-02-01 2029-01-31 2023-01-31 2023-01-31 2017-10-12

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）


