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株式会社サクセスズ 代表取締役 作野　幸治 福山市大門町三丁目２５番２６号 ローソン福山大門町三丁目店 飲食店営業 一般 第220268号 2022-07-01 2027-07-31 2022-07-01 2022-07-01         

小坂　美順 福山市赤坂町大字早戸１８８５番地２ 玉卵ファーム８８ 飲食店営業 一般 第220269号 2022-07-01 2027-06-30 2022-07-01 2022-07-01         

小坂　美順 福山市赤坂町大字早戸１８８５番地２ 玉卵ファーム８８ 菓子製造業 一般 第220270号 2022-07-01 2027-06-30 2022-07-01 2022-07-01         

寺岡有機醸造株式会社 代表取締役 寺岡　宏晃 福山市内一円 寺岡本家 飲食店営業 露店 第220271号 2022-07-01 2027-06-30 2022-07-01 2022-07-01         

塚本　恵美 福山市多治米町二丁目１０番１号 ケアー・フード 飲食店営業 一般 第220272号 2022-07-01 2027-09-30 2022-07-01 2022-07-01         

有限会社勉強堂 代表取締役 門田　治己 福山市熊野町乙１１５１番地２ 有限会社勉強堂　本社工場 菓子製造業 一般 第220273号 2022-07-01 2027-08-31 2022-07-01 2022-07-01         

有限会社勉強堂 代表取締役 門田　治己 福山市熊野町乙１１５１番地２ 有限会社勉強堂　本社工場 清涼飲料水製造業 一般 第220274号 2022-07-01 2027-08-31 2022-07-01 2022-07-01         

有限会社勉強堂 代表取締役 門田　治己 福山市熊野町乙１１５１番地２ 有限会社勉強堂　本社工場 密封包装食品製造業 一般 第220275号 2022-07-01 2027-08-31 2022-07-01 2022-07-01         

広島県立沼南高等学校 校長 土屋　淸 福山市沼隈町大字中山南１５２３番地２ 広島県立沼南高等学校　鷹の巣校舎 菓子製造業 一般 第220276号 2022-07-05 2027-08-31 2022-07-05 2022-07-05         

伊達　恵利子 福山市御門町一丁目１０番５号 アクトレス 飲食店営業 一般 第220277号 2022-07-06 2027-09-30 2022-07-06 2022-07-06         

土利川　カロリーネ 福山市昭和町９番１４号 みどりビル１Ｆ 有閑倶楽部 飲食店営業 一般 第220278号 2022-07-06 2027-09-30 2022-07-06 2022-07-06         

株式会社ホーミイダイニング 代表取締役 岡﨑　真悟 福山市明神町一丁目２番４０号 フレッシュランチ３９福山店 飲食店営業 一般 第220279号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-06 2022-07-06 1999-07-28

株式会社池田屋 代表取締役 池田　敬 福山市大門町三丁目１０番５号 株式会社池田屋 みそ又はしょうゆ製造業 一般 第220280号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-06 2022-07-06 1975-07-04

小林　考宏 福山市南蔵王町二丁目５番２８号 ル・コック 飲食店営業 一般 第220281号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-06 2022-07-06 2011-04-08

株式会社和田造園 代表取締役 和田　寿之 福山市箕島町５８１６番地１１３ 焼肉屋　Ｃａｂｉｎｅ　－カビネ－ 飲食店営業 一般 第220282号 2022-07-07 2027-07-31 2022-07-07 2022-07-07         

株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤　利行 福山市水呑町４４３０番地 株式会社ハローズ水呑店 菓子製造業 一般 第220283号 2022-07-07 2027-08-31 2022-07-07 2022-07-07         

株式会社阿藻珍味 代表取締役 粟村　元則 福山市三之丸町３０番１号 さんすて福山内 阿藻珍味 水産製品製造業 一般 第220284号 2022-07-07 2027-11-30 2022-07-07 2022-07-07         

株式会社まるあグループ 代表取締役 足立　千里 広島県内全域 ステーキ丼乃黒べぇさん 飲食店営業 移動販売車 第220285号 2022-07-07 2027-10-31 2022-07-07 2022-07-07         

株式会社トモテツセブン 代表取締役 林　克士 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 飲食店営業 露店 第220286号 2022-07-07 2027-12-31 2022-07-07 2022-07-07         

杉本　浩隆 福山市昭和町２番１０号 シダハラビル２Ｆ ＢＡＲ　ＳＵＧＩ 飲食店営業 一般 第220287号 2022-07-08 2027-09-30 2022-07-08 2022-07-08         

備後漬物株式会社 代表取締役 佐藤　豊太郎 福山市駅家町大字法成寺１６１３番地４７ 備後漬物株式会社 漬物製造業 一般 第220288号 2022-07-08 2027-10-31 2022-07-08 2022-07-08         

小西　善隆 広島県内全域 Ｂｏｏ－Ｂｏｏ－Ｋｉｔｃｈｅｎ　善ぜん 飲食店営業 移動販売車 第220289号 2022-07-08 2027-07-31 2022-07-08 2022-07-08         

菊地　哲也 福山市新涯町二丁目４番２８号 ｓｈｏｔｂａｒ　ｃｒｅｗ 飲食店営業 一般 第220290号 2022-07-08 2027-07-31 2022-07-08 2022-07-08         

土居　惠 福山市御門町一丁目１１番１０号 ２Ｆ 台湾の台所 飲食店営業 一般 第220291号 2022-07-08 2027-09-30 2022-07-08 2022-07-08         

株式会社もち吉 代表取締役 森田　長吉 福山市春日町六丁目２番５２号 もち吉福山店 飲食店営業 一般 第220292号 2022-07-08 2027-07-31 2022-07-08 2022-07-08         

株式会社匠 代表取締役 石井　良樹 福山市曙町三丁目２５番１１号 株式会社匠　本社工場 そうざい製造業 一般 第220293号 2022-07-08 2027-07-31 2022-07-08 2022-07-08         

株式会社匠 代表取締役 石井　良樹 福山市曙町三丁目２５番１１号 株式会社匠　本社工場 水産製品製造業 一般 第220294号 2022-07-08 2027-07-31 2022-07-08 2022-07-08         

那須　貴子 福山市青葉台一丁目１０番２９号 ＲＥＤ　ＳＴＲＩＮＧ 飲食店営業 一般 第220295号 2022-07-08 2027-07-31 2022-07-08 2022-07-08         

金尾　冨士子 福山市坪生町五丁目２０番１７号 軽食喫茶デラ 飲食店営業 一般 第220296号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-08 2022-07-08 1981-03-31

唐下　勝 福山市引野町南一丁目１８番２６－９号 キッチン峠 飲食店営業 一般 第220297号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-08 2022-07-08 1981-02-04

株式会社マーチセブングループ 代表取締役 広中　孝一 福山市引野町四丁目２２番３７号 さぬきうどん天霧  引野店 飲食店営業 一般 第220298号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-08 2022-07-08 1984-05-18

児玉　寿美 福山市新涯町二丁目１２番１０号 大衆食堂  こだま 飲食店営業 一般 第220299号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-08 2022-07-08 1987-04-08

髙宮　節子 福山市南手城町四丁目２番１６号 安芸 飲食店営業 一般 第220300号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-08 2022-07-08 1990-07-12

羽原　保行 福山市南蔵王町二丁目４番１８号 喫茶　羽車 飲食店営業 一般 第220301号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-08 2022-07-08 1993-05-14

緒方　実隆 福山市幕山台一丁目５番９号 カラオケ喫茶　園 飲食店営業 一般 第220302号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-08 2022-07-08 2005-04-28

堀　千秋 福山市南手城町四丁目７番１１号 カラオケ螢 飲食店営業 一般 第220303号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-08 2022-07-08 2005-05-18

北村　千惠子 福山市大門町四丁目１６番１８号 おふくろ 飲食店営業 一般 第220304号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-08 2022-07-08 2011-06-16

本原　裕之 福山市引野町一丁目１番１号 本原商店 魚介類販売業 一般 第220305号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-08 2022-07-08 2011-06-28

佐藤　文子 福山市箕島町５２２２番地１ 瀬戸 飲食店営業 一般 第220306号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-08 2022-07-08 1984-07-04

近藤　惠子 福山市引野町一丁目１番１号 引野市場内 此花食堂 飲食店営業 一般 第220307号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-08 2022-07-08 1984-07-13

藤井　杉子 福山市南手城町四丁目８番５号 上海食堂 飲食店営業 一般 第220308号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-08 2022-07-08 1993-07-26
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山本　隆幸 福山市明神町二丁目４番２８号 セブン－イレブン福山明神２丁目店 飲食店営業 一般 第220309号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-08 2022-07-08 2011-02-14

日笠山　正次 福山市新涯町二丁目４番３１号 山ちゃん居酒屋 飲食店営業 一般 第220310号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-08 2022-07-08 2011-02-22

西江　由充 福山市曙町三丁目２番３６－１０１号 旬感ダイニング　ぴかいち 飲食店営業 一般 第220311号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-08 2022-07-08 2011-04-15

三宅　薫 福山市春日町六丁目２９番１９号 コーポ石原１０３ 隠れ癒酒屋　あなば 飲食店営業 一般 第220312号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-08 2022-07-08 2017-06-01

黒田　正純 福山市伊勢丘一丁目５番８号 スローフード　コニファー 飲食店営業 一般 第220313号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-08 2022-07-08 2017-07-24

占部　勝 福山市南蔵王町四丁目１３番１２号 ばらの木 飲食店営業 一般 第220314号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-08 2022-07-08 1984-05-28

株式会社日本セレモニー 代表取締役 神田　忠 福山市新涯町三丁目３１番１１号 新涯典礼会館 飲食店営業 一般 第220315号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-08 2022-07-08 2017-04-14

高橋　慶 福山市住吉町３番３３号 ＣＬＵＢ　ＳＵＭＥＲＡ 飲食店営業 一般 第220316号 2022-07-11 2027-09-30 2022-07-11 2022-07-11         

三迫　真由美 福山市神辺町字下御領８０９番地１ プラザ国分寺１０１号 ミサコパン 飲食店営業 一般 第220317号 2022-07-11 2027-10-31 2022-07-11 2022-07-11         

三迫　真由美 福山市神辺町字下御領８０９番地１ プラザ国分寺１０１号 ミサコパン 菓子製造業 一般 第220318号 2022-07-11 2027-10-31 2022-07-11 2022-07-11         

株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤　利行 福山市大門町二丁目２２番４３号 株式会社ハローズ大門店 飲食店営業 一般 第220319号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-11 2022-07-11 1999-04-23

株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤　利行 福山市大門町二丁目２２番４３号 株式会社ハローズ大門店 魚介類販売業 一般 第220320号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-11 2022-07-11 1999-04-23

株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤　利行 福山市大門町二丁目２２番４３号 株式会社ハローズ大門店 食肉販売業 一般 第220321号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-11 2022-07-11 1999-04-23

備南ハイフーズ株式会社 代表取締役 足立　永 福山市曙町二丁目１７番１２号 備南ハイフーズ株式会社第３工場 水産製品製造業 一般 第220322号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-11 2022-07-11 1984-03-30

藤井　義人 福山市南蔵王町六丁目３５番３６号 藤井商店 水産製品製造業 一般 第220323号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-11 2022-07-11 2011-02-07

藤原　誠 福山市内海町ハ３１６番地２９ マンボーハウス（クレセントビーチ） 飲食店営業 一般 第220324号 2022-07-11 2027-08-31 2022-07-11 2022-07-11         

高田　清美 福山市駅家町大字江良８５９番地１ つどいの場　笑顔 飲食店営業 一般 第220325号 2022-07-11 2027-10-31 2022-07-11 2022-07-11         

窪田　千歳 福山市新市町大字新市７７５番地１５ ＋２ 飲食店営業 一般 第220326号 2022-07-11 2027-10-31 2022-07-11 2022-07-11         

ＴＯＲＩＭＡＳＡ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．株式会社 代表取締役 溝田　将之 福山市箕島町５２１５番地３ から揚げ専門店　とり将 食肉処理業 一般 第220327号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-11 2022-07-11 2017-03-14

株式会社旬香 代表取締役 竹迫　嘉信 福山市南手城町四丁目１４番２２号 株式会社旬香第二工場 そうざい製造業 一般 第220328号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-12 2022-07-12 2011-02-25

社会福祉法人アンダンテ 理事長 池田　正則 福山市曙町三丁目１４番２５号 ジョイ・ジョイ・ワーク　かりん 菓子製造業 一般 第220329号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-12 2022-07-12 2011-03-24

中山　美穂 福山市青葉台一丁目２番５号 カラオケ喫茶ぷち 飲食店営業 一般 第220330号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-12 2022-07-12 2017-06-14

株式会社ｇｌｏｂ 代表取締役 古市　誉富 福山市王子町一丁目７番６号 焼肉きんぐ　福山王子店 飲食店営業 一般 第220331号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-12 2022-07-12 2017-04-21

福山栄養給食株式会社 代表取締役 廣中　信次 福山市伊勢丘二丁目１番１号 福山栄養給食株式会社ＪＦＥ三番館営業所 飲食店営業 一般 第220332号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-13 2022-07-13 1993-03-17

出原　康男 福山市春日町六丁目１２番３号 栄すし本舗 飲食店営業 一般 第220333号 2022-08-01 2027-07-31 2022-07-13 2022-07-13 1999-04-14

出原　康男 福山市春日町六丁目１２番３号 栄すし本舗 そうざい製造業 一般 第220334号 2022-07-13 2027-07-31 2022-07-13 2022-07-13         

株式会社虎屋本舗 代表取締役 高田　海道 福山市曙町一丁目１１番１８号 虎屋本舗工場 菓子製造業 一般 第220335号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-14 2022-07-14 1990-05-30

株式会社ＱＯＬサービス 代表取締役 妹尾　弘幸 福山市春日町浦上１２０１番地１ リハビリハウスありがとう 飲食店営業 一般 第220336号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-14 2022-07-14 2017-04-18

金尾　茂良 福山市坪生町一丁目３３番１４号 セブン－イレブン福山坪生町店 飲食店営業 一般 第220337号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-14 2022-07-14 2017-02-22

佐藤　千佳 福山市松浜町一丁目２番１８号 ほっと館２－Ｈ ＳＯＬ 飲食店営業 一般 第220338号 2022-07-14 2027-09-30 2022-07-14 2022-07-14         

内田糖化株式会社 代表取締役 内田　智久 福山市新浜町一丁目６番２３号 内田糖化株式会社 菓子製造業 一般 第220339号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-14 2022-07-14 2021-02-16

株式会社アペックスインターナショナル 代表取締役 林原　博之 福山市曙町五丁目１２番７号 廻鮮寿司しまなみ曙店 飲食店営業 一般 第220340号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-14 2022-07-14 1999-03-11

コスモ食品株式会社 代表取締役 髙橋　和之 福山市東手城町二丁目１１番２０号 コスモ食品株式会社第３工場 そうざい製造業 一般 第220341号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-15 2022-07-15 1993-07-29

有限会社魚花 取締役 塚本　典之 福山市南蔵王町五丁目１０番６号 魚花　別館 飲食店営業 一般 第220342号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-19 2022-07-19 2017-07-18

一般社団法人広島県労働会館 代表理事 山﨑　幸治 福山市南蔵王町四丁目５番１８号 一般社団法人広島県労働会館　４Ｆ 飲食店営業 一般 第220343号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-19 2022-07-19 1975-05-09

一般社団法人広島県労働会館 代表理事 山﨑　幸治 福山市南蔵王町四丁目５番１８号 一般社団法人広島県労働会館　５Ｆ 飲食店営業 一般 第220344号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-19 2022-07-19 1975-05-09

一般社団法人広島県労働会館 代表理事 山﨑　幸治 福山市南蔵王町四丁目５番１８号 一般社団法人広島県労働会館　６Ｆ 飲食店営業 一般 第220345号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-19 2022-07-19 2005-04-26

株式会社夢石庵 代表取締役 森　真保 福山市曙町六丁目１４番１５号 株式会社夢石庵 菓子製造業 一般 第220346号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-19 2022-07-19 2011-05-06

株式会社夢石庵 代表取締役 森　真保 福山市曙町六丁目１４番１５号 株式会社夢石庵 豆腐製造業 一般 第220347号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-19 2022-07-19 2011-05-06

株式会社夢石庵 代表取締役 森　真保 福山市曙町六丁目１４番１５号 株式会社夢石庵 そうざい製造業 一般 第220348号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-19 2022-07-19 2011-05-06

株式会社夢石庵 代表取締役 森　真保 福山市曙町六丁目１４番１５号 株式会社夢石庵 清涼飲料水製造業 一般 第220349号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-19 2022-07-19 2011-05-06
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株式会社ライフイート 代表取締役 大森　康晴 福山市西深津町七丁目３番１８号 すし丸研究室 飲食店営業 一般 第220350号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-19 2022-07-19 1993-05-24

山口　隆政 福山市春日町六丁目７番１０号 山チャン 飲食店営業 一般 第220351号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-19 2022-07-19 1984-03-02

有限会社ゴールド 代表取締役 金本　成生 福山市引野町北一丁目１３番８号 ホテル　クィーン 飲食店営業 一般 第220352号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-19 2022-07-19 2005-05-26

瀬良　忠義 福山市東手城町四丁目２番３１号 本家かまどや新東福山店 飲食店営業 一般 第220353号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-19 2022-07-19 1999-02-09

株式会社佑善 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220354号 2022-07-20 2027-09-30 2022-07-20 2022-07-20         

高島　典子 福山市沼隈町大字常石２５９１番地１ Ｃａｆｅ’５９ 飲食店営業 一般 第220355号 2022-07-21 2027-08-31 2022-07-21 2022-07-21         

株式会社ブルーメイト 代表取締役 岡本　龍二 福山市曙町三丁目１８番２０号 ハンプティーダンプティー福山曙店 飲食店営業 一般 第220356号 2022-07-21 2027-07-31 2022-07-21 2022-07-21         

株式会社ＨＡＳ 代表取締役 平井　和三 福山市東手城町一丁目３２番４６号 １Ｆ西側 銀のさら福山店 飲食店営業 一般 第220357号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-22 2022-07-22 2017-07-21

本原　大造 福山市引野町一丁目１番１号 大造水産 魚介類販売業 一般 第220358号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-22 2022-07-22 2011-06-30

有限会社森忠 代表取締役 高橋　隆 福山市引野町一丁目１番１号 有限会社森忠 魚介類販売業 一般 第220359号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-22 2022-07-22 2011-06-28

占部　将 福山市箕島町６５１８番地 ローソン福山箕島町店 飲食店営業 一般 第220360号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-22 2022-07-22 2017-07-13

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１８番６号 宝和運輸株式会社（ＣＣＷ） 調理機能を有する自動販売機（要許可） 自動販売機 第220361号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-22 2022-07-22 2017-07-10

藤原　厚子 福山市神辺町字上御領１３７７番地 甘味・お食事処　藤原 飲食店営業 一般 第220362号 2022-07-22 2027-10-31 2022-07-22 2022-07-22         

株式会社イープラットフォーム 代表取締役 岡﨑　裕輔 福山市南蔵王町二丁目１７番８号 いまここ 飲食店営業 一般 第220363号 2022-07-22 2027-07-31 2022-07-22 2022-07-22         

株式会社イープラットフォーム 代表取締役 岡﨑　裕輔 福山市南蔵王町二丁目１７番８号 いまここ 菓子製造業 一般 第220364号 2022-07-22 2027-07-31 2022-07-22 2022-07-22         

株式会社イープラットフォーム 代表取締役 岡﨑　裕輔 福山市南蔵王町二丁目１７番８号 いまここ そうざい製造業 一般 第220365号 2022-07-22 2027-07-31 2022-07-22 2022-07-22         

株式会社まつおか 代表取締役 松岡　紀明 福山市住吉町７番９号 モアリッチファーストビル１Ｆ 季節の肴と一品　まつ 飲食店営業 一般 第220366号 2022-07-22 2027-09-30 2022-07-22 2022-07-22         

株式会社まつおか 代表取締役 松岡　紀明 福山市住吉町７番１０号 モアリッチビル１ＦＡ号 Ｌｅ．Ｄｏｓｅｌ 飲食店営業 一般 第220367号 2022-07-22 2027-09-30 2022-07-22 2022-07-22         

中尾　圭吾 福山市本庄町中二丁目３番１０号 ジンジャーダイヤモンド 飲食店営業 一般 第220368号 2022-07-22 2027-11-30 2022-07-22 2022-07-22         

中尾　圭吾 福山市本庄町中二丁目３番１０号 ジンジャーダイヤモンド 菓子製造業 一般 第220369号 2022-07-22 2027-11-30 2022-07-22 2022-07-22 2018-07-03

中尾　圭吾 福山市本庄町中二丁目３番１０号 ジンジャーダイヤモンド そうざい製造業 一般 第220370号 2022-07-22 2027-11-30 2022-07-22 2022-07-22 2018-07-03

中尾　圭吾 福山市本庄町中二丁目３番１０号 ジンジャーダイヤモンド 清涼飲料水製造業 一般 第220371号 2022-07-22 2027-11-30 2022-07-22 2022-07-22 2018-07-03

夏川　昌也 福山市南蔵王町五丁目２２番４０号 ＳＵＧＡＲ　ＢＥＡＴ 飲食店営業 一般 第220372号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-25 2022-07-25 2011-04-11

土居　惠 福山市御門町一丁目１１番１０号 ２Ｆ 台湾の台所 菓子製造業 一般 第220373号 2022-07-25 2027-09-30 2022-07-25 2022-07-25         

土居　惠 福山市御門町一丁目１１番１０号 ２Ｆ 台湾の台所 そうざい製造業 一般 第220374号 2022-07-25 2027-09-30 2022-07-25 2022-07-25         

エス・エイチ・エスサービス有限会社 代表取締役 早﨑　久雄 広島県内全域 がっつりグリル号 飲食店営業 移動販売車 第220375号 2022-07-25 2027-11-30 2022-07-25 2022-07-25         

オーシャンポイント株式会社 代表取締役 川﨑　洋次郎 福山市蔵王町五丁目２３番１号 福山市民病院１Ｆ カフェ・ド・クリエ　ホピタル 福山市民病院店 飲食店営業 一般 第220376号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-25 2022-07-25 2017-07-25

永井　寛二 福山市曙町五丁目１８番２０号 永耒軒 飲食店営業 一般 第220377号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-25 2022-07-25 1990-05-31

有限会社愛和 代表取締役 藤井　正士 福山市南蔵王町二丁目４番１８号 囲肴屋　たわわ 飲食店営業 一般 第220378号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-25 2022-07-25 2005-04-20

株式会社日米クック 代表取締役 米谷　素明 福山市西深津町六丁目６番１０号 介護複合施設　さくら並木 飲食店営業 一般 第220379号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-25 2022-07-25 2017-03-16

日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色　保 福山市南蔵王町五丁目８番２０号 マクドナルド福山蔵王店 飲食店営業 一般 第220380号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-25 2022-07-25 1993-07-16

原薗　和也 福山市内海町ハ３４０番地７ ｓｕｎｎｙ　ｂｕｒｇｅｒｓ 飲食店営業 一般 第220381号 2022-07-25 2027-08-31 2022-07-25 2022-07-25         

原薗　和也 福山市内海町ハ３４０番地７ ｓｕｎｎｙ　ｂｕｒｇｅｒｓ そうざい製造業 一般 第220382号 2022-07-25 2027-08-31 2022-07-25 2022-07-25         

緒方　貞子 福山市幕山台一丁目５番９号 カラオケ喫茶　園 飲食店営業 一般 第220383号 2022-07-25 2027-07-31 2022-07-25 2022-07-25         

下山　クニ子 福山市坪生町南二丁目２番７号 大寿司 飲食店営業 一般 第220384号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-25 2022-07-25 2011-01-31

有限会社フードスタイリング 代表取締役 掛橋　浩之 福山市南蔵王町二丁目９番３２号 ボトムステーキ 飲食店営業 一般 第220385号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-25 2022-07-25 2017-05-23

株式会社古市庵プラス 代表取締役 鬼塚　崇裕 福山市明神町二丁目１５番５２号 おしとり福山 飲食店営業 一般 第220386号 2022-07-25 2027-07-31 2022-07-25 2022-07-25 2013-02-27

株式会社Ｎｅｋｉ 代表取締役 河相　壮太郎 福山市神辺町字十九軒屋２５３番地２ 焼肉　河相 飲食店営業 一般 第220387号 2022-07-25 2027-10-31 2022-07-25 2022-07-25         

藤井　尚美 福山市王子町二丁目１８番７号 王子ベーカリー 菓子製造業 一般 第220388号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-26 2022-07-26 2011-03-25

光田　明美 福山市能島一丁目１０番２７号 Ｐａｄｍａ 飲食店営業 一般 第220389号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-26 2022-07-26 2017-06-08

三村　達哉 福山市港町二丁目１４番２９号 ブルグリカフェ 飲食店営業 一般 第220391号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-26 2022-07-26 2017-07-14
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池田　茂生 福山市神辺町大字川北９２３番地１ ドッグランパーティー 飲食店営業 一般 第220392号 2022-07-26 2027-10-31 2022-07-26 2022-07-26         

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１１ ライフサポート　ざおう 飲食店営業 一般 第220393号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-27 2022-07-27 2011-07-14

株式会社Ａ．Ｅ．Ｕ．Ｇ． 代表取締役 松原　宏林 福山市引野町五丁目２０番２０号 丸源ラーメン福山引野店 飲食店営業 一般 第220394号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-27 2022-07-27 2017-05-19

森川　智香子 福山市東手城町四丁目１１番２２号 すぴか 飲食店営業 一般 第220395号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-27 2022-07-27 2017-06-14

株式会社伸友 代表取締役 横藤田　晋 福山市一文字町１４番３１号 株式会社伸友 添加物製造業 一般 第220396号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-27 2022-07-27 2017-04-28

谷元　和也 福山市新涯町一丁目３９番２号 ａｊｉｎｏｐａｒｉｓ 菓子製造業 一般 第220397号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-27 2022-07-27 2017-03-07

ニッケアウデオＳＡＤ株式会社 代表取締役 中谷　恒史 福山市南蔵王町六丁目２０番４号 シャトレーゼ福山南蔵王店 菓子製造業 一般 第220398号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-27 2022-07-27 2017-04-18

株式会社門井商店 代表取締役 門井　俊 福山市明神町一丁目４番１５号 株式会社門井商店 添加物製造業 一般 第220399号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-27 2022-07-27 1993-07-15

株式会社匠 代表取締役 石井　良樹 福山市花園町一丁目３番１２号 株式会社匠　エバーグリーン花園事業所 飲食店営業 一般 第220400号 2022-07-27 2027-09-30 2022-07-27 2022-07-27         

ＫＡＷＡＩ　ＥＳＴＲＥＬＩＴＡ　ＧＡＬＡＮＧ 福山市松浜町一丁目２番１８号 ほっと館１－Ｈ Ｔｉｐｓｙ 飲食店営業 一般 第220401号 2022-07-27 2027-09-30 2022-07-27 2022-07-27         

唐川　ゆり佳 福山市神辺町字十九軒屋２７５番地３ １Ｆ ｌｏｕｎｇｅ　Ｒｏｗａｎ 飲食店営業 一般 第220402号 2022-07-28 2027-10-31 2022-07-28 2022-07-28         

合同会社フレッシュ井上 代表社員 吉原　秀彦 福山市瀬戸町大字長和１１３３番地 フレッシュ井上 そうざい製造業 一般 第220403号 2022-07-29 2027-12-31 2022-07-29 2022-07-29         

有限会社デイズ 取締役 能島　修 福山市芦田町大字福田８９番地１０ Ｄ－Ｆｏｏｄｓ 複合型冷凍食品製造業 一般 第220404号 2022-07-29 2027-10-31 2022-07-29 2022-07-29         

栄商事株式会社 代表取締役 栄　博 福山市佐波町１６４番地１ 片岡ビル１０２号室 栄商事株式会社 飲食店営業 一般 第220405号 2022-07-29 2027-12-31 2022-07-29 2022-07-29         

栄商事株式会社 代表取締役 栄　博 福山市佐波町１６４番地１ 片岡ビル１０２号室 栄商事株式会社 魚介類販売業 一般 第220406号 2022-07-29 2027-12-31 2022-07-29 2022-07-29         

栄商事株式会社 代表取締役 栄　博 福山市佐波町１６４番地１ 片岡ビル１０２号室 栄商事株式会社 食肉販売業 一般 第220407号 2022-07-29 2027-12-31 2022-07-29 2022-07-29         

高橋　一浩 福山市南蔵王町五丁目１７番４３号 こて屋 飲食店営業 一般 第220408号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-29 2022-07-29 2011-06-17

溝口　美千子 福山市大門町三丁目２８番３８号 カラオケ  美樹 飲食店営業 一般 第220409号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-29 2022-07-29 1999-02-18

中山　恵理 福山市昭和町１０番２５号 キュービックビル２階　２－Ｂ号室 グレージュ 飲食店営業 一般 第220410号 2022-07-29 2027-09-30 2022-07-29 2022-07-29         

三阪　健一 福山市新涯町四丁目７番６号 七輪亭 飲食店営業 一般 第220411号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-29 2022-07-29 1999-06-09

株式会社アリスジャパン 代表取締役 松森　茂 福山市大門町三丁目７番１０号 陽のあたる家 飲食店営業 一般 第220412号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-29 2022-07-29 2017-04-05

株式会社アリスジャパン 代表取締役 松森　茂 福山市新涯町三丁目１９番２７号 特別養護老人ホーム　しんがい 飲食店営業 一般 第220413号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-29 2022-07-29 2017-04-24

株式会社アリスジャパン 代表取締役 松森　茂 福山市港町二丁目１２番１号 特別養護老人ホーム夢ハウス 飲食店営業 一般 第220414号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-29 2022-07-29 2011-03-30

リバーサイド観光株式会社 代表取締役 木村　芳朗 福山市西新涯町二丁目１４番２５号 アンジュ 飲食店営業 一般 第220415号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-29 2022-07-29 2017-02-15

有限会社　三福林 代表取締役 田川　富生 福山市曙町三丁目２番２４号 有限会社三福林 飲食店営業 一般 第220416号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-29 2022-07-29 2005-05-26

ＳＯＭＰＯケアフーズ株式会社 代表取締役 中村　安志 福山市南蔵王町三丁目３番３１号 そんぽの家　福山城東 飲食店営業 一般 第220417号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-29 2022-07-29 2017-04-25

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220418号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-29 2022-07-29 2017-07-11

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220419号 2022-08-01 2028-07-31 2022-07-29 2022-07-29 2017-07-11

4 / 4 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）


