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高田　展久 福山市入船町一丁目４番１０号 ｎｏｕｖｅｌｌｅ　ｖａｇｕｅ 菓子製造業 一般 第220643号 2022-10-03 2028-03-31 2022-10-03 2022-10-03         

清心株式会社 代表取締役 中谷　光宏 福山市水呑町４４８８番地 水呑三新田６０－４ うららかな風 飲食店営業 一般 第220644号 2022-10-04 2028-02-29 2022-10-04 2022-10-04         

上田　唯 福山市昭和町９番１２号 ストリートビル１階 ラウンジ唯 飲食店営業 一般 第220645号 2022-10-04 2028-03-31 2022-10-04 2022-10-04         

内田　勇 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220646号 2022-11-01 2028-10-31 2022-10-05 2022-10-05 2011-07-27

安原　裕人 福山市神辺町字十三軒屋２１番地４ 喜作 飲食店営業 一般 第220648号 2022-11-01 2028-10-31 2022-10-06 2022-10-06 2011-08-23

小川　里美 福山市新市町大字常２７０４番地３ Ｃｏｎｅ　Ｃｏｎｅ 菓子製造業 一般 第220649号 2022-10-06 2027-10-31 2022-10-06 2022-10-06 2017-11-13

平川　恵子 福山市住吉町１番４０号 住吉スクエア１Ｆ　１０４号 鉄板酒場　ありんこ 飲食店営業 一般 第220650号 2022-10-07 2028-03-31 2022-10-07 2022-10-07         

株式会社Ｔ＆Ｔ 代表取締役 宮地　堅二 福山市笠岡町２番７号 ユニオンビル１階 Ｑｕａｎ　Ｂａｕ　Ｂａｎ 飲食店営業 一般 第220651号 2022-10-07 2027-11-30 2022-10-07 2022-10-07         

橋口　大輔 福山市元町１３番３号 ９５ＢＬＤＧ　Ｂ１Ｆ 焼肉商店　浦島屋　福山店 飲食店営業 一般 第220652号 2022-10-07 2027-11-30 2022-10-07 2022-10-07         

小畠　一晃 福山市神辺町大字川北５３番地 えん 菓子製造業 一般 第220653号 2022-10-07 2027-10-31 2022-10-07 2022-10-07         

株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤　利行 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 飲食店営業 一般 第220654号 2022-11-01 2028-10-31 2022-10-07 2022-10-07 2011-10-04

株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤　利行 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 菓子製造業 一般 第220655号 2022-11-01 2028-10-31 2022-10-07 2022-10-07 2011-10-04

株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤　利行 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 魚介類販売業 一般 第220656号 2022-11-01 2028-10-31 2022-10-07 2022-10-07 2011-10-04

株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤　利行 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 食肉販売業 一般 第220657号 2022-11-01 2028-10-31 2022-10-07 2022-10-07 2011-10-04

河田　明記 福山市内一円 ＰＵ－ＡＮ 飲食店営業 露店 第220658号 2022-10-07 2027-11-30 2022-10-07 2022-10-07         

星野　薫 福山市神辺町大字川北１０４９番地９ ポンパドール 飲食店営業 一般 第220659号 2022-11-01 2028-10-31 2022-10-07 2022-10-07 1999-10-21

星野　薫 福山市神辺町大字川北１０４９番地９ ポンパドール 菓子製造業 一般 第220660号 2022-11-01 2028-10-31 2022-10-07 2022-10-07 1999-10-21

有限会社岩船水産 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 飲食店営業 一般 第220661号 2022-10-11 2028-02-29 2022-10-11 2022-10-11         

有限会社岩船水産 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 水産製品製造業 一般 第220662号 2022-10-11 2028-02-29 2022-10-11 2022-10-11         

﨑岡　健 福山市神辺町大字川北１０５０番地１６ Ｐｏｋａ－Ｐｏｋａ　Ｂａｋｅｒｙ 菓子製造業 一般 第220663号 2022-11-01 2028-10-31 2022-10-11 2022-10-11 2011-10-27

池田　栄 福山市山野町大字山野１９２番地 ＪＡ福山市女性部山野支部 そうざい製造業 一般 第220664号 2022-11-01 2028-10-31 2022-10-11 2022-10-11 2017-10-30

松本　東治 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 麺類製造業 一般 第220665号 2022-11-01 2028-10-31 2022-10-12 2022-10-12 2011-10-06

鈴木　京子 広島県内全域 Ｈｏｋｋｏｒｉ　ｃａｆｅ 飲食店営業 移動販売車 第220666号 2022-10-12 2027-11-30 2022-10-12 2022-10-12         

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220667号 2022-10-12 2027-11-30 2022-10-12 2022-10-12         

柳田　明子 福山市新市町大字宮内６２６番地４ しぜんと私 飲食店営業 一般 第220668号 2022-10-13 2027-10-31 2022-10-13 2022-10-13         

松居　秀子 福山市鞆町鞆５番地 猫テラス 飲食店営業 一般 第220669号 2022-10-13 2028-02-29 2022-10-13 2022-10-13         

花本　伸洋 福山市松永町六丁目１１番３８－１３号 肉屋の本格焼肉　和平　松永店 飲食店営業 一般 第220670号 2022-10-13 2027-12-31 2022-10-13 2022-10-13         

岡　芳令 福山市春日台１番２２号 Ｂｏｕｌａｎｇｅｒｉｅ　ＰＡＲＩ星 飲食店営業 一般 第220671号 2022-10-13 2028-01-31 2022-10-13 2022-10-13         

吉岡　日菜子 福山市内一円 ｌｉｎｏ 飲食店営業 露店 第220672号 2022-10-14 2027-10-31 2022-10-14 2022-10-14         

株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤　利行 福山市新市町大字戸手９３番地 株式会社ハローズ戸手店 飲食店営業 一般 第220673号 2022-11-01 2028-10-31 2022-10-14 2022-10-14 1999-07-28

株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤　利行 福山市新市町大字戸手９３番地 株式会社ハローズ戸手店 食肉販売業 一般 第220674号 2022-11-01 2028-10-31 2022-10-14 2022-10-14 1999-07-28

株式会社福山健康舎 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 酒類製造業 一般 第220675号 2022-10-17 2027-10-31 2022-10-17 2022-10-17 2017-08-31

株式会社福山健康舎 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 清涼飲料水製造業 一般 第220676号 2022-10-17 2027-10-31 2022-10-17 2022-10-17         

片岡　玲実奈 福山市内一円 Ｒｅ：ｍｅ 飲食店営業 露店 第220677号 2022-10-17 2027-11-30 2022-10-17 2022-10-17         

村上　義幸 福山市芦田町大字福田１２９９番地２ グリル　むらかみ 飲食店営業 一般 第220678号 2022-11-01 2028-10-31 2022-10-19 2022-10-19 2017-06-27

株式会社エブリイ 代表取締役 岡﨑　浩樹 福山市神辺町字湯野３７９番地１ エブリイ　神辺店 飲食店営業 一般 第220679号 2022-10-19 2027-10-31 2022-10-19 2022-10-19         

株式会社エブリイ 代表取締役 岡﨑　浩樹 福山市神辺町字湯野３７９番地１ エブリイ　神辺店 菓子製造業 一般 第220680号 2022-10-19 2027-10-31 2022-10-19 2022-10-19         

株式会社エブリイ 代表取締役 岡﨑　浩樹 福山市神辺町字湯野３７９番地１ エブリイ　神辺店 魚介類販売業 一般 第220681号 2022-10-19 2027-10-31 2022-10-19 2022-10-19         

株式会社エブリイ 代表取締役 岡﨑　浩樹 福山市神辺町字湯野３７９番地１ エブリイ　神辺店 食肉販売業 一般 第220682号 2022-10-19 2027-10-31 2022-10-19 2022-10-19         

稲田　翔太 福山市内一円 味噌ラーメン専門店　みそら 飲食店営業 露店 第220683号 2022-10-19 2028-02-29 2022-10-19 2022-10-19         

ワイビー株式会社 代表取締役 野田　祐一 福山市神辺町大字川北１１０１番地３８ ピザ・ロイヤルハット神辺店 飲食店営業 一般 第220684号 2022-11-01 2028-10-31 2022-10-20 2022-10-20 2005-07-19
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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 清涼飲料水製造業 一般 第220685号 2022-11-01 2028-10-31 2022-10-20 2022-10-20 2011-08-11

𠮷田　圭宏 福山市新市町大字下安井２９１番地１ 宴処 飲食店営業 一般 第220686号 2022-10-20 2027-10-31 2022-10-20 2022-10-20         

二嶋　秀子 福山市南蔵王町四丁目１５番３０号 カラオケ広場　花美 飲食店営業 一般 第220687号 2022-10-20 2028-01-31 2022-10-20 2022-10-20         

牧川　万喜子 福山市南町９番８号 遊嬉宴楽　喜人 飲食店営業 一般 第220688号 2022-10-20 2028-03-31 2022-10-20 2022-10-20         

徳山　光二 福山市駅家町大字上山守２５８番地１ 徳山餅店 菓子製造業 一般 第220689号 2022-11-01 2028-10-31 2022-10-21 2022-10-21 2005-09-14

菊屋　忠義 福山市駅家町大字江良８０４番地１ 菊新 飲食店営業 一般 第220690号 2022-11-01 2028-10-31 2022-10-21 2022-10-21 2017-09-08

オーシャンポイント株式会社 代表取締役 川﨑　洋次郎 福山市松永町四丁目１５番７８号 岡田ビル１０２号 セントラルキッチン 飲食店営業 一般 第220691号 2022-10-21 2027-12-31 2022-10-21 2022-10-21         

藤井　誠三 福山市神辺町大字川北１３１番地１ 川北ビル内 陽気屋 飲食店営業 一般 第220692号 2022-11-01 2028-10-31 2022-10-21 2022-10-21 1999-09-17

山脇　優 福山市加茂町字粟根２０５番地３ めん処　生房 飲食店営業 一般 第220693号 2022-11-01 2028-10-31 2022-10-21 2022-10-21 2011-07-28

梶井　修 福山市神辺町字西中条１０１８番地１ 来夢 飲食店営業 一般 第220694号 2022-11-01 2028-10-31 2022-10-21 2022-10-21 2011-06-16

桑田　幸範 福山市加茂町大字下加茂７１番地１１ ジャーニーピザ 飲食店営業 一般 第220695号 2022-11-01 2028-10-31 2022-10-21 2022-10-21 2017-09-15

株式会社マーチセブングループ 代表取締役 広中　孝一 福山市神辺町字十九軒屋１２番地１ さぬきうどん天霧　道上店 飲食店営業 一般 第220696号 2022-11-01 2028-10-31 2022-10-21 2022-10-21 1999-08-04

有限会社まるか酒店 代表取締役 掛谷　義郎 福山市神辺町大字川南１０２８番地１２ セブン・イレブン神辺川南店 飲食店営業 一般 第220697号 2022-11-01 2028-10-31 2022-10-21 2022-10-21 2017-07-18

平田　純子 福山市神辺町字道上１０番地７ フォー　ユー 飲食店営業 一般 第220698号 2022-11-01 2028-10-31 2022-10-21 2022-10-21 2017-05-09

株式会社フューレック 代表取締役 藤本　慎介 福山市神辺町大字新道上１０番地２６ エーガル８シネマズ 飲食店営業 一般 第220699号 2022-11-01 2028-10-31 2022-10-24 2022-10-24 2005-06-30

河合　末子 福山市神辺町字十九軒屋３００番地５ スナック　ららら 飲食店営業 一般 第220700号 2022-11-01 2028-10-31 2022-10-24 2022-10-24 2005-07-20

内海　弘晃 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 飲食店営業 一般 第220701号 2022-11-01 2028-10-31 2022-10-24 2022-10-24 2005-09-06

株式会社アイディーエー 代表取締役 伊田　章彦 福山市神辺町大字川南１５４３番地２ 美味亭　翼 飲食店営業 一般 第220702号 2022-11-01 2028-10-31 2022-10-24 2022-10-24 2017-10-10

株式会社グラットン 代表取締役 徳永　孝進 福山市駅家町大字万能倉６１番地１ 食辛房　駅家店 飲食店営業 一般 第220703号 2022-11-01 2028-10-31 2022-10-24 2022-10-24 2005-05-11

株式会社でりかエッセン 代表取締役 川上　裕介 福山市神辺町大字川北１５３３番地 やよい軒　神辺店 飲食店営業 一般 第220704号 2022-11-01 2028-10-31 2022-10-24 2022-10-24 2017-05-30

Ｒａｉｎｂｏｗ　Ｒｉｓｉｎｇ合同会社 代表社員 入江　正明 福山市神辺町字道上６０６番地１ 溶岩焼肉　いなほ屋 飲食店営業 一般 第220705号 2022-11-01 2028-10-31 2022-10-24 2022-10-24 2017-10-20

Ｒａｉｎｂｏｗ　Ｒｉｓｉｎｇ合同会社 代表社員 入江　正明 福山市神辺町字下御領８０９番地１ 焼肉　和ぎ 飲食店営業 一般 第220706号 2022-11-01 2028-10-31 2022-10-24 2022-10-24 2017-10-27

株式会社Ｊｅｒｒｙ 代表取締役 井本　憲宏 福山市駅家町大字倉光２０番地２ セブンイレブン福山駅家町倉光店 飲食店営業 一般 第220707号 2022-11-01 2028-10-31 2022-10-24 2022-10-24 2011-10-07

株式会社Ｊｅｒｒｙ 代表取締役 井本　憲宏 福山市神辺町字十三軒屋１８５番地１ セブンイレブン福山平成大学通り店 飲食店営業 一般 第220708号 2022-11-01 2028-10-31 2022-10-24 2022-10-24 2011-10-07

笠原　厚惠 福山市神辺町大字川南５１１番地１２ 喫茶　エース 飲食店営業 一般 第220709号 2022-11-01 2028-10-31 2022-10-24 2022-10-24 2005-09-08

池田　泰子 福山市松永町七丁目１番３号 豊道園 食肉販売業 一般 第220710号 2022-10-24 2027-12-31 2022-10-24 2022-10-24         

株式会社星陵フーズ 代表取締役 宮地　正明 福山市南本庄一丁目４番１９号 からみそラーメンふくろう　福山店 飲食店営業 一般 第220711号 2022-10-24 2027-11-30 2022-10-24 2022-10-24         

加藤　えり 福山市南手城町三丁目６番４号 お好み焼　一二三 飲食店営業 一般 第220712号 2022-10-24 2028-01-31 2022-10-24 2022-10-24         

下江　眞吾 福山市芦田町大字福田２７１７番地１ ローソン福山芦田店 飲食店営業 一般 第220713号 2022-10-24 2027-10-31 2022-10-24 2022-10-24 2021-03-31

久保　美和 福山市沼隈町大字能登原２２８４番地１５ Ｋａｔｅｔｅ 菓子製造業 一般 第220714号 2022-10-24 2028-02-29 2022-10-24 2022-10-24         

髙月　賀代 福山市駅家町大字今岡５２３番地２ 四つ葉カフェ 飲食店営業 一般 第220715号 2022-11-01 2028-10-31 2022-10-26 2022-10-26 2011-05-12

幸健ファーマ株式会社 代表取締役 村田　和隆 福山市神辺町大字新徳田１６０番地 壱番鶏神辺店 飲食店営業 一般 第220716号 2022-11-01 2028-10-31 2022-10-26 2022-10-26 2011-08-25

有限会社サザンクロス 代表取締役 内田　一郎 福山市神辺町大字川南１５４３番地２ パーラウイングⅠ 飲食店営業 露店 第220717号 2022-11-01 2027-10-31 2022-10-26 2022-10-26 2012-10-31

ホアンロン合同会社 代表社員 ヴォ・ティ・クィン・ホア 福山市元町１５番２０号 ＢＡＣ　ＬＡＯ　ＮＨＩ 飲食店営業 一般 第220718号 2022-10-26 2027-11-30 2022-10-26 2022-10-26         

株式会社ＮＢＦ 代表取締役 鶴原　和行 福山市春日町七丁目１番１４号 宮武讃岐うどん　福山春日店 飲食店営業 一般 第220722号 2022-10-27 2028-01-31 2022-10-27 2022-10-27         

安東　佑紀 福山市神辺町大字新湯野３２番地２ アンカフェ ２０５ 飲食店営業 一般 第220723号 2022-10-27 2027-10-31 2022-10-27 2022-10-27         

安東　佑紀 福山市神辺町大字新湯野３２番地２ アンカフェ ２０５ 菓子製造業 一般 第220724号 2022-10-27 2027-10-31 2022-10-27 2022-10-27         

舟橋　亜由美 福山市西町一丁目１番１号 ｉｔｉ　ＳＥＴＯＵＣＨＩ 土日酒場　泡幸 飲食店営業 露店 第220725号 2022-10-27 2027-11-30 2022-10-27 2022-10-27         

株式会社Ｔ＆Ｔ 代表取締役 宮地　堅二 広島県内全域 大宮商店 飲食店営業 移動販売車 第220726号 2022-10-27 2027-12-31 2022-10-27 2022-10-27         

城田　和彦 福山市新市町大字戸手１０１２番地６ 割烹あじ城 飲食店営業 一般 第220727号 2022-10-27 2027-10-31 2022-10-27 2022-10-27         

中山　紗耶香 福山市駅家町大字倉光３０９番地７ ひまわり 飲食店営業 一般 第220728号 2022-10-28 2027-10-31 2022-10-28 2022-10-28 2020-01-31
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中山　紗耶香 福山市駅家町大字倉光３０９番地７ ひまわり 菓子製造業 一般 第220729号 2022-10-28 2027-10-31 2022-10-28 2022-10-28         

ＰＯＴＣＯＯＫ合同会社 代表社員 釡崎　栄治 福山市加茂町字八軒屋２１３番地２ ＰＯＴ　ＣＯＯＫ 飲食店営業 一般 第220730号 2022-10-28 2027-10-31 2022-10-28 2022-10-28         

有限会社備後アルミ建材 代表取締役 廣川　雅満 福山市御門町二丁目７番４８号 ２Ｆ アロハクラブ 飲食店営業 一般 第220731号 2022-10-28 2028-03-31 2022-10-28 2022-10-28         

岩見　勝 福山市新市町大字戸手１０３７番地１ ビストロ　エスプリ 飲食店営業 一般 第220732号 2022-11-01 2028-10-31 2022-10-28 2022-10-28 2017-10-13

村瀬　泰志 福山市三吉町南一丁目１２番１６号 安達ビル１０１ ジャム工房　雫 菓子製造業 一般 第220733号 2022-10-28 2027-11-30 2022-10-28 2022-10-28         

株式会社ニチエー 代表取締役 友田　聡 福山市沼隈町大字草深２０１１番地１ フードガーデンニチエー沼南店 食肉販売業 一般 第220734号 2022-10-31 2028-02-29 2022-10-31 2022-10-31         

井上　真希 福山市神辺町字十三軒屋２７番地１５ Ｍａｒｉａｇｕ 飲食店営業 一般 第220735号 2022-11-01 2028-10-31 2022-10-31 2022-10-31 2011-07-26
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