
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

株式会社はなび 代表取締役 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220478号 2022-09-01 2027-09-30 2022-09-01 2022-09-01 2020-04-30

株式会社はなび 代表取締役 上中谷　哲 福山市御門町三丁目１０番２２号 はなび 菓子製造業 一般 第220479号 2022-09-01 2027-09-30 2022-09-01 2022-09-01         

株式会社はなび 代表取締役 上中谷　哲 福山市御門町三丁目１０番２２号 はなび そうざい製造業 一般 第220480号 2022-09-01 2027-09-30 2022-09-01 2022-09-01         

有限会社プチットメールダイゴ 代表取締役 大村　茂 福山市神辺町大字新道上１０番地２６ フジグラン神辺内 グランの湯　レストラン 飲食店営業 一般 第220481号 2022-09-01 2027-10-31 2022-09-01 2022-09-01         

三宅　香代子 福山市明治町５番７号 明治館ビル１Ｆ スナック愛子 飲食店営業 一般 第220482号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-02 2022-09-02 1984-07-04

廣本　隆己 福山市地吹町４番３号 カフェ・ド・パル 飲食店営業 一般 第220483号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-02 2022-09-02 1984-05-18

柚木　真理子 福山市沖野上町三丁目８番２８号 やす兵衛 飲食店営業 一般 第220484号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-02 2022-09-02 1984-04-20

パークフーズ株式会社 代表取締役 井上　大資 福山市東川口町一丁目５番２０号 パークフーズ株式会社 食肉処理業 一般 第220485号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-02 2022-09-02 1999-05-26

日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色　保 福山市緑町２番４１号 日本マクドナルド株式会社ＣＯＣＯＲＯＳＥ 福山店 飲食店営業 一般 第220486号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-02 2022-09-02 2011-09-22

有限会社ＨＩＴＴ 代表取締役 井上　公平 福山市三之丸町３０番１号 南口ビル できたておむすび米米ＪＲ福山駅店 飲食店営業 一般 第220487号 2022-09-05 2027-11-30 2022-09-05 2022-09-05         

有限会社タケウチ 代表取締役 竹内　和雄 福山市東川口町五丁目１１番１９号 KITCHEN　HOUSE　TAKEUCHI 飲食店営業 一般 第220488号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-05 2022-09-05 1990-07-04

古場　千代治 福山市多治米町一丁目６番７号 串焼こば 飲食店営業 一般 第220489号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-05 2022-09-05 1999-04-28

栗巣野　裕子 福山市住吉町４番１３号 ナナビル１階 四季遊膳　凛 飲食店営業 一般 第220490号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-05 2022-09-05 2005-08-04

門田　和 福山市道三町４番３号 串やき  かど 飲食店営業 一般 第220491号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-05 2022-09-05 1990-09-20

松尾　徹 福山市昭和町２番１０号 ル・パティオビル１Ｆ ＷＡＴＳＯＮ 飲食店営業 一般 第220492号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-05 2022-09-05 1993-08-25

池田　ナミエ 福山市沖野上町六丁目７番１６号 みゆき 飲食店営業 一般 第220493号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-05 2022-09-05 1999-06-29

株式会社ＡＫＡＴＳＵＫＩ 代表取締役 武井　文秀 福山市南町１番２６号 吉山ビル２F ＡＲＴＥＭＩＳ 飲食店営業 一般 第220494号 2022-09-05 2027-09-30 2022-09-05 2022-09-05         

ＮＡＵＴＩＹＡＬ　ＤＩＬＩＰ 福山市緑町２番４４－２号 インド料理　シタール　ＴＡＢＬＡ 飲食店営業 一般 第220495号 2022-10-01 2027-09-30 2022-09-05 2022-09-05 2017-08-28

ＮＡＵＴＩＹＡＬ　ＤＩＬＩＰ 福山市緑町２番４４－２号 インド料理　シタール　ＴＡＢＬＡ そうざい製造業 一般 第220496号 2022-09-05 2027-09-30 2022-09-05 2022-09-05 2020-12-11

田川　能規 福山市明治町１４番２８号 樋口ビル１Ｆ こまや 飲食店営業 一般 第220497号 2022-09-06 2027-09-30 2022-09-06 2022-09-06         

松尾　しのぶ 福山市昭和町４番１０号 しいたいむ 飲食店営業 一般 第220498号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-06 2022-09-06 2005-04-07

武田　憲二 福山市川口町一丁目８番４号 居酒屋　楽巴 飲食店営業 一般 第220499号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-06 2022-09-06 2005-06-15

藤井　善伸 福山市光南町一丁目６番１３号 日本料理　きっちょう 飲食店営業 一般 第220500号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-06 2022-09-06 2017-06-13

針間　弘昭 福山市昭和町９番１２号 晴れたり曇ったり 飲食店営業 一般 第220501号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-06 2022-09-06 2017-06-08

有限会社サンサトウ 代表取締役 佐藤　孝司 福山市草戸町二丁目１６番１８号 佐藤商店 菓子製造業 一般 第220502号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-06 2022-09-06 1993-09-22

川崎　博義 福山市南町１１番１５号 きせつや 飲食店営業 一般 第220503号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-07 2022-09-07 2017-06-14

平良　賢吾 福山市御門町三丁目１０番２６号 １Ｆ 紳士クラブ 飲食店営業 一般 第220504号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-07 2022-09-07 2017-08-01

土屋　淳子 福山市昭和町４番２０号 佐藤ビル２Ｆ－Ｃ Ｂａｒ　Ｌｉｔｔｌｅ 飲食店営業 一般 第220505号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-07 2022-09-07 2017-05-19

衛藤　章子 福山市霞町一丁目６番１２号 コシズビル２Ｆ スナック霞 飲食店営業 一般 第220506号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-08 2022-09-08 1981-09-06

奥野　泰 福山市昭和町３番１号 金風呂 飲食店営業 一般 第220507号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-08 2022-09-08 1981-09-30

藤岡　知子 福山市住吉町８番２９号 Ｋ＆Ｋビル１階３号 Ｐｒｅｄｉａ　プレディア 飲食店営業 一般 第220508号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-08 2022-09-08 2017-09-05

永育株式会社 代表取締役 洪　陽草 福山市道三町５番１７号 ティティ 飲食店営業 一般 第220509号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-08 2022-09-08 1984-06-01

有限会社グッドラック 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 劇場型ラウンジ　空 飲食店営業 一般 第220510号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-08 2022-09-08 2005-07-07

難波　寛治 福山市道三町２番１号 セブン－イレブン福山道三町店 飲食店営業 一般 第220511号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-08 2022-09-08 2017-05-29

青木　滋浩 福山市山手町五丁目１番１３号 ファミリーマート　ナンセン 食肉販売業 一般 第220512号 2022-09-08 2027-12-31 2022-09-08 2022-09-08         

株式会社意食獣エフ 代表取締役 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 飲食店営業 一般 第220513号 2022-09-08 2027-09-30 2022-09-08 2022-09-08 2011-07-07

株式会社意食獣エフ 代表取締役 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 そうざい製造業 一般 第220514号 2022-09-08 2027-09-30 2022-09-08 2022-09-08         

中東　由紀 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ＣＲＯＳＳ 飲食店営業 一般 第220515号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-09 2022-09-09 2005-07-14

株式会社モリヤマ 代表取締役 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 飲食店営業 一般 第220516号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-09 2022-09-09 2017-09-20

株式会社モリヤマ 代表取締役 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 菓子製造業 一般 第220517号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-09 2022-09-09 2017-09-20

株式会社モリヤマ 代表取締役 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 食肉販売業 一般 第220518号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-09 2022-09-09 2017-09-20
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株式会社ダイエットクックサプライ 代表取締役 彦田　英靖 福山市曙町三丁目２３番１６号 株式会社ダイエットクックサプライ 漬物製造業 一般 第220519号 2022-09-09 2028-01-31 2022-09-09 2022-09-09         

日清医療食品株式会社 代表取締役 立林　勝美 福山市王子町一丁目４番５号 日清ビーブル春秋苑 飲食店営業 一般 第220520号 2022-09-12 2028-01-31 2022-09-12 2022-09-12         

日清医療食品株式会社 代表取締役 立林　勝美 福山市港町二丁目１２番１号 日清夢ハウス 飲食店営業 一般 第220521号 2022-09-12 2028-01-31 2022-09-12 2022-09-12         

井上　善嗣 広島県内全域 たこいち 飲食店営業 移動販売車 第220522号 2022-09-13 2027-12-31 2022-09-13 2022-09-13         

高田　展久 福山市入船町一丁目４番１０号 ｎｏｕｖｅｌｌｅ　ｖａｇｕｅ 飲食店営業 一般 第220523号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-13 2022-09-13 2017-07-27

高田　展久 福山市入船町一丁目４番１０号 ｎｏｕｖｅｌｌｅ　ｖａｇｕｅ アイスクリーム類製造業 一般 第220524号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-13 2022-09-13 2017-07-27

高田　展久 福山市入船町一丁目４番１０号 ｎｏｕｖｅｌｌｅ　ｖａｇｕｅ そうざい製造業 一般 第220525号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-13 2022-09-13 2017-07-27

大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 　昭司 福山市川口町四丁目１１番２２号 ディオ福山南店 飲食店営業 一般 第220526号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-13 2022-09-13 2005-07-13

大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 　昭司 福山市川口町四丁目１１番２２号 ディオ福山南店 飲食店営業 一般 第220527号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-13 2022-09-13 2005-07-13

大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 　昭司 福山市川口町四丁目１１番２２号 ディオ福山南店 食肉販売業 一般 第220528号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-13 2022-09-13 2005-07-13

大木　妙子 福山市御門町一丁目１０番２１号 三魚商 魚介類販売業 一般 第220529号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-13 2022-09-13 2011-07-01

矢井　真美 福山市光南町一丁目２番２１号 豊田ビル 喫茶ごん 飲食店営業 一般 第220530号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-14 2022-09-14 2005-06-28

重政　克佳 福山市南町２番２５号 しげば 飲食店営業 一般 第220531号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-14 2022-09-14 2017-09-27

酒井　圭 福山市古野上町７番１３号 花るね 飲食店営業 一般 第220532号 2022-09-14 2027-09-30 2022-09-14 2022-09-14         

株式会社ＯＧＡＭＯＣＣＡ 代表取締役 叺田　靖治 福山市曙町五丁目１２番１０号 まる徳ラーメン福山曙店 飲食店営業 一般 第220533号 2022-09-14 2028-01-31 2022-09-14 2022-09-14         

小田　祐樹 福山市入船町二丁目４番１５号 百軒堂ビル２Ｆ７号室 ＰＯＬＥ　ＰＯＬＥ 飲食店営業 一般 第220534号 2022-09-14 2027-09-30 2022-09-14 2022-09-14         

前原　千穂 福山市神辺町大字川北６２１番地９ ラヴィアン・ローズ 飲食店営業 一般 第220535号 2022-09-14 2027-10-31 2022-09-14 2022-09-14         

株式会社マロンドール 代表取締役 徳永　行紀 福山市多治米町一丁目６番１１号 株式会社マロンドール 飲食店営業 一般 第220536号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-15 2022-09-15 2017-08-29

中野　浩子 福山市昭和町１０番１０号 ＳＡＴＯ８ビル３Ｂ号室 アンジェロ 飲食店営業 一般 第220537号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-15 2022-09-15 2017-09-08

金﨑　伸也 福山市東川口町一丁目４番１５号 夢源 飲食店営業 一般 第220538号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-15 2022-09-15 2017-09-29

山田　節子 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 飲食店営業 一般 第220539号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-15 2022-09-15 1987-07-29

永尾　暢康 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 飲食店営業 一般 第220540号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-15 2022-09-15 1999-04-06

園田　勝子 福山市昭和町４番１８号 鉄板焼一銭 飲食店営業 一般 第220541号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-15 2022-09-15 2011-05-24

アミヤンティ 福山市住吉町３番２５号 Ａ＆Ｋビル２Ｆ スナック　Ａｒｖａ 飲食店営業 一般 第220542号 2022-09-15 2027-09-30 2022-09-15 2022-09-15         

ユウベル株式会社 代表取締役 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 飲食店営業 一般 第220543号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-15 2022-09-15 1999-07-05

土井　茂 広島県内全域 土井商店 飲食店営業 移動販売車 第220544号 2022-09-15 2027-12-31 2022-09-15 2022-09-15         

山丈　泰典 福山市昭和町３番２１号 縁や 飲食店営業 一般 第220545号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-15 2022-09-15 2005-04-14

山口　健二 福山市昭和町４番１０号 山福 飲食店営業 一般 第220546号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-15 2022-09-15 2005-09-28

社会福祉法人祥和会 理事長 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 飲食店営業 一般 第220547号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-15 2022-09-15 2017-06-01

岡　芳令 福山市春日台１番２２号 Ｂｏｕｌａｎｇｅｒｉｅ　ＰＡＲＩ星 菓子製造業 一般 第220548号 2022-09-15 2028-01-31 2022-09-15 2022-09-15         

徳永　圭子 福山市住吉町３番２２号 ローズガーデン２Ｆ スナック　グランデ 飲食店営業 一般 第220549号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-15 2022-09-15 2011-04-01

小川　恭史 福山市明治町５番１１号 黒髭 飲食店営業 一般 第220550号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-15 2022-09-15 2017-06-22

坂本　みゆき 福山市松浜町一丁目１２番１０号 バーレンビル１Ｆ スナック坂本 飲食店営業 一般 第220551号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-15 2022-09-15 2011-08-17

株式会社モアーモモ 代表取締役 藤田　真三 福山市内一円 まつり屋福山鉄板焼き店 飲食店営業 露店 第220552号 2022-09-15 2027-11-30 2022-09-15 2022-09-15         

株式会社モアーモモ 代表取締役 藤田　真三 福山市内一円 まつり屋福山非加熱店 飲食店営業 露店 第220553号 2022-09-15 2027-11-30 2022-09-15 2022-09-15         

松本　剛 福山市瀬戸町大字長和１２４５番地１ いごこち庵　松もと 麺類製造業 一般 第220554号 2022-09-15 2027-12-31 2022-09-15 2022-09-15         

松本　剛 福山市瀬戸町大字長和１２４５番地１ いごこち庵　松もと そうざい製造業 一般 第220555号 2022-09-15 2027-12-31 2022-09-15 2022-09-15         

中居　京子 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 飲食店営業 一般 第220556号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-16 2022-09-16 2017-06-06

稲田　翔太 福山市沼隈町大字下山南１１４番地２ 味噌ラーメン専門店　みそら 冷凍食品製造業 一般 第220557号 2022-09-16 2028-02-29 2022-09-16 2022-09-16         

株式会社ＭＫＪ 代表取締役 松村　賢吾 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 一般 第220558号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-16 2022-09-16 2017-06-30

金尾　恵太 福山市松浜町一丁目７番８号 マリンタワー１　２０１号室 ｃｌｕｂ　Ｄｉａｍｏｎｄ 飲食店営業 一般 第220559号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-16 2022-09-16 2017-07-18
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松下　享平 福山市元町１３番８号 トライアングルビル２F スーパードラゴン 飲食店営業 一般 第220560号 2022-09-16 2027-11-30 2022-09-16 2022-09-16         

藤田　恒治 福山市多治米町六丁目５番２４号 コーヒーハウス  フジタ 飲食店営業 一般 第220561号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-16 2022-09-16 1978-07-13

若林　昭彦 福山市入船町二丁目４番４号 ホースクラブ 飲食店営業 一般 第220562号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-16 2022-09-16 1999-04-28

上島　郁亮 福山市昭和町９番２４号 １Ｆ ＳＬＥＤＧＥ　ＨＡＭＭＥＲ 飲食店営業 一般 第220563号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-16 2022-09-16 2017-06-05

株式会社アイゼンアグリ 代表取締役 土橋　優介 福山市鞆町後地６９４番地１７ アイゼンアグリ加工場 そうざい製造業 一般 第220564号 2022-09-16 2028-02-29 2022-09-16 2022-09-16         

八田　健 福山市鞆町鞆５５２番地２ 八田保命酒舖 清涼飲料水製造業 一般 第220565号 2022-09-16 2028-02-29 2022-09-16 2022-09-16         

門田　俊子 福山市緑町２番１－７号ココローズ内 モッチモ・パスタ福山緑町店 飲食店営業 一般 第220566号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-20 2022-09-20 2017-07-24

一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西　博史 福山市入船町二丁目２番３号 ４７０１ 飲食店営業 一般 第220567号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-20 2022-09-20 2017-08-23

なかむら株式会社 代表取締役 中村　大輔 福山市神辺町大字川北９９９番地１ かんなべ　ジンギスカン　ラムの誘惑 飲食店営業 一般 第220568号 2022-09-20 2027-10-31 2022-09-20 2022-09-20         

片岡　寛子 福山市明治町５番７号 オーシャンクラブ 飲食店営業 一般 第220569号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-20 2022-09-20 2011-04-01

高橋　純一 福山市松浜町一丁目７番８号 マリンタワービル４Ｆ ＰＩＮＫドール 飲食店営業 一般 第220570号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-20 2022-09-20 2017-04-20

福田　杏奈 福山市南町３番１号 杏’ｓｄｉｎｉｎｇ 飲食店営業 一般 第220571号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-20 2022-09-20 2011-06-21

藤原　弘美 福山市南町２１番９号 モアリッチミナミビル ロミヤ 飲食店営業 一般 第220572号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-20 2022-09-20 1993-09-22

土出　多喜子 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 飲食店営業 一般 第220573号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-20 2022-09-20 2011-07-26

株式会社夏海 代表取締役 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 飲食店営業 一般 第220574号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-20 2022-09-20 2017-05-31

日本マクドナルド株式会社 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 飲食店営業 一般 第220575号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-20 2022-09-20 1999-04-06

北川　悦子 福山市住吉町１番４０号 住吉スクエア１階 ＦＯＯＤＳ  ＢＡＲ「田」 飲食店営業 一般 第220576号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-20 2022-09-20 1999-09-10

小見山　あゆみ 福山市住吉町８番２８号 ２Ｆ６号 想　ＳＯ 飲食店営業 一般 第220577号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-20 2022-09-20 2017-08-29

株式会社ＳＰＤＸ 代表取締役 藤井　孝憲 福山市引野町一丁目１５番２号 ｃｏｎｏｋｓ 飲食店営業 一般 第220578号 2022-09-20 2028-01-31 2022-09-20 2022-09-20         

株式会社ＳＰＤＸ 代表取締役 藤井　孝憲 福山市引野町一丁目１５番２号 ｃｏｎｏｋｓ 菓子製造業 一般 第220579号 2022-09-20 2028-01-31 2022-09-20 2022-09-20         

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 福山市松浜町一丁目５番７号 株式会社ファスコーポレーション そうざい製造業 一般 第220580号 2022-09-20 2027-09-30 2022-09-20 2022-09-20         

広島ガス住設株式会社 代表取締役 池岡　憲司 福山市三吉町二丁目１番１７号 銀座に志かわ　広島福山店 菓子製造業 一般 第220581号 2022-09-20 2027-11-30 2022-09-20 2022-09-20         

長澤　陽一 福山市松浜町一丁目６番３号 サンスリービル１Ｆ　１０１号 ＣＨＡＰＴＥＲ　０２ 飲食店営業 一般 第220582号 2022-09-20 2027-09-30 2022-09-20 2022-09-20         

ＳＫＹ　ＩＳＬＡＮＤ　ＧＲＯＵＰ合同会社 代表社員 高橋　慶 福山市住吉町３番３３号 ＣＬＵＢ　ＳＵＭＥＲａ 飲食店営業 一般 第220583号 2022-09-20 2027-09-30 2022-09-20 2022-09-20         

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 福山市津之郷町大字津之郷３３３番地２ 福山サービスエリア（下り線）内 スターバックスコーヒー 福山サービスエリア（下り線）店 飲食店営業 一般 第220584号 2022-09-21 2027-12-31 2022-09-21 2022-09-21         

株式会社ＳＰＤＸ 代表取締役 藤井　孝憲 福山市霞町一丁目１０番２号 Ｅｎｌｅｅ 飲食店営業 一般 第220585号 2022-09-22 2027-09-30 2022-09-22 2022-09-22         

株式会社アペックス西日本 代表取締役 森　吉平 福山市緑町１番８号 三菱電機㈱福山製作所 板金東側屋外　Ｎｏ．３５ 調理機能を有する自動販売機（要許可） 自動販売機 第220586号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-22 2022-09-22 2011-09-27

株式会社はなび 代表取締役 上中谷　哲 福山市西町一丁目１番１号 ｉｔｉ　ＳＥＴＯＵＣＨＩ ＵＤＯＮ　ＨＡＮＡＢＩ 飲食店営業 一般 第220587号 2022-09-22 2027-11-30 2022-09-22 2022-09-22         

ＦＯＲＥＶＥＲ＆ＣＯＭＰＡＮＹ株式会社 代表取締役 古賀　大輔 福山市西町一丁目１番１号 ｉｔｉ　ＳＥＴＯＵＣＨＩ 喫茶　カレー　カリフォルニー 飲食店営業 一般 第220588号 2022-09-22 2027-11-30 2022-09-22 2022-09-22         

福山電業株式会社 代表取締役 島田　宗輔 福山市西町一丁目１番１号 １Ｆ ｉｔｉ　ＳＥＴＯＵＣＨＩ シェアキッチン 飲食店営業 一般 第220589号 2022-09-22 2027-11-30 2022-09-22 2022-09-22         

福山電業株式会社 代表取締役 島田　宗輔 福山市西町一丁目１番１号 １Ｆ ｉｔｉ　ＳＥＴＯＵＣＨＩ シェアキッチン 菓子製造業 一般 第220590号 2022-09-22 2027-11-30 2022-09-22 2022-09-22         

丸谷　宜弘 福山市南町３番１１号 八寸 飲食店営業 一般 第220591号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-26 2022-09-26 1993-07-19

ナチュラルプラス株式会社 代表取締役 伊藤　祐樹 広島県内全域 Ｆｒｅｅ　ｓｔｙｌｅ 飲食店営業 移動販売車 第220592号 2022-09-26 2027-10-31 2022-09-26 2022-09-26         

有限会社パシフィック実業 代表取締役 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 飲食店営業 一般 第220593号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-26 2022-09-26 2017-09-20

西東　幾子 福山市北吉津町三丁目１２番１１号 西東ｃａｆｅ 飲食店営業 一般 第220594号 2022-09-26 2027-11-30 2022-09-26 2022-09-26         

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 福山市光南町一丁目１番３０号 ０Ｈ３０６７広島 飲食店営業 一般 第220595号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-26 2022-09-26 2011-08-18

平田　加寿子 福山市昭和町９番１８号 五番館５Ｆ　５Ａ 蘭　Ａｒａｒａｇｉ 飲食店営業 一般 第220596号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-26 2022-09-26 2017-06-29

株式会社ベッセル 代表取締役 澁谷　誠 福山市三之丸町８番１６号 福山ニューキャッスルホテル（３階調理場） そうざい製造業 一般 第220597号 2022-09-26 2027-11-30 2022-09-26 2022-09-26         

平河　善夫 福山市春日町三丁目１６番８号 豚喜 飲食店営業 一般 第220598号 2022-09-26 2028-01-31 2022-09-26 2022-09-26 2015-07-17

平河　善夫 福山市春日町三丁目１６番８号 豚喜 冷凍食品製造業 一般 第220599号 2022-09-26 2028-01-31 2022-09-26 2022-09-26         

株式会社エージェックス 代表取締役 浅野間　淳 福山市東深津町二丁目９番２６号 ＪＥＣＳケアフーズ福山店 飲食店営業 一般 第220600号 2022-09-26 2028-01-31 2022-09-26 2022-09-26         
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株式会社ベッセル 代表取締役 澁谷　誠 福山市三之丸町８番１６号 福山ニューキャッスルホテル（Ｂ１階） 鞆の浦 飲食店営業 一般 第220601号 2022-09-26 2027-11-30 2022-09-26 2022-09-26 1984-06-13

株式会社ベッセル 代表取締役 澁谷　誠 福山市三之丸町８番１６号 福山ニューキャッスルホテル（Ｂ１階） 鞆の浦 そうざい製造業 一般 第220602号 2022-09-26 2027-11-30 2022-09-26 2022-09-26         

株式会社ベッセル 代表取締役 澁谷　誠 福山市三之丸町８番１６号 福山ニューキャッスルホテル（１階） ＣＬＡＩＲＥ、Ｒｏｓｉｅｒ 飲食店営業 一般 第220603号 2022-09-26 2027-11-30 2022-09-26 2022-09-26 1984-06-13

株式会社ベッセル 代表取締役 澁谷　誠 福山市三之丸町８番１６号 福山ニューキャッスルホテル（１階） ＣＬＡＩＲＥ、Ｒｏｓｉｅｒ そうざい製造業 一般 第220604号 2022-09-26 2027-11-30 2022-09-26 2022-09-26         

有限会社中国料理長城 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 飲食店営業 一般 第220605号 2022-09-27 2027-09-30 2022-09-27 2022-09-27 2007-04-25

有限会社中国料理長城 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 そうざい製造業 一般 第220606号 2022-09-27 2027-09-30 2022-09-27 2022-09-27         

株式会社Ｔ企画 代表取締役 富山　英成 福山市新涯町一丁目４０番７号 からやま福山新涯店 飲食店営業 一般 第220607号 2022-09-27 2028-01-31 2022-09-27 2022-09-27         

小林　久美 福山市昭和町９番５号 第２Ｓビル コノハナノサクヤ 飲食店営業 一般 第220608号 2022-09-27 2027-09-30 2022-09-27 2022-09-27         

吉野　莉沙 福山市住吉町８番２８号 カーサビル２F９号 Ｌｏｕｎｇｅ　ＧＡＲＵＤＡ 飲食店営業 一般 第220609号 2022-09-27 2027-09-30 2022-09-27 2022-09-27         

河相　明美 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 美月 飲食店営業 一般 第220610号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-27 2022-09-27 2011-05-12

笠井　亮太 福山市明治町７番６号 ホワイトビル１階 ＩＲＩＳ 飲食店営業 一般 第220611号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-27 2022-09-27 2017-07-26

株式会社サザビーリーグ 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 飲食店営業 一般 第220612号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-27 2022-09-27 1999-04-13

株式会社サザビーリーグ 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 菓子製造業 一般 第220613号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-27 2022-09-27 1999-04-13

福山電業株式会社 代表取締役 島田　宗輔 福山市西町一丁目１番１号 １Ｆ ｉｔｉ　ＳＥＴＯＵＣＨＩ セントラルキッチン 飲食店営業 一般 第220614号 2022-09-27 2027-11-30 2022-09-27 2022-09-27         

塩出　喬史 福山市西町一丁目１番１号 ｉｔｉ　ＳＥＴＯＵＣＨＩ Ｌａｕｇｈｔｅｒ　Ｄｏｕｇｈｎｕｔｓ 菓子製造業 一般 第220615号 2022-09-27 2027-11-30 2022-09-27 2022-09-27         

藤井　敏博 福山市川口町二丁目３番４号 藤井製パン所 菓子製造業 一般 第220616号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-28 2022-09-28 1990-05-30

岡田　光子 福山市多治米町一丁目２５番１７号 岡田 飲食店営業 一般 第220617号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-28 2022-09-28 2005-09-01

株式会社大久 代表取締役 大村　豊 福山市西桜町二丁目１番２２号 株式会社大久 そうざい製造業 一般 第220618号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-28 2022-09-28 1993-07-16

岡部　通男 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 飲食店営業 一般 第220619号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-28 2022-09-28 2011-06-02

石田　宏康 広島県内全域 炉ばた焼　しろ 飲食店営業 移動販売車 第220620号 2022-09-29 2027-09-30 2022-09-29 2022-09-29         

福山電業株式会社 代表取締役 島田　宗輔 広島県内全域 ｉｔｉ　ＳＥＴＯＵＣＨＩ　キッチンカー 飲食店営業 移動販売車 第220621号 2022-09-29 2027-11-30 2022-09-29 2022-09-29         

株式会社マルシメ 代表取締役 遠藤　宗一郎 福山市西町一丁目１番１号 ｉｔｉ　ＳＥＴＯＵＣＨＩ　１Ｆ ＮＥＥＤ　ＴＨＥ　ＰＬＡＣＥ ＳＥＴＯＵＣＨＩ 飲食店営業 露店 第220622号 2022-09-29 2027-11-30 2022-09-29 2022-09-29         

福山電業株式会社 代表取締役 島田　宗輔 福山市西町一丁目１番１号 １Ｆ ｉｔｉ　ＳＥＴＯＵＣＨＩ　ＣＡＧＥ 飲食店営業 露店 第220623号 2022-09-29 2027-11-30 2022-09-29 2022-09-29         

門田　恵津子 福山市鞆町鞆４０７番地 モンデン 魚介類販売業 一般 第220624号 2022-09-30 2028-02-29 2022-09-30 2022-09-30         

岸本　誠士 福山市東吉津町１番２号 １０２ 占いカフェ　ＨａｐｐｙＭｏｕｎｔａｉｎ はぴま 飲食店営業 一般 第220625号 2022-09-30 2027-11-30 2022-09-30 2022-09-30         

赤坂　隆祥 福山市住吉町３番２２号 ローズガーデン１０７ 赤 飲食店営業 一般 第220626号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2005-04-28

株式会社でりかエッセン 代表取締役 川上　裕介 福山市緑町９番７号 やよい軒　緑町店 飲食店営業 一般 第220627号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2017-05-30

株式会社Ａ．Ｅ．Ｕ．Ｇ． 代表取締役 松原　宏林 福山市新涯町一丁目２４番３１号 ドミノ・ピザ　福山新涯店 飲食店営業 一般 第220628号 2022-09-30 2028-01-31 2022-09-30 2022-09-30         

三島　健 福山市沼隈町大字上山南４６番地 ＯＷＬ　ＬＡＮＤ　ＣＡＦＥ 飲食店営業 一般 第220629号 2022-09-30 2028-02-29 2022-09-30 2022-09-30         

株式会社多幸半 代表取締役 渡邊　準 福山市昭和町１番１５号 よりしま多幸半 飲食店営業 一般 第220630号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2005-08-11

石井　美佐 福山市古野上町７番１５号 スナック　みさ 飲食店営業 一般 第220631号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2011-08-03

森光　邦孝 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220632号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2017-04-12

村上　芙美恵 福山市昭和町９番５号 ラウンジＡｍｉ 飲食店営業 一般 第220633号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2017-06-02

上野　滿琉江 福山市入船町二丁目４番２０号 百軒堂ビルＡ棟２－１ ブルーアイズ 飲食店営業 一般 第220634号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2017-08-03

佐場　雄希 福山市住吉町３番２２号 ローズガーデン２F　２０６ ＡＩＲ 飲食店営業 一般 第220635号 2022-09-30 2027-09-30 2022-09-30 2022-09-30         

宮本　奈美子 福山市昭和町４番１８号 六番館ビル５Ｆ ＣＯ．Ｎａｍｉ 飲食店営業 一般 第220636号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-30 2022-09-30 1999-08-30

杉原　矩子 福山市昭和町３番１号 岩橋ビル１－Ａ 居酒屋　味花 飲食店営業 一般 第220637号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2005-08-09

日清医療食品株式会社 代表取締役 立林　勝美 福山市住吉町４番１号 セオ病院事業所 飲食店営業 一般 第220638号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2017-09-07

藤本　茉莉子 福山市住吉町８番２８号 カーサビル２Ｆ Ｌｏｕｎｇｅ　ＳＵＩ 飲食店営業 一般 第220639号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2011-05-16

ＬＳＧ株式会社 代表取締役 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 飲食店営業 一般 第220640号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2017-07-03

福井　真由美 福山市昭和町９番１８号 五番館２Ｆ Ｂｅｔｔｙ’ｓ 飲食店営業 一般 第220641号 2022-10-01 2028-09-30 2022-09-30 2022-09-30 2017-08-15
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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 水産製品製造業 一般 第220642号 2022-09-30 2028-01-31 2022-09-30 2022-09-30 1993-10-07
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