福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
荒川 美智子
池田 泰子
株式会社ＯＫＮ
株式会社フレスカ
株式会社フレスカ
株式会社フレスカ
株式会社フレスカ

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地１
福山市松永町七丁目１番３号

代表取締役

奥野 裕也 福山市松永町四丁目１５番６６号

代表取締役

石井 佳子 福山市南蔵王町三丁目１６番３２号

代表取締役

石井 佳子 福山市南蔵王町三丁目１６番３２号

代表取締役

石井 佳子 福山市南蔵王町五丁目１６番２２号

代表取締役

石井 佳子 福山市南蔵王町五丁目１６番２２号

福山市入船町二丁目１１番６号

ＰＵＲＩＦＩＣＡＣＩＯＮ ＪＵＳＴＩＮ ＮＥＲＪＡ

株式会社フレスカ
株式会社フレスカ
株式会社フレスカ
株式会社フレスカ
箱﨑 舞子
上進工業株式会社
上進工業株式会社
社会福祉法人東村会
ニュースイ商事株式会社
ニュースイ商事株式会社
中島 宏彰
株式会社フレスカ
株式会社フレスカ
棗田 篤
有限会社信岡地所
谷本調味有限会社
松村 まさ子
田邉 亜蘭
田邉 亜蘭
株式会社一檎
キミビジネス合同会社
藤原 輝美子
岡田 美智恵
岡田 美智恵
株式会社ハローズ
橘髙 喜一

代表取締役

石井 佳子 福山市松永町六丁目１０番４８号

代表取締役

石井 佳子 福山市松永町六丁目１０番４８号

代表取締役

石井 佳子 福山市西新涯町一丁目１９番１１号

代表取締役

石井 佳子 福山市西新涯町一丁目１９番１１号

マックスバリュ西日本株式会社
マックスバリュ西日本株式会社
マックスバリュ西日本株式会社
マックスバリュ西日本株式会社

代表取締役

平尾 健一 福山市神辺町大字新湯野３０番地４

代表取締役

平尾 健一 福山市神辺町大字新湯野３０番地４

代表取締役

平尾 健一 福山市神辺町大字新湯野３０番地４

代表取締役

平尾 健一 福山市神辺町大字新湯野３０番地４

信岡 俊男
株式会社天寶一
柿本 重美

営業所所在地２ 営業所名称１

福山市東川口町四丁目１２番１６号

福山市入船町二丁目１１番８号

長和島ロイヤルハイツ１階

第２プレジャータウン Ａ－９

第１プレジャータウンB

上田 亮 福山市南手城町三丁目１０番１８号
代表取締役 上田 亮 福山市南手城町三丁目１０番１８号
理事長 桒原 博昭 福山市東村町１７７５番地
代表取締役 桑田 雄 福山市霞町一丁目１番１２号
代表取締役 桑田 雄 福山市霞町一丁目１番１２号
福山市紅葉町３番３２号
１Ｆ
代表取締役

代表取締役

石井 佳子 福山市駅家町大字万能倉１１１８番地１

代表取締役

石井 佳子 福山市駅家町大字万能倉１１１８番地１
福山市新市町大字戸手２４４８番地

取締役

山根 季久子 福山市新市町大字戸手２１６６番地

代表取締役

谷本 克朗 福山市神辺町字徳田１８８２番地
福山市駅家町大字向永谷５５番地１６

福山市沖野上町二丁目１２番２８号
福山市沖野上町二丁目１２番２８号
代表取締役

松下 享平 福山市元町１３番７号

代表社員 チン・バン・バン

福山市元町１３番２２号
福山市駅家町大字倉光４５４番地１
福山市駅家町大字倉光４２４番地１０
福山市駅家町大字倉光４２４番地１０

代表取締役

佐藤 利行

福山市駅家町大字万能倉１１１５番地４

福山市駅家町大字近田４５番地２

福山市神辺町字十九軒屋２５３番地２
代表取締役

村上 康久 福山市神辺町大字川北６６０番地
福山市駅家町大字万能倉１０４９番地２

ＤＩＣビル５Ｆ
Ｎビル

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

アップルスパイス
豊道園
らぁめん次男
焼肉ぐりぐり家 蔵王店
焼肉ぐりぐり家 蔵王店
焼肉ぐりぐり家 春日店
焼肉ぐりぐり家 春日店
ＶＩＢＥ
焼肉ぐりぐり家 松永店
焼肉ぐりぐり家 松永店
焼肉ぐりぐり家 福山南店
焼肉ぐりぐり家 福山南店
Ｍ
ふうとや
ふうとや
社会福祉法人東村会
ＢＯＮＤ ｋｉｔｃｈｅｎ
ＢＯＮＤ ｋｉｔｃｈｅｎ
ＣＯ ＵＴ ＳＡＩ ＧＯＮ
焼肉ぐりぐり家 駅家店
焼肉ぐりぐり家 駅家店
お好み焼てっちゃん
信岡フラットミュージアム
谷本調味有限会社
おいちい。
オーガスト
オーガスト
イチゴイチエ
１９９０ Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ
ききょう家
昭和軒
昭和軒
株式会社ハローズ南駅家店
カラオケ三重
ザ・ビッグ神辺店
ザ・ビッグ神辺店
ザ・ビッグ神辺店
ザ・ビッグ神辺店
いざかや 俊亭
株式会社天寶一
和牛専門店ミキヤ
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初回許可年月日 当初許可年月日

菓子製造業 一般 第210837号 2021-10-01 2026-09-30 2021-10-01 2021-10-01
飲食店営業 一般 第210838号 2021-10-01 2026-12-31 2021-10-01 2021-10-01
飲食店営業 一般 第210839号 2021-10-01 2026-12-31 2021-10-01 2021-10-01
飲食店営業 一般 第210840号 2021-10-01 2027-01-31 2021-10-01 2021-10-01 2005-02-24
食肉販売業 一般 第210841号 2021-10-01 2027-01-31 2021-10-01 2021-10-01
飲食店営業 一般 第210842号 2021-10-01 2027-01-31 2021-10-01 2021-10-01 2010-10-25
食肉販売業 一般 第210843号 2021-10-01 2027-01-31 2021-10-01 2021-10-01
飲食店営業 一般 第210844号 2021-10-01 2026-09-30 2021-10-01 2021-10-01
飲食店営業 一般 第210845号 2021-10-04 2026-12-31 2021-10-04 2021-10-04 2008-04-17
食肉販売業 一般 第210846号 2021-10-04 2026-12-31 2021-10-04 2021-10-04
飲食店営業 一般 第210847号 2021-10-04 2027-01-31 2021-10-04 2021-10-04 2003-07-09
食肉販売業 一般 第210848号 2021-10-04 2027-01-31 2021-10-04 2021-10-04
飲食店営業 一般 第210849号 2021-10-04 2027-03-31 2021-10-04 2021-10-04
飲食店営業 一般 第210850号 2021-10-05 2027-01-31 2021-10-05 2021-10-05
特別養護老人ホーム生寿園

菓子製造業 一般 第210851号 2021-10-05 2027-01-31 2021-10-05 2021-10-05
飲食店営業 一般 第210852号 2021-10-05 2026-12-31 2021-10-05 2021-10-05
飲食店営業 一般 第210853号 2021-10-05 2027-03-31 2021-10-05 2021-10-05 2020-07-28
菓子製造業 一般 第210854号 2021-10-05 2027-03-31 2021-10-05 2021-10-05
飲食店営業 一般 第210855号 2021-10-05 2027-03-31 2021-10-05 2021-10-05
飲食店営業 一般 第210856号 2021-10-05 2026-10-31 2021-10-05 2021-10-05 2004-02-26
食肉販売業 一般 第210857号 2021-10-05 2026-10-31 2021-10-05 2021-10-05
飲食店営業 一般 第210858号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-05 2021-10-05 1989-06-08
飲食店営業 一般 第210859号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-05 2021-10-05 2016-06-07
みそ又はしょうゆ製造業

そうざい製造業

飲食店営業
冷凍食品製造業

飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
飲食店営業
食肉販売業
魚介類販売業

飲食店営業
飲食店営業
菓子製造業
魚介類販売業

食肉販売業
飲食店営業
酒類製造業
食肉販売業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第210860号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-06 2021-10-06 1977-10-20
第210861号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-07 2021-10-07 2016-05-13
第210862号 2021-10-07 2027-03-31 2021-10-07 2021-10-07
第210863号 2021-10-07 2027-03-31 2021-10-07 2021-10-07
第210864号 2021-10-08 2026-11-30 2021-10-08 2021-10-08
第210865号 2021-10-08 2026-11-30 2021-10-08 2021-10-08
第210866号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-08 2021-10-08 1983-05-27
第210867号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-08 2021-10-08 1992-10-14
第210868号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-08 2021-10-08 1992-10-14
第210869号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-08 2021-10-08 1995-08-02
第210870号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-08 2021-10-08 1998-07-08
第210871号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-08 2021-10-08 2010-07-22
第210872号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-08 2021-10-08 2010-07-22
第210873号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-08 2021-10-08 2010-07-22
第210874号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-08 2021-10-08 2010-07-22
第210875号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-08 2021-10-08 2010-09-01
第210876号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-11 2021-10-11 1956-07-30
第210877号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-11 2021-10-11 1983-09-30

（※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）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
社会福祉法人若菜
株式会社とん匠
岡本 隆志
土居 真深
Ｓｈａｒｍａ Ｄｅｅｐａｋ
佐藤 多美枝
黒瀬 朝恵
大塚 修史
広野 和子
新谷 浩章
出内 達成
有限会社佐藤商店
株式会社ふぉれすと
ＬＩ ＹＡＮＦＥＮＧ
小畠 浩一
有限会社トータルリカーショップ山根

瀬尾 益子
佐藤 浩之
松川 俊明
中平 由理
株式会社モラブス
佐藤 清
株式会社ふぉれすと
株式会社ふぉれすと
川上 智子
株式会社守夢
渋谷 利行
備後総合開発株式会社
備後総合開発株式会社
備後総合開発株式会社
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
株式会社エブリイ
朝日 和子
桑木給食株式会社
田村 智代
有限会社ふくだ家
瀬尾 月子
藤井 義晴

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

代表取締役

宇都宮 昭 福山市神辺町大字川北５１２番地２

手打ちそば 結
とん匠神辺店
中華そば 棗
ＳＮＡＣＫ Ｓｗａｎ
タンドール 駅家店
あじ福
御食事処 吉野
食事処 五寮
一竜軒
洋食工房くつろぎ
焼肉たつなり
有限会社佐藤商店

代表取締役

石井 宣行 福山市神辺町大字川北１４８２番地

株式会社ふぉれすと リーフ神辺厨房

理事長 藤本 英次 福山市駅家町大字向永谷１０１１番地１
代表取締役

石川 豊

福山市神辺町字十九軒屋２４８番地１
福山市駅家町大字万能倉１２５５番地１

福山市駅家町大字近田２３３番地１ オオタニプラザ２Ｆ
福山市駅家町大字近田２３０番地１
福山市加茂町字中野一丁目３番地
福山市神辺町大字川北２３０番地１
福山市神辺町字上御領１９１５番地３
福山市神辺町大字川南１７３４番地８

福山市神辺町字道上６０７番地５
福山市神辺町字徳田７５３番地２

代表取締役

飲食店営業 一般 第210890号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-11 2021-10-11 2016-07-27
飲食店営業 一般 第210891号 2021-10-11 2027-03-31 2021-10-11 2021-10-11

飲食店営業 一般 第210880号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-11 2021-10-11 2016-06-20
飲食店営業 一般 第210881号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-11 2021-10-11 2016-08-02
飲食店営業 一般 第210882号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-11 2021-10-11 2016-10-14
飲食店営業 一般 第210883号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-11 2021-10-11 1983-07-11
飲食店営業 一般 第210884号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-11 2021-10-11 1980-07-04
飲食店営業 一般 第210885号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-11 2021-10-11 1971-06-04
飲食店営業 一般 第210886号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-11 2021-10-11 1986-10-23
飲食店営業 一般 第210887号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-11 2021-10-11 2010-05-24
飲食店営業 一般 第210888号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-11 2021-10-11 2010-06-17
飲食店営業 一般 第210889号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-11 2021-10-11 2010-05-13

福山市昭和町４番５号
福山市田尻町２３３９番地９

代表取締役

初回許可年月日 当初許可年月日

飲食店営業 一般 第210878号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-11 2021-10-11 2010-06-18
飲食店営業 一般 第210879号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-11 2021-10-11 2010-10-14

Ｌビル１－Ｃ号 花
カルチャー アンド カフェ
山根 弘嗣 福山市加茂町大字下加茂２２２番地１
ローソン福山下加茂店
福山市駅家町大字近田２３０番地１
お好み焼ききゃっしゅ
福山市芦田町大字福田１２４０番地４
お好み焼トトロ
福山市駅家町大字近田６０６番地６ ピクトビル１０１ Ｂａｕｍ
ロイヤルビル２Ｆ 西 セカンドルーム アール慶
福山市南町１番２１号
濱田 展宏 福山市西町三丁目１５番１４号
シャトレーゼ福山西町店
福山市神辺町字東中条２２２５番地１
花月

飲食店営業 一般 第210892号 2021-10-11 2027-02-28 2021-10-11 2021-10-11
飲食店営業 一般 第210893号 2021-10-12 2026-10-31 2021-10-12 2021-10-12 2017-04-07
飲食店営業 一般 第210894号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-13 2021-10-13 1983-10-28
飲食店営業 一般 第210895号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-13 2021-10-13 1998-05-28
飲食店営業 一般 第210896号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-13 2021-10-13 2016-10-19
飲食店営業 一般 第210897号 2021-10-14 2027-03-31 2021-10-14 2021-10-14
菓子製造業 一般 第210898号 2021-10-14 2026-11-30 2021-10-14 2021-10-14
飲食店営業 一般 第210899号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-15 2021-10-15 1977-09-28

代表取締役

石井 宣行 福山市新市町大字戸手２３２７番地

地域密着型特別養護老人ホーム リーフ新市厨房 飲食店営業 一般 第210900号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-15 2021-10-15 2016-07-27

代表取締役

石井 宣行 福山市駅家町大字新山３５７８番地２

特別養護老人ホーム 新山荘
備火
島の駅しまなみ１
利久寿司
新市クラシックゴルフクラブ
新市クラシックゴルフクラブ
新市クラシックゴルフクラブ
エブリイ駅家店
エブリイ駅家店
エブリイ駅家店
エブリイ駅家店
エブリイ駅家店
朝日三光堂
桑木給食株式会社
カラオケ喫茶 真凜
有限会社ふくだ家
居酒屋 雅山
中国料理の店ほうりん

福山市南蔵王町四丁目１５番３０号
代表取締役

岡口 守 福山市内一円
福山市新市町大字戸手１４番地１２

代表取締役

三島 弘敬 福山市新市町大字戸手３１０３番地１

代表取締役

三島 弘敬 福山市新市町大字戸手３１０３番地１

代表取締役

三島 弘敬 福山市新市町大字戸手３１０３番地１

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市駅家町大字上山守４５０番地５

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市駅家町大字上山守４５０番地５

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市駅家町大字上山守４５０番地５

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市駅家町大字上山守４５０番地５

代表取締役

岡﨑 浩樹 福山市駅家町大字上山守４５０番地５

代表取締役

桑木 達也 福山市新市町大字新市９９８番地

福山市新市町大字新市８０２番地１

福山市鞆町鞆６０４番地
代表取締役

橘髙 勇一 福山市芦田町大字福田７３５番地１６

福山市新市町大字戸手４５番地１
福山市新市町大字戸手６０３番地１
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飲食店営業 一般 第210901号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-15 2021-10-15 2016-07-27
飲食店営業 一般 第210902号 2021-10-15 2027-01-31 2021-10-15 2021-10-15
飲食店営業
ハウスレストラン

６番コース茶店
１５番コース茶店

第210903号 2021-10-15 2026-11-30 2021-10-15 2021-10-15
飲食店営業 一般 第210904号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-18 2021-10-18 1991-11-06
飲食店営業 一般 第210905号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-18 2021-10-18 1992-09-29
移動販売車

飲食店営業 一般 第210906号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-18 2021-10-18 1992-09-29
飲食店営業 一般 第210907号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-18 2021-10-18 1992-09-29
飲食店営業 一般 第210908号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-18 2021-10-18 2016-06-15
飲食店営業 一般 第210909号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-18 2021-10-18 2016-06-15
菓子製造業 一般 第210910号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-18 2021-10-18 2016-06-15

一般 第210911号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-18 2021-10-18 2016-06-15
食肉販売業 一般 第210912号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-18 2021-10-18 2016-06-15
飲食店営業 一般 第210913号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-18 2021-10-18 1995-09-12

魚介類販売業

飲食店営業 一般 第210914号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-18 2021-10-18 1998-07-13
飲食店営業 一般 第210915号 2021-10-18 2027-02-28 2021-10-18 2021-10-18
飲食店営業 一般 第210916号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-18 2021-10-18 1995-10-11
飲食店営業 一般 第210917号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-19 2021-10-19 1992-08-20
飲食店営業 一般 第210918号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-19 2021-10-19 1998-06-01

（※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）

福山市保健所

営業許可施設一覧

申請者＿申請者名
小峠 雄三
阪本 悦朗
延岡 愛子
平田 博康
三島 真由美
株式会社ファイブワン
ホワイトロータス株式会社
シダックス・コミュニティー株式会社

浅並 裕子
株式会社むさし
有限会社池口精肉店
有限会社池口精肉店
有限会社池口精肉店
株式会社ひまわり
株式会社ひまわり
株式会社ジョイフル中国
株式会社焼肉坂井ホールディングス

申請者＿役職名

申請者＿代表者

営業所所在地２ 営業所名称１

福山市新市町大字戸手９９９番地１
福山市新市町大字金丸４８１番地３
福山市芦田町大字上有地４６１番地
福山市駅家町大字万能倉１０５０番地１２

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

小峠新誠堂
法之坊
愛
スペース ４６１
三栄お好み焼
ガーデンハイツ旭
しんぐうカフェ
カラオケ館 福山駅家店
Ｓｏｕｒｉｒｅ
むさし福山箕島店
池口精肉店加工場
池口精肉店加工場
池口精肉店加工場
株式会社ひまわり
株式会社ひまわり
ジョイフル神辺店

代表取締役

岡﨑 宏一 福山市加茂町字中野３１４番地４

代表取締役

新宅 智代 福山市西桜町一丁目１番４号 若月マンション１０１

代表取締役

渡部 記春 福山市駅家町大字万能倉２８９番地２

代表取締役

浮田 収 福山市箕島町５８１６番地１０３

代表取締役

池口 章人 福山市新涯町五丁目３１番９号

代表取締役

池口 章人 福山市新涯町五丁目３１番９号

代表取締役

池口 章人 福山市新涯町五丁目３１番９号

代表取締役

髙橋 春子 福山市駅家町大字近田６２１番地１

代表取締役

髙橋 春子 福山市駅家町大字近田６２１番地１

代表取締役

税所 眞一 福山市神辺町大字新湯野３９番地１

代表取締役

阿久津 貴史 福山市神辺町大字新道上１０番地２６ フジグラン神辺内２Ｆ おむらいす亭 広島フジグラン神辺店

福山市川口町五丁目４番２１号

社会福祉法人にこにこ福祉会 理事長 瀬良 京子
社会福祉法人にこにこ福祉会 理事長 瀬良 京子
社会福祉法人にこにこ福祉会 理事長 瀬良 京子
有限会社日東ベンディング中国 代表取締役 藤井 隆
岡田 和洋
ニッケアウデオＳＡＤ株式会社 代表取締役 中谷 恒史
西田 絵美
代表取締役 米谷 素明
株式会社日米クック
代表取締役 姜 国軍
株式会社金城
大場 利昭
代表取締役 海田 安章
株式会社焼肉ふるさと
代表取締役 田中 勝利
株式会社サンマルコ
井上 真希
代表取締役 山根 浩揮
有限会社いっとく
代表取締役 工藤 秀樹
株式会社宮本屋
池田 泰子
株式会社コズミックホールディングス 代表取締役 定松 慎
吉光 マリア エレーナ
株式会社コズミックホールディングス 代表取締役 定松 慎
岡崎 亮治
代表取締役 兒玉 斉
橋本食品株式会社
ナショナル・ベンディング株式会社

営業所所在地１
福山市新市町大字戸手８１４番地４

代表取締役

福山市西桜町一丁目１番２号
福山市延広町６番１号
福山市内一円
福山市内一円

にこにこ会
にこにこ会
にこにこ会
井上鉄工有限会社
すなっく凜
シャトレーゼ福山駅家店
とと博食堂
ジョイトピアしんいち
中国料理 五十番
本場九州 博多らーめん
焼肉ふるさと 福山店
サンマルコ
まりあクレープ
Ｉｔｔｏｋｕ Ｇｏ！！

福山市駅家町大字上山守４５０番地１

菓子の樹 みやもとや エブリイ駅家店

福山市松永町七丁目１番３号
福山市元町１２番１号
福福ビル１Ｆ

四国郷土活性化 藁家８８ 福山店

福山市神辺町字西中条１０９９番地４
福山市神辺町字西中条１０９９番地４
福山市神辺町字西中条１０９９番地４

福山市駅家町大字近田８３７番地

福山市神辺町字道上７番地４
福山市駅家町大字万能倉１２４４番地３

福山市山手町一丁目２番２８号
福山市新市町大字下安井３５００番地

福山市多治米町一丁目１０番１１号
福山市駅家町大字近田３７１番地１

豊道園

初回許可年月日 当初許可年月日

菓子製造業 一般 第210919号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-19 2021-10-19 1977-09-28
飲食店営業 一般 第210920号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-19 2021-10-19 1998-09-09
飲食店営業 一般 第210921号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-19 2021-10-19 1989-05-18
飲食店営業 一般 第210922号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-19 2021-10-19 2016-10-04
飲食店営業 一般 第210923号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-19 2021-10-19 2016-05-19
飲食店営業 一般 第210924号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-19 2021-10-19 2016-08-24
飲食店営業 一般 第210925号 2021-10-20 2027-03-31 2021-10-20 2021-10-20
飲食店営業 一般 第210926号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-20 2021-10-20 1998-05-27
菓子製造業 一般 第210927号 2021-10-20 2027-03-31 2021-10-20 2021-10-20
飲食店営業 一般 第210928号 2021-10-21 2027-01-31 2021-10-21 2021-10-21
食肉製品製造業
冷凍食品製造業

食肉販売業
飲食店営業
菓子製造業
飲食店営業
飲食店営業
そうざい製造業
冷凍食品製造業
密封包装食品製造業

一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般

第210929号 2021-10-22 2026-07-31 2021-10-22 2021-10-22 2012-03-30
第210930号 2021-10-22 2026-07-31 2021-10-22 2021-10-22
第210931号 2021-10-22 2026-07-31 2021-10-22 2021-10-22 2021-03-31
第210932号 2021-10-25 2026-10-31 2021-10-25 2021-10-25
第210933号 2021-10-25 2026-10-31 2021-10-25 2021-10-25
第210934号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-25 2021-10-25 1998-06-26
第210935号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-25 2021-10-25 2010-07-08
第210936号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-26 2021-10-26 1998-07-02
第210937号 2021-10-26 2026-10-31 2021-10-26 2021-10-26
第210938号 2021-10-26 2026-10-31 2021-10-26 2021-10-26

第210939号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-26 2021-10-26 1995-07-12
飲食店営業 一般 第210940号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-26 2021-10-26 2010-06-09
菓子製造業 一般 第210941号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-26 2021-10-26 2016-09-30

調理機能を有する自動販売機（要許可）

自動販売機

飲食店営業 一般 第210942号 2021-10-26 2026-12-31 2021-10-26 2021-10-26
飲食店営業 一般 第210943号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-26 2021-10-26 1998-07-30
飲食店営業 一般 第210944号 2021-10-27 2027-03-31 2021-10-27 2021-10-27
飲食店営業 一般 第210945号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-27 2021-10-27 2016-06-28
飲食店営業 一般 第210946号 2021-10-27 2027-03-31 2021-10-27 2021-10-27
飲食店営業 一般 第210947号 2021-10-27 2026-11-30 2021-10-27 2021-10-27
飲食店営業

移動販売車

飲食店営業

移動販売車

第210948号 2021-10-27 2026-10-31 2021-10-27 2021-10-27

第210949号 2021-10-28 2026-11-30 2021-10-28 2021-10-28
飲食店営業 一般 第210952号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-28 2021-10-28 2016-06-20
漬物製造業 一般 第210953号 2021-10-28 2026-12-31 2021-10-28 2021-10-28

福山市松浜町一丁目２番１８号 ほっと館１０３号室 ＧＯＴＯ ＫＩＮＧ ＆ Ｇｒｉｌｌｓ

飲食店営業 一般 第210954号 2021-10-28 2026-11-30 2021-10-28 2021-10-28 2019-12-27
飲食店営業 一般 第210955号 2021-10-28 2027-03-31 2021-10-28 2021-10-28

福山市元町１２番１号
福山市元町８番３号

菓子製造業 一般 第210956号 2021-10-28 2026-11-30 2021-10-28 2021-10-28
飲食店営業 一般 第210957号 2021-10-28 2026-11-30 2021-10-28 2021-10-28

福福ビル１Ｆ

福山市神辺町大字新道上１０番地２６ フジグラン神辺１Ｆ

藤山 雄一郎 福山市駅家町大字万能倉３７３番地

四国郷土活性化 藁家８８ 福山店

ＫＯＫＥ
とっぽ家 神辺店
株式会社ユウホウ福山工場ＫＦ事務所
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飲食店営業 一般 第210958号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-28 2021-10-28 2010-05-11
調理機能を有する自動販売機（要許可）

自動販売機

第210959号 2021-11-01 2027-10-31 2021-10-28 2021-10-28 2010-06-17

（※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）

