
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　スイーツ 飲食店営業 一般 第220736号 2022-11-01 2027-12-31 2022-11-01 2022-11-01 2008-04-17

株式会社Ｉ’ＵＮＩＯＮ 代表取締役 藤原　義一 福山市住吉町３番２６号 ローズシティ住吉Ⅲ　１Ｆ クラブ　アイム 飲食店営業 一般 第220737号 2022-11-02 2028-03-31 2022-11-02 2022-11-02         

藤井　康弘 福山市幕山台一丁目２番１０号 ローソン福山幕山台一丁目 飲食店営業 一般 第220738号 2022-11-02 2028-01-31 2022-11-02 2022-11-02         

折尾　朋也 福山市引野町北四丁目１６番１５号 ユニオン９ビル１０２ カラオケポンタ 飲食店営業 一般 第220739号 2022-11-02 2028-01-31 2022-11-02 2022-11-02         

松木　瞬 福山市昭和町４番６号 ローズプラッツ２ＦＡ Ｌｏｕｎｇｅ　ＥＬＬＥ 飲食店営業 一般 第220740号 2022-11-04 2028-03-31 2022-11-04 2022-11-04         

ＳＫＹ　ＩＳＬＡＮＤ　ＧＲＯＵＰ合同会社 代表社員 高橋　慶 広島県内全域 ＆ｔｅａ． 飲食店営業 移動販売車 第220741号 2022-11-04 2028-03-31 2022-11-04 2022-11-04         

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　フードコート 飲食店営業 一般 第220742号 2022-11-04 2027-12-31 2022-11-04 2022-11-04         

ユーフォーテーブル有限会社 代表取締役 近藤　光 広島県内全域 ｕｆｏｔａｂｌｅ Ｃａｆｅ ＴＯ ＧＯ 飲食店営業 移動販売車 第220743号 2022-11-07 2027-11-30 2022-11-07 2022-11-07         

株式会社天満屋 代表取締役 斎藤　和好 福山市元町１番１号 天満屋福山店地階 株式会社天満屋福山店地階催事２ 飲食店営業 一般 第220744号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-07 2022-11-07 2012-09-21

株式会社天満屋 代表取締役 斎藤　和好 福山市元町１番１号 株式会社天満屋福山店地下１階共同調理場 飲食店営業 一般 第220745号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-07 2022-11-07 2017-11-14

株式会社セレマ 代表取締役 齋藤　秀麻呂 福山市東桜町４番５号 （株）セレマあんしん祭典福山駅前会館 飲食店営業 一般 第220746号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-07 2022-11-07 2017-11-24

田丸 　昭博 福山市内一円 玉乃屋 飲食店営業 露店 第220747号 2022-11-07 2028-02-29 2022-11-07 2022-11-07         

株式会社横島ファーム 代表取締役 新田　龍二 福山市内一円 よこしまファーム直売所 飲食店営業 露店 第220748号 2022-11-07 2028-02-29 2022-11-07 2022-11-07         

株式会社横浜ポンパドウル 代表取締役 三藤　貴史 福山市元町１番１号 福山天満屋Ｂ１Ｆ ポンパドウル福山店 飲食店営業 一般 第220749号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-08 2022-11-08 2017-11-14

株式会社横浜ポンパドウル 代表取締役 三藤　貴史 福山市元町１番１号 福山天満屋Ｂ１Ｆ ポンパドウル福山店 菓子製造業 一般 第220750号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-08 2022-11-08 2017-11-14

株式会社ロック・フィールド 代表取締役 古塚　孝志 福山市元町１番１号 天満屋福山店Ｂ１ ＲＦ１ 飲食店営業 一般 第220751号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-08 2022-11-08 2017-11-14

ＳＫＹ　ＩＳＬＡＮＤ　ＧＲＯＵＰ合同会社 代表社員 高橋　慶 福山市住吉町３番１２号 ピュアシティ住吉ＹＫＳビル１Ｆ ｃｌｕｂ　ｍｏｎＡ 飲食店営業 一般 第220752号 2022-11-08 2028-03-31 2022-11-08 2022-11-08         

株式会社フューレック 代表取締役 藤本　慎介 福山市伏見町４番３３号 フジモトビル７Ｆ フューレック 飲食店営業 一般 第220753号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-08 2022-11-08 2017-11-29

株式会社フューレック 代表取締役 藤本　慎介 福山市伏見町４番３３号 フジモトビル７Ｆ フューレック そうざい製造業 一般 第220754号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-08 2022-11-08 2017-11-29

株式会社阿藻珍味 代表取締役 粟村　元則 福山市内一円 株式会社阿藻珍味 飲食店営業 露店 第220755号 2022-11-08 2028-02-29 2022-11-08 2022-11-08         

鈴木　光男 広島県内全域 キッチンサービススズキ 飲食店営業 移動販売車 第220756号 2022-11-09 2028-02-29 2022-11-09 2022-11-09         

株式会社備宝 代表取締役 新井　慶助 福山市御幸町大字上岩成４６１番地１ 旬海鮮　丼丸 飲食店営業 一般 第220757号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-09 2022-11-09 2017-11-14

サンデン株式会社 代表取締役 内海　宏一郎 福山市延広町３番５号 鉄ｐａｎ・ｙａ 飲食店営業 一般 第220758号 2022-11-09 2027-11-30 2022-11-09 2022-11-09         

石井　宏明 福山市鞆町鞆３５５番地１ 胡屋 飲食店営業 一般 第220759号 2022-11-09 2028-02-29 2022-11-09 2022-11-09         

ＧＵＥＤＥＳ　ＶＩＮＩＣＩＵＳ　ＫＡＬＥＢＥ 福山市船町７番３３号 ２Ｆ ＡＤ－ＬＩＢ 飲食店営業 一般 第220760号 2022-11-09 2027-11-30 2022-11-09 2022-11-09         

富士産業株式会社 代表取締役 中村　勝彦 福山市千田町二丁目５番１０号 社会福祉法人潤耀会　介護老人福祉施設 アルカディアせんだ 飲食店営業 一般 第220761号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-09 2022-11-09 2011-09-28

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　お好み焼 飲食店営業 一般 第220762号 2022-11-10 2027-12-31 2022-11-10 2022-11-10         

三好　マリ子 福山市千田町二丁目２番４４号 カラオケ　桜　ｃａｆｅ 飲食店営業 一般 第220763号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-11 2022-11-11 2017-10-12

有限会社プチットメールダイゴ 代表取締役 大村　茂 福山市神辺町大字川南３９６番地２ 株式会社御池鐵工所社員食堂 飲食店営業 一般 第220764号 2022-11-14 2028-04-30 2022-11-14 2022-11-14         

株式会社ホーミイダイニング 代表取締役 岡﨑　真悟 福山市駅家町大字万能倉１２５１番地１ 精肉直売所　にくよし　駅家店 飲食店営業 一般 第220765号 2022-11-15 2028-04-30 2022-11-15 2022-11-15         

株式会社ホーミイダイニング 代表取締役 岡﨑　真悟 福山市駅家町大字万能倉１２５１番地１ 精肉直売所　にくよし　駅家店 食肉販売業 一般 第220766号 2022-11-15 2028-04-30 2022-11-15 2022-11-15         

株式会社ホーミイダイニング 代表取締役 岡﨑　真悟 福山市駅家町大字万能倉１２５１番地１ 精肉直売所　にくよし　駅家店 そうざい製造業 一般 第220767号 2022-11-15 2028-04-30 2022-11-15 2022-11-15         

株式会社なかやま牧場 代表取締役 増成　吉彦 福山市木之庄町三丁目５番２４号 株式会社なかやま牧場　ハート木之庄店 デリカ 飲食店営業 一般 第220768号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-15 2022-11-15 2017-07-12

株式会社なかやま牧場 代表取締役 増成　吉彦 福山市木之庄町三丁目５番２４号 株式会社なかやま牧場　ハート木之庄店 フィッシュデリカ 飲食店営業 一般 第220769号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-15 2022-11-15 2017-07-12

株式会社なかやま牧場 代表取締役 増成　吉彦 福山市木之庄町三丁目５番２４号 株式会社なかやま牧場　ハート木之庄店 ミートデリカ 飲食店営業 一般 第220770号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-15 2022-11-15 2017-07-12

株式会社なかやま牧場 代表取締役 増成　吉彦 福山市木之庄町三丁目５番２４号 株式会社なかやま牧場　ハート木之庄店 菓子製造業 一般 第220771号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-15 2022-11-15 2017-07-12

株式会社なかやま牧場 代表取締役 増成　吉彦 福山市木之庄町三丁目５番２４号 株式会社なかやま牧場　ハート木之庄店 魚介類販売業 一般 第220772号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-15 2022-11-15 2017-07-12

株式会社なかやま牧場 代表取締役 増成　吉彦 福山市木之庄町三丁目５番２４号 株式会社なかやま牧場　ハート木之庄店 食肉販売業 一般 第220773号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-15 2022-11-15 2017-07-12

村上　光輝 福山市北本庄一丁目１番１号 むらかみ 飲食店営業 一般 第220774号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-15 2022-11-15 2011-07-27

株式会社ジェイアールサービスネット岡山 代表取締役 小林　卓 福山市本庄町中四丁目４番３７号 セブン－イレブン福山本庄町中４丁目店 飲食店営業 一般 第220775号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-15 2022-11-15 2017-09-22

木本　直美 福山市船町５番１７号 広商ビル１０３ ひなた 飲食店営業 一般 第220776号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-15 2022-11-15 2017-07-14
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有限会社もりせん 代表取締役 森　宣二 福山市木之庄町三丁目２番１３号 有限会社もりせん 食肉販売業 一般 第220777号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-15 2022-11-15 2005-09-26

有限会社八州 代表取締役 中西　睦之 福山市若松町２番１１号 有限会社八州  中西精肉店 食肉販売業 一般 第220778号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-15 2022-11-15 1999-06-21

鳩野　茂広 福山市三之丸町３番８号 魚料理とおでん　さち 飲食店営業 一般 第220779号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-15 2022-11-15 2011-11-24

有限会社ユノス・ダイニング 代表取締役 柚原　誠 福山市延広町６番４号 凰昇楼 飲食店営業 一般 第220780号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-15 2022-11-15 2011-08-30

和田　秀幸 福山市船町３番９号 酒場コモン 飲食店営業 一般 第220781号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-15 2022-11-15 2017-07-28

株式会社アペックス西日本 代表取締役 森　吉平 福山市御幸町大字上岩成４６８番地８ ハローズ株式会社　御幸店　店頭 調理機能を有する自動販売機（要許可） 自動販売機 第220782号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-15 2022-11-15 2011-11-22

株式会社グラットン 代表取締役 徳永　孝進 福山市宝町３番１号 ヒョンチャンプルコギ福山駅前店 飲食店営業 一般 第220783号 2022-11-16 2027-11-30 2022-11-16 2022-11-16         

中山　裕三 福山市三之丸町３番４号 土井ビル２Ｆ Ｃａｐｃｉｃｕｍ　ｃａｆｅ 飲食店営業 一般 第220784号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-16 2022-11-16 2011-11-07

株式会社アペックス西日本 代表取締役 森　吉平 福山市三之丸町３０番１号 山陽ＳＣ開発株式会社　福山支店　荷受場 調理機能を有する自動販売機（要許可） 自動販売機 第220785号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-16 2022-11-16 2011-11-24

堀之内　秀司 福山市元町１３番２号 味処　秀 飲食店営業 一般 第220786号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-16 2022-11-16 1999-06-30

裵　世福 福山市船町２番２１号 安井ビル コリアンダイニング　おんどるばん 飲食店営業 一般 第220787号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-16 2022-11-16 2017-11-29

株式会社都 代表取締役 㟢本　大 福山市曙町三丁目４番３号 都デリ工房 飲食店営業 一般 第220788号 2022-11-16 2028-01-31 2022-11-16 2022-11-16         

株式会社都 代表取締役 㟢本　大 福山市曙町三丁目４番３号 都デリ工房 菓子製造業 一般 第220789号 2022-11-16 2028-01-31 2022-11-16 2022-11-16         

株式会社都 代表取締役 㟢本　大 福山市曙町三丁目４番３号 都デリ工房 食肉製品製造業 一般 第220790号 2022-11-16 2028-01-31 2022-11-16 2022-11-16         

株式会社都 代表取締役 㟢本　大 福山市曙町三丁目４番３号 都デリ工房 そうざい製造業 一般 第220791号 2022-11-16 2028-01-31 2022-11-16 2022-11-16         

片平　朋子 福山市住吉町７番１３号 パライソ樹苑２－Ｂ スナック　ここから 飲食店営業 一般 第220792号 2022-11-16 2028-03-31 2022-11-16 2022-11-16         

株式会社イーストスリー 代表取締役 上田　晴美 福山市東町三丁目２番２号 セブンイレブン福山東町３丁目店 飲食店営業 一般 第220793号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-17 2022-11-17 2017-11-28

ＤＫ合同会社 代表社員 グエン・ティ・チュク・フォン 福山市昭和町８番８号 ＫＯビル２階 ８６ナイトクラブ 飲食店営業 一般 第220794号 2022-11-17 2028-03-31 2022-11-17 2022-11-17         

株式会社ブレンズ 代表取締役 光武　輝彦 福山市春日町三丁目１番４０号 ほっともっと春日町店 飲食店営業 一般 第220795号 2022-11-17 2028-01-31 2022-11-17 2022-11-17         

畠　浩章 福山市三之丸町３番４号 松本ビル１Ｆ ＨＡＴＡ　ＩＳＭ「ラーメン」 飲食店営業 一般 第220796号 2022-11-17 2027-11-30 2022-11-17 2022-11-17         

畠　浩章 福山市三之丸町３番４号 松本ビル１Ｆ ＨＡＴＡ　ＩＳＭ「ラーメン」 そうざい製造業 一般 第220797号 2022-11-17 2027-11-30 2022-11-17 2022-11-17         

合同会社甲斐 代表社員 武田　晶子 福山市三之丸町８番１１号 セブン－イレブン福山駅前店 飲食店営業 一般 第220798号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-17 2022-11-17 2017-10-17

合同会社甲斐 代表社員 武田　晶子 福山市若松町１０番１６号 セブン－イレブン福山若松町店 飲食店営業 一般 第220799号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-17 2022-11-17 2017-10-17

有限会社原古美術店 代表取締役 馬屋原　啓介 福山市東町一丁目４番２１号 スペース甦謳る 飲食店営業 一般 第220800号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-17 2022-11-17 1999-07-07

針間　弘昭 福山市延広町５番２５－１号 はりま茶屋 飲食店営業 一般 第220801号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-17 2022-11-17 2017-06-08

濵原　陽章 福山市御幸町大字中津原６７２番地 カフェ　プラスドット 飲食店営業 一般 第220802号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-17 2022-11-17 2017-07-24

濵原　陽章 福山市御幸町大字中津原６７２番地 カフェ　プラスドット 菓子製造業 一般 第220803号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-17 2022-11-17 2020-05-18

株式会社フロムシステムダイレクト 代表取締役 島田　克己 福山市木之庄町二丁目１番５号 ファミリーマート福山木之庄店 飲食店営業 一般 第220804号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-18 2022-11-18 2017-10-25

株式会社ＨＯＡＮＧ　ＣＯＭＰＡＮＹ 代表取締役 ダン・ヴァン・ホアン 福山市手城町二丁目２６番１２号 ＨＯＡＮＧ　ＣＯＭＰＡＮＹ 食肉販売業 一般 第220805号 2022-11-18 2028-01-31 2022-11-18 2022-11-18         

株式会社ピースフル 代表取締役 伊藤　公彦 福山市光南町二丁目２番５号 光南サンハイツ１Ｆ 藤 飲食店営業 一般 第220806号 2022-11-18 2028-03-31 2022-11-18 2022-11-18 2008-11-05

渡邉　陸伸 福山市明治町７番６号 ホワイトビル２Ｆ　Ａ－東 ＲＥＶＩＶＡＬ 飲食店営業 一般 第220807号 2022-11-18 2028-03-31 2022-11-18 2022-11-18         

有限会社ベーシス 代表取締役 若林　泰史 福山市神辺町大字新道上１０番地２６ フジグラン神辺モール内 ＷＡＶＥＳ 飲食店営業 一般 第220808号 2022-11-18 2028-04-30 2022-11-18 2022-11-18         

松田　吉恵 福山市本庄町中二丁目１３番３号 お好み焼き　だるま 飲食店営業 一般 第220809号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-18 2022-11-18 2017-11-10

足立　千里 福山市南本庄一丁目９番２１号 黒べぇさん 飲食店営業 一般 第220810号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-21 2022-11-21 2011-06-03

石井　優子 福山市胡町４番２６号 小野ビル１Ｆ 居酒屋ひょうたん 飲食店営業 一般 第220811号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-21 2022-11-21 2017-09-28

有限会社やすもと 代表取締役 安本　皇 福山市元町１番１号 Ｂ１階 尾道やすもと 飲食店営業 一般 第220812号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-21 2022-11-21 2017-11-14

髙橋　啓子 福山市船町３番１０号 魚とくビル１０２号 サルーテ 飲食店営業 一般 第220813号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-21 2022-11-21 2017-11-06

内田　勇 福山市新市町大字新市２７３番地２ セブン－イレブン福山新市町神谷川橋店 飲食店営業 一般 第220814号 2022-11-21 2028-04-30 2022-11-21 2022-11-21         

有限会社サザンクロス 代表取締役 内田　一郎 福山市三之丸町４番５号 福山駅前ウイングⅠ 飲食店営業 露店 第220815号 2022-12-01 2027-11-30 2022-11-21 2022-11-21 2012-11-28

有限会社サザンクロス 代表取締役 内田　一郎 福山市三之丸町４番５号 福山駅前ウイングⅡ 飲食店営業 露店 第220816号 2022-12-01 2027-11-30 2022-11-21 2022-11-21 2012-11-28

株式会社まる文 代表取締役 杉原　由香里 福山市高西町三丁目１４番５７号 香の月 飲食店営業 一般 第220817号 2022-11-22 2027-12-31 2022-11-22 2022-11-22 2002-04-04
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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

株式会社まる文 代表取締役 杉原　由香里 福山市高西町三丁目１４番５７号 香の月 そうざい製造業 一般 第220818号 2022-11-22 2027-12-31 2022-11-22 2022-11-22 2018-10-30

長谷　愛弓 福山市大門町四丁目１６番１９－５号 ボン 飲食店営業 一般 第220819号 2022-11-22 2028-01-31 2022-11-22 2022-11-22         

深川　知子 福山市今町４番２３号 浜どん 飲食店営業 一般 第220820号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-24 2022-11-24 2017-06-14

久我　晃隆 福山市元町８番５号 ＫＯＫＵ 飲食店営業 一般 第220821号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-24 2022-11-24 2017-08-04

山𠀋　泰典 福山市内一円 ＥＮＹＡ 飲食店営業 露店 第220822号 2022-11-24 2028-03-31 2022-11-24 2022-11-24         

佐藤　利枝 福山市船町５番８号 １Ｆ 手打ち十割蕎麦　とわり 飲食店営業 一般 第220823号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-25 2022-11-25 2017-06-29

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 菓子製造業 一般 第220824号 2022-11-25 2028-04-30 2022-11-25 2022-11-25         

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 代表取締役 岩瀬　賢治 福山市西町一丁目６番２８号 アーククラブ迎賓館福山 飲食店営業 一般 第220825号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-25 2022-11-25 2005-10-20

株式会社フレスタ 代表取締役 宗兼　邦生 福山市東桜町１番８号 フレスタ　おかず工房アイネス店 （寿司・焼魚） 飲食店営業 一般 第220826号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-25 2022-11-25 2011-10-21

株式会社フレスタ 代表取締役 宗兼　邦生 福山市東桜町１番８号 フレスタ　おかず工房アイネス店 （惣菜） 飲食店営業 一般 第220827号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-25 2022-11-25 2011-10-21

株式会社フレスタ 代表取締役 宗兼　邦生 福山市東桜町１番８号 フレスタ　おかず工房アイネス店 魚介類販売業 一般 第220828号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-25 2022-11-25 2011-10-21

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 福山市三之丸町３０番１号 スターバックスコーヒー　ＪＲ福山駅店 飲食店営業 一般 第220829号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-25 2022-11-25 2017-07-19

株式会社ＦＥＲ 代表取締役 園田　崇匡 福山市元町１３番１号 フジカワビル１Ｆ 中華そば　そのだ 飲食店営業 一般 第220830号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-25 2022-11-25 2017-11-15

株式会社立身 代表取締役 赤木　立身 広島県内全域 福神丸 飲食店営業 移動販売車 第220831号 2022-11-25 2027-11-30 2022-11-25 2022-11-25         

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 福山市元町１３番５号 有楽リオンビル３Ｆ 泳ぎイカ　九州炉端　弁慶 飲食店営業 一般 第220832号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-28 2022-11-28 2017-11-17

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 福山市元町１３番５号 有楽リオンビル３Ｆ チーズと肉　ホッカイファーム 飲食店営業 一般 第220833号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-28 2022-11-28 2017-11-24

庄司　政次 福山市今町２番１０号 徳永ビルＢＦ１０１ アジアングランドいちぢく 飲食店営業 一般 第220834号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-28 2022-11-28 2005-06-28

有限会社インスタイル 代表取締役 出原　廣明 福山市元町１３番３号 ４Ｆ インスタイルホール 飲食店営業 一般 第220835号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-28 2022-11-28 2017-09-22

住田　三枝 福山市船町１番１２号 ２Ｆ ＣＲＯＳＳＯＶＥＲ 飲食店営業 一般 第220836号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-28 2022-11-28 2017-11-15

日清医療食品株式会社 代表取締役 立林　勝美 福山市港町一丁目１５番３０号 日清　福山記念病院 飲食店営業 一般 第220837号 2022-11-28 2028-01-31 2022-11-28 2022-11-28         

日清医療食品株式会社 代表取締役 立林　勝美 福山市神辺町大字川南５４７番地７ 日清　ビーブルかんなべ 飲食店営業 一般 第220838号 2022-11-28 2028-04-30 2022-11-28 2022-11-28         

株式会社莉浩 代表取締役 喜多村　浩壮 福山市奈良津町三丁目３番９号 炭火焼肉こう 飲食店営業 一般 第220839号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-28 2022-11-28 2017-07-19

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 福山市延広町１番２３号 ０Ｈ１５０８広島 飲食店営業 一般 第220840号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-29 2022-11-29 2011-09-08

株式会社ｓａｋｋｕｒｕ 代表取締役 山田　早苗 福山市昭和町７番１０号 セントエルモ昭和町１Ｆ 一燈照隅 そうざい製造業 一般 第220841号 2022-11-29 2028-03-31 2022-11-29 2022-11-29         

株式会社ゲットレディー 代表取締役 三宅　かおり 福山市東深津町三丁目２０番１４号 元祖豚丼屋　ＴＯＮＴＯＮ福山店 飲食店営業 一般 第220842号 2022-11-29 2028-01-31 2022-11-29 2022-11-29         

株式会社ｓａｋｋｕｒｕ 代表取締役 山田　早苗 福山市昭和町７番１０号 セントエルモ昭和町２Ｆ 咲来ｄｉｎｉｎｇ　てしおがわ 飲食店営業 一般 第220843号 2022-11-29 2028-03-31 2022-11-29 2022-11-29         

株式会社ｓａｋｋｕｒｕ 代表取締役 山田　早苗 福山市昭和町７番１０号 セントエルモ昭和町２Ｆ 咲来ｄｉｎｉｎｇ　てしおがわ そうざい製造業 一般 第220844号 2022-11-29 2028-03-31 2022-11-29 2022-11-29         

日上　美智子 福山市南町９番８－１号 １Ｆ スナック　みち 飲食店営業 一般 第220845号 2022-11-29 2028-03-31 2022-11-29 2022-11-29         

コンパスグループ・ジャパン株式会社 代表取締役 石田　隆嗣 福山市伏見町４番３８号 三菱ＵＦＪ銀行福山支店　食堂 飲食店営業 一般 第220846号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-29 2022-11-29 2005-06-08

有限会社あおぞら 代表取締役 野田　実 福山市沼隈町大字中山南２６番地１ ツネイシしまなみビレッジ　センターハウス 飲食店営業 一般 第220847号 2022-11-29 2028-02-29 2022-11-29 2022-11-29         

金藤　弘樹 福山市明治町５番７号 山陽セントラルハイツ１階１０２ ＣＲＹＳＴＡＬ８ 飲食店営業 一般 第220848号 2022-11-29 2028-03-31 2022-11-29 2022-11-29         

株式会社ヤマヒロ 代表取締役 山野　浩二 福山市三之丸町４番１号 ツツミビル１Ｆ ローソン福山駅前店 飲食店営業 一般 第220849号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2011-10-07

株式会社ＡＲＴ 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220850号 2022-11-30 2028-03-31 2022-11-30 2022-11-30         

株式会社光洋 代表取締役 高木　孝昌 福山市御幸町大字上岩成１４８番地１３ レストラン「ビアン」 飲食店営業 一般 第220851号 2022-12-01 2028-11-30 2022-11-30 2022-11-30 2005-07-20

久安　伸二 福山市駅家町大字助元１４８番地４ ＣＹＣＬＥ　ＳＴＡＴＩＯＮ ＰＥＲＩ　ＣＡＦＥ 飲食店営業 一般 第220852号 2022-11-30 2028-04-30 2022-11-30 2022-11-30         

桒田　京子 福山市坪生町４１７番地１ ポリシャス彩 飲食店営業 一般 第220853号 2022-11-30 2028-01-31 2022-11-30 2022-11-30         
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