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江川　和惠 福山市松永町四丁目１５番７６号 スナック来夢 飲食店営業 一般 第220854号 2022-12-02 2027-12-31 2022-12-02 2022-12-02         

田坂　尚己 福山市延広町２番１号 エイアンドティビル１階 ＭＥＲＣＵＲＹ 飲食店営業 一般 第220855号 2022-12-07 2028-05-31 2022-12-07 2022-12-07         

株式会社トモテツセブン 代表取締役 林　克士 福山市東村町三蔵９８５番地 福山大学　カフェテリア爽風 飲食店営業 一般 第220856号 2023-01-01 2028-12-31 2022-12-07 2022-12-07 1999-12-17

株式会社州英 代表取締役 野島　英史 福山市松永町四丁目９番３号 神原ビル２Ｆ東側 Ｊｅｐａｒｓ 飲食店営業 一般 第220857号 2022-12-08 2027-12-31 2022-12-08 2022-12-08         

株式会社丸亀製麺 代表取締役 山口　寛 福山市高西町四丁目４番５号 丸亀製麺松永店 飲食店営業 一般 第220858号 2023-01-01 2028-12-31 2022-12-08 2022-12-08 2011-07-06

ハラダ協同サービス株式会社 代表取締役 原田　宗一郎 福山市柳津町三丁目３番３１号 ＪＡ福山市柳津ホール内 ハラダ協同サービス株式会社松永営業所 飲食店営業 一般 第220859号 2023-01-01 2028-12-31 2022-12-09 2022-12-09 2005-10-20

浜岡　文雄 福山市瀬戸町大字長和８３１５番地２ 福山市瀬戸老人福祉センター 飲食店営業 一般 第220860号 2023-01-01 2028-12-31 2022-12-09 2022-12-09 2017-09-20

株式会社啓文社エンタープライズ 代表取締役 手塚　淳三 福山市高西町四丁目３番６１号 コミックバスター　イーズ福山西店 飲食店営業 一般 第220861号 2023-01-01 2028-12-31 2022-12-09 2022-12-09 2017-11-10

株式会社州英 代表取締役 野島　英史 福山市松永町四丁目９番３号 神原ビル２Ｆ西側 Ａｎｇｅ 飲食店営業 一般 第220862号 2023-01-01 2028-12-31 2022-12-09 2022-12-09 2011-10-28

株式会社フォー・アンツ 代表取締役 堀岡　眞也 福山市高西町四丁目３番６１号 リトルマーメイドＴＳＵＴＡＹＡ福山西店 飲食店営業 一般 第220863号 2023-01-01 2028-12-31 2022-12-09 2022-12-09 2017-11-10

株式会社フォー・アンツ 代表取締役 堀岡　眞也 福山市高西町四丁目３番６１号 リトルマーメイドＴＳＵＴＡＹＡ福山西店 菓子製造業 一般 第220864号 2023-01-01 2028-12-31 2022-12-09 2022-12-09 2017-11-10

株式会社恵寿コーポレーション 代表取締役 菅原　久志 福山市松永町四丁目１６番３７号 セブン－イレブン福山松永町４丁目店 飲食店営業 一般 第220865号 2023-01-01 2028-12-31 2022-12-12 2022-12-12 2017-08-23

横島漁業協同組合 代表理事 渡邉　冬彦 福山市内海町８８番地 うつみ牡蠣センター 魚介類販売業 一般 第220866号 2022-12-12 2028-02-29 2022-12-12 2022-12-12         

香田　政会 福山市高西町二丁目２番１４号 喫茶　香 飲食店営業 一般 第220867号 2023-01-01 2028-12-31 2022-12-12 2022-12-12 1999-12-01

因島青果株式会社 代表取締役 新藤　元紀 福山市今津町三丁目７番１０号 海鮮寿司居酒屋　すだちや　松永店 飲食店営業 一般 第220868号 2023-01-01 2028-12-31 2022-12-12 2022-12-12 2005-07-06

平橋　紀和 福山市今津町三丁目２番２８号 さんらいずＳＣ内 リトルウイング 飲食店営業 一般 第220869号 2023-01-01 2028-12-31 2022-12-12 2022-12-12 2011-12-27

有限会社宝来軒 代表取締役 高橋　光伸 福山市松永町一丁目３７番地 有限会社宝来軒 飲食店営業 一般 第220870号 2023-01-01 2028-12-31 2022-12-12 2022-12-12 1999-10-15

高橋　ゆり子 福山市松永町四丁目１０番１５号 創和ビル２Ｆ ラウンジ有紀 飲食店営業 一般 第220871号 2023-01-01 2028-12-31 2022-12-12 2022-12-12 2011-12-20

岡山　由加利 福山市松永町四丁目１６番５４－４号 居酒屋　響樹 飲食店営業 一般 第220872号 2023-01-01 2028-12-31 2022-12-12 2022-12-12 2017-11-08

大惣株式会社 代表取締役 坪井　祥隆 広島県内全域 スマイルキッチンカー 飲食店営業 移動販売車 第220873号 2022-12-13 2028-05-31 2022-12-13 2022-12-13         

株式会社天堂 代表取締役 渡邉　武志 福山市沼隈町大字草深１８９６番地１ ＣＡＦＥ　ＡＮＤ　ＳＡＬＯＮ Ｓｍｉｌｅ　ｌｏ－ｌｏ 飲食店営業 一般 第220874号 2022-12-13 2028-02-29 2022-12-13 2022-12-13         

赤松　寿美 福山市松永町四丁目１５番７５号 コーポ長和島１Ｆ スナックＦｉｎｅ 飲食店営業 一般 第220875号 2023-01-01 2028-12-31 2022-12-13 2022-12-13 1999-07-02

因島青果株式会社 代表取締役 新藤　元紀 福山市今津町三丁目７番１０号 味八食堂　松永店 飲食店営業 一般 第220876号 2023-01-01 2028-12-31 2022-12-13 2022-12-13 2011-11-02

株式会社繁廣 代表取締役 川上　茂 福山市瀬戸町大字長和６７３番地３ 繁廣本部工場 食肉処理業 一般 第220877号 2023-01-01 2028-12-31 2022-12-14 2022-12-14 2005-07-12

吉浦　節子 福山市松永町四丁目１５番７２号 軽食喫茶お利伊無 飲食店営業 一般 第220878号 2023-01-01 2028-12-31 2022-12-14 2022-12-14 2011-09-22

刘　福艶 福山市霞町二丁目４番４号 福山骨里香熟食物産店 飲食店営業 一般 第220879号 2022-12-14 2028-03-31 2022-12-14 2022-12-14         

株式会社魚勝 代表取締役 西本　邦稔 福山市元町１２番１３号 魚勝 飲食店営業 一般 第220880号 2022-12-14 2028-05-31 2022-12-14 2022-12-14         

ＦＯＲＥＶＥＲ＆ＣＯＭＰＡＮＹ株式会社 代表取締役 古賀　大輔 福山市伏見町３番１６号 ＴＫＫ伏見ビル Ｆｒｅｅｍａｎ　ＢＡＫＥ　ＳＴＯＲＥ 飲食店営業 一般 第220881号 2022-12-16 2028-05-31 2022-12-16 2022-12-16 2020-12-17

ＦＯＲＥＶＥＲ＆ＣＯＭＰＡＮＹ株式会社 代表取締役 古賀　大輔 福山市伏見町３番１６号 ＴＫＫ伏見ビル Ｆｒｅｅｍａｎ　ＢＡＫＥ　ＳＴＯＲＥ 菓子製造業 一般 第220882号 2022-12-16 2028-05-31 2022-12-16 2022-12-16         

山本　英貴 福山市西桜町一丁目１番４号 若月マンション１０１号 和飲亭　ＦＵＭＯ 飲食店営業 一般 第220883号 2022-12-16 2028-03-31 2022-12-16 2022-12-16         

有限会社来々軒 代表取締役 福本　洋介 福山市松永町六丁目１０番５７号 ふくの家 飲食店営業 一般 第220884号 2023-01-01 2028-12-31 2022-12-19 2022-12-19 2005-10-04

株式会社ＭＩＳＡＫＩ 代表取締役 叺田　靖志 福山市南町１番２２号 福　ｔｏ　松 飲食店営業 一般 第220885号 2022-12-19 2028-03-31 2022-12-19 2022-12-19         

三宅　智也 福山市入船町二丁目４番４号 サンタウンビル２Ｆ アルファ 飲食店営業 一般 第220886号 2022-12-19 2028-03-31 2022-12-19 2022-12-19         

ハルモニア有限会社 取締役 白川　和久 福山市瀬戸町大字地頭分１３６５番地１ セブン－イレブン福山瀬戸店 飲食店営業 一般 第220887号 2023-01-01 2028-12-31 2022-12-19 2022-12-19 2011-07-13

島田　大輝 福山市駅家町大字万能倉３７３番地６９ リリパット 菓子製造業 一般 第220888号 2022-12-19 2028-04-30 2022-12-19 2022-12-19         

ＬＵＰＨＩＡ　ＪＡＰＡＮ合同会社 代表社員 宇田　誠 福山市多治米町一丁目６番５号 ＬＵＰＨＩＡ　ＪＡＰＡＮ合同会社 菓子製造業 一般 第220889号 2022-12-19 2028-03-31 2022-12-19 2022-12-19         

日本ピザハット株式会社 代表取締役 中村　昭一 福山市新市町大字戸手６４７番地１ ピザハット　福山新市店 飲食店営業 一般 第220890号 2022-12-20 2028-04-30 2022-12-20 2022-12-20         

株式会社イズミ 代表取締役 山西　泰明 福山市入船町三丁目１番６０号 ゆめタウン福山 飲食店営業 一般 第220891号 2022-12-20 2024-09-30 2022-12-20 2022-12-20         

岡本　有沙 福山市多治米町一丁目９番１２号 焼肉　尚苑 飲食店営業 一般 第220892号 2022-12-21 2028-03-31 2022-12-21 2022-12-21         

株式会社ばらもち本舗千萬喜家 代表取締役 越智　良子 福山市内一円 ばらもち本舗　千萬喜家 飲食店営業 露店 第220893号 2022-12-22 2028-03-31 2022-12-22 2022-12-22         

岡野　千歳 福山市光南町一丁目２番２１号 豊田ビル１０１ スナック　グラテス 飲食店営業 一般 第220894号 2022-12-22 2028-03-31 2022-12-22 2022-12-22         
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君野　祥子 福山市伏見町４番１６号 旧水曜カレー 飲食店営業 一般 第220895号 2022-12-22 2028-05-31 2022-12-22 2022-12-22         

舟橋　亜由美 福山市伏見町３番１６号 ＴＫＫ伏見ビル 昼から酒場　泡幸 飲食店営業 一般 第220896号 2022-12-22 2028-05-31 2022-12-22 2022-12-22         

前原　好樹 福山市北本庄一丁目３番７号 醤油らーめん　かまやつ　麺工場 麺類製造業 一般 第220897号 2022-12-22 2027-05-31 2022-12-22 2022-12-22         

株式会社ＳＦＣ 代表取締役 貞宗　大輔 福山市入船町二丁目４番１５号 百軒堂ビルＢ棟２－２　２－３ Ｂａｒ　Ｈａｒｕ² 飲食店営業 一般 第220898号 2022-12-23 2028-03-31 2022-12-23 2022-12-23         

株式会社ＳＦＣ 代表取締役 貞宗　大輔 福山市松浜町一丁目７番８号 マリンタワー１Ｆ　１０１号室 クラブ　ダーリン 飲食店営業 一般 第220899号 2022-12-23 2028-03-31 2022-12-23 2022-12-23         

寺岡有機醸造株式会社 代表取締役 寺岡　宏晃 福山市本庄町中一丁目３３番２３号 寺岡有機醸造株式会社　福山工場 そうざい製造業 一般 第220900号 2022-12-23 2028-05-31 2022-12-23 2022-12-23         

日本ピザハット株式会社 代表取締役 中村　昭一 福山市神辺町字十九軒屋２番地１ ピザハット福山神辺店 飲食店営業 一般 第220901号 2022-12-26 2028-04-30 2022-12-26 2022-12-26         

有限会社広東果菜農場 代表取締役 中山　興 福山市神村町３７３７番地１ 有限会社広東果菜農場 食肉販売業 一般 第220902号 2022-12-26 2027-12-31 2022-12-26 2022-12-26         

滝口　利英 福山市山手町六丁目１４番１５号 山手マンション１０１ 滝口商店 飲食店営業 一般 第220903号 2022-12-26 2027-12-31 2022-12-26 2022-12-26         

尾道プリント株式会社 代表取締役 浅井　友浩 福山市松永町四丁目２９番１６号 米玉屋 飲食店営業 一般 第220904号 2022-12-26 2027-12-31 2022-12-26 2022-12-26         

梶浦　佐織 福山市神辺町字道上１番地１６ １Ｆ ｔｏｕｊｏｕｒｓ 飲食店営業 一般 第220905号 2022-12-27 2028-04-30 2022-12-27 2022-12-27         

和田　道雄 福山市船町５番１１号 Ｓａｎｋａｋｕ 飲食店営業 一般 第220906号 2022-12-27 2028-05-31 2022-12-27 2022-12-27         

岡田　拓也 広島県内全域 笑屋 飲食店営業 移動販売車 第220907号 2022-12-27 2028-01-31 2022-12-27 2022-12-27         

株式会社アペックス西日本 代表取締役 森　吉平 福山市南今津町４３番地 広島県自動車整備振興会福山支所　通路 調理機能を有する自動販売機（要許可） 自動販売機 第220908号 2023-01-01 2028-12-31 2022-12-27 2022-12-27 2005-08-10

株式会社アペックス西日本 代表取締役 森　吉平 福山市南今津町４３番地 広島県自動車整備振興会福山支所　軒下 調理機能を有する自動販売機（要許可） 自動販売機 第220909号 2023-01-01 2028-12-31 2022-12-27 2022-12-27 2005-08-10

石原　留美 福山市今津町２１７６番地３ お弁当屋 飲食店営業 一般 第220910号 2022-12-28 2027-12-31 2022-12-28 2022-12-28         

北川　真理子 福山市加茂町大字下加茂８８９番地２ トントン文庫 飲食店営業 一般 第220911号 2022-12-28 2028-04-30 2022-12-28 2022-12-28         

安友　慶祐 福山市松浜町一丁目１番１２号 ゴールドパレスビル１Ｆ ＣＬＵＢ　ＲＩＯＮ 飲食店営業 一般 第220912号 2022-12-28 2028-03-31 2022-12-28 2022-12-28         

西村　正樹 福山市野上町三丁目１６番５３号 デイリーヤマザキ　福山野上町店 飲食店営業 一般 第220913号 2022-12-28 2028-03-31 2022-12-28 2022-12-28 2001-05-25

株式会社グラットン 代表取締役 徳永　孝進 福山市瀬戸町大字山北３００番地 食辛房　サファ福山店 飲食店営業 一般 第220914号 2023-01-01 2028-12-31 2022-12-28 2022-12-28 2011-07-04
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