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カネト水産株式会社 代表取締役 佐藤　弘常 福山市内海町ロ３３７８番地 カネト水産株式会社 飲食店営業 一般 第220420号 2022-08-01 2027-08-31 2022-08-01 2022-08-01         

李　瑜 福山市新市町大字戸手９６番地３ 中華そば　香 飲食店営業 一般 第220421号 2022-08-01 2027-10-31 2022-08-01 2022-08-01         

株式会社靖幸 代表取締役 黒石　靖 広島県内全域 ｍｏｆｕ－ｄｏｒａ 飲食店営業 移動販売車 第220422号 2022-08-02 2027-11-30 2022-08-02 2022-08-02         

株式会社ケー・ディー・ティー 代表取締役 佐々木　貴世 福山市昭和町２番１０号 Ｌｅｐａｔｉｏビル１０１ ｋａｃｏ 飲食店営業 一般 第220423号 2022-08-03 2027-09-30 2022-08-03 2022-08-03         

株式会社上原商店 代表取締役 上原　勝博 福山市住吉町７番１３号 パライソ樹苑ビル１F 炉天酒　たか春 飲食店営業 一般 第220424号 2022-08-03 2027-09-30 2022-08-03 2022-08-03         

石原　友義 福山市神辺町大字新徳田２５９番地 コーポさえ１Ｆ－１ 肉・野菜料理　寿 飲食店営業 一般 第220425号 2022-08-03 2027-10-31 2022-08-03 2022-08-03         

平川　愛津咲 福山市昭和町９番１７号 メゾン・ド・レーブ１Ｆ－Ａ Ｂｅｎｚ 飲食店営業 一般 第220426号 2022-08-05 2027-09-30 2022-08-05 2022-08-05         

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 飲食店営業 一般 第220427号 2022-09-01 2028-08-31 2022-08-05 2022-08-05 2005-06-16

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 魚介類販売業 一般 第220428号 2022-09-01 2028-08-31 2022-08-05 2022-08-05 2005-06-16

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 食肉販売業 一般 第220429号 2022-09-01 2028-08-31 2022-08-05 2022-08-05 2005-06-16

小林　光美 福山市走島町浦友２８２番地２ 小林水産 水産製品製造業 一般 第220430号 2022-09-01 2028-08-31 2022-08-05 2022-08-05 1990-08-31

山脇　節史 福山市熊野町乙７４０４番地２ ＰＡＳＩＯＮ 菓子製造業 一般 第220431号 2022-09-01 2028-08-31 2022-08-05 2022-08-05 2017-05-11

南口　妙子 福山市沼隈町大字常石１７８４番地４ みなみ そうざい製造業 一般 第220432号 2022-09-01 2028-08-31 2022-08-05 2022-08-05 2011-04-07

池田糖化工業株式会社 代表取締役 池田　直之 福山市箕沖町９７番地 池田糖化工業株式会社箕島工場Ｅ２棟 乾式造粒 菓子製造業 一般 第220433号 2022-08-08 2028-01-31 2022-08-08 2022-08-08         

池田糖化工業株式会社 代表取締役 池田　直之 福山市箕沖町９７番地 池田糖化工業株式会社箕島工場Ｅ２棟 乾式造粒 乳製品製造業 一般 第220434号 2022-08-08 2028-01-31 2022-08-08 2022-08-08         

池田糖化工業株式会社 代表取締役 池田　直之 福山市箕沖町９７番地 池田糖化工業株式会社箕島工場Ｅ２棟 乾式造粒 添加物製造業 一般 第220435号 2022-08-08 2028-01-31 2022-08-08 2022-08-08         

株式会社倉甚商店 代表取締役 蔵本　龍伍 福山市鞆町鞆１０３番地１ 株式会社倉甚商店 水産製品製造業 一般 第220436号 2022-09-01 2028-08-31 2022-08-08 2022-08-08 1956-04-01

協栄商事株式会社 代表取締役 荒木　栄作 福山市港町二丁目５番１９号 福山ロイヤルホテル 飲食店営業 一般 第220437号 2022-08-10 2028-01-31 2022-08-10 2022-08-10         

長田　千恵子 福山市沼隈町大字下山南１２１番地４ 長田　千恵子 飲食店営業 一般 第220438号 2022-09-01 2028-08-31 2022-08-10 2022-08-10 1999-04-28

瀨島　英明 福山市沼隈町大字草深１９０４番地１ 尾道中華そば　麺家笑 飲食店営業 一般 第220439号 2022-09-01 2028-08-31 2022-08-10 2022-08-10 2011-04-21

有限会社花茎 代表取締役 藤井　範夫 福山市田尻町３８８０番地１ 喫茶花茎 飲食店営業 一般 第220440号 2022-09-01 2028-08-31 2022-08-10 2022-08-10 1975-06-26

水本　数己 福山市鞆町後地１０１５番地 地先 青空市場 飲食店営業 一般 第220441号 2022-09-01 2028-08-31 2022-08-10 2022-08-10 1981-07-27

有限会社プラウドフーズ 代表取締役 溝田　和男 福山市鞆町鞆９７１番地 有限会社プラウドフーズ 食肉販売業 一般 第220442号 2022-09-01 2028-08-31 2022-08-10 2022-08-10 1990-07-25

保利　日佐士 福山市水呑向丘８８番地 やすりストアー 魚介類販売業 一般 第220443号 2022-09-01 2028-08-31 2022-08-10 2022-08-10 1987-04-16

中国総業有限会社 代表取締役 宇田　尚生 福山市水呑町２４０５番地７ Ｆｕｋｕｙａｍａ ｓｏｆｔ ｃｒｅａｍ アンツ 飲食店営業 一般 第220444号 2022-09-01 2028-08-31 2022-08-10 2022-08-10 1999-08-25

株式会社シュエット 代表取締役 佐藤　哲也 福山市神辺町大字新湯野３０番地４ ＫＩＭＩＴＯＷＨＩＰ　ｐｒｅｍｉｕｍ 神辺店 飲食店営業 一般 第220445号 2022-08-12 2027-10-31 2022-08-12 2022-08-12         

株式会社シュエット 代表取締役 佐藤　哲也 福山市神辺町大字新湯野３０番地４ ＫＩＭＩＴＯＷＨＩＰ　ｐｒｅｍｉｕｍ 神辺店 菓子製造業 一般 第220446号 2022-08-12 2027-10-31 2022-08-12 2022-08-12         

鞆酒造株式会社 代表取締役 岡本　純夫 福山市鞆町鞆１０１３番地 鞆酒造株式会社 酒類製造業 一般 第220447号 2022-09-01 2028-08-31 2022-08-15 2022-08-15 1956-08-01

森田　豊子 福山市熊野町乙５０８番地 くまの元気会 飲食店営業 一般 第220448号 2022-09-01 2028-08-31 2022-08-15 2022-08-15 2017-07-18

森田　豊子 福山市熊野町乙５０８番地 くまの元気会 そうざい製造業 一般 第220449号 2022-09-01 2028-08-31 2022-08-15 2022-08-15 2017-07-18

栗原　秀幸 福山市御幸町大字森脇４０６番地 大衆食堂　服部屋 飲食店営業 一般 第220450号 2022-08-15 2027-11-30 2022-08-15 2022-08-15 2020-08-04

栗原　秀幸 福山市御幸町大字森脇４０６番地 大衆食堂　服部屋 冷凍食品製造業 一般 第220451号 2022-08-15 2027-11-30 2022-08-15 2022-08-15         

有限会社かぜたに 代表取締役 風谷　季代登 福山市船町３番９号 かぜたに 冷凍食品製造業 一般 第220452号 2022-08-16 2027-11-30 2022-08-16 2022-08-16         

秋田　佳子 福山市春日町七丁目１０番１８号 サクセスライフ店舗１０２号室 紀佳 飲食店営業 一般 第220453号 2022-08-17 2028-01-31 2022-08-17 2022-08-17         

株式会社シュエット 代表取締役 佐藤　哲也 福山市引野町二丁目１番９号 ＫＩＭＩＴＯＷＨＩＰ　ｐｒｅｍｉｕｍ 福山店 飲食店営業 一般 第220454号 2022-08-18 2027-07-31 2022-08-18 2022-08-18         

金島　エミ子 福山市神辺町字湯野４４０番地７ 笑ちゃんサロン 飲食店営業 一般 第220455号 2022-08-18 2027-10-31 2022-08-18 2022-08-18 2019-11-25

金島　エミ子 福山市神辺町字湯野４４０番地７ 笑ちゃんサロン 菓子製造業 一般 第220456号 2022-08-18 2027-10-31 2022-08-18 2022-08-18         

株式会社トータルウィン 代表取締役 桒原　秀行 福山市駅家町大字江良２６６番地１ ＱＵＯＮチョコレート　福山店 飲食店営業 一般 第220457号 2022-08-18 2027-10-31 2022-08-18 2022-08-18         

株式会社トータルウィン 代表取締役 桒原　秀行 福山市駅家町大字江良２６６番地１ ＱＵＯＮチョコレート　福山店 菓子製造業 一般 第220458号 2022-08-18 2027-10-31 2022-08-18 2022-08-18         

株式会社中のせ 代表取締役 中ノ瀬　恵治 福山市延広町６番１号 中のせ 飲食店営業 一般 第220459号 2022-08-19 2027-11-30 2022-08-19 2022-08-19         

株式会社サードプレイス 代表取締役 石井　宏和 福山市松永町三丁目１０番９号 マクドナルド福山松永店 飲食店営業 一般 第220460号 2022-08-22 2027-12-31 2022-08-22 2022-08-22         

1 / 2 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）



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

中村　保之 福山市内海町ロ１６６１番地３ 第十五　七福船団 そうざい製造業 一般 第220461号 2022-09-01 2028-08-31 2022-08-23 2022-08-23 2017-04-27

中村　保之 福山市内海町ロ１６６１番地３ 第十五　七福船団 水産製品製造業 一般 第220462号 2022-09-01 2028-08-31 2022-08-23 2022-08-23 2017-04-27

やのや株式会社 代表取締役 長本　亜実 福山市東深津町三丁目２２番７号 やのや株式会社 食肉販売業 一般 第220463号 2022-08-24 2028-01-31 2022-08-24 2022-08-24         

やのや株式会社 代表取締役 長本　亜実 福山市東深津町三丁目２２番７号 やのや株式会社 そうざい製造業 一般 第220464号 2022-08-24 2028-01-31 2022-08-24 2022-08-24 2020-01-10

Ｎｏ　Ｌｉｍｉｔ株式会社 代表取締役 丸尾　佑 福山市住吉町１番４０号 ２０１号 ９Ｈｉｇｈ　福山店 飲食店営業 一般 第220465号 2022-08-24 2027-09-30 2022-08-24 2022-08-24         

河田　慎司 福山市沼隈町大字下山南１４７番地１ 喫茶　ピエロ 飲食店営業 一般 第220466号 2022-09-01 2028-08-31 2022-08-24 2022-08-24 1993-08-25

酒井　悠斗 福山市鞆町鞆８２４番地 うみひこ 飲食店営業 一般 第220467号 2022-09-01 2028-08-31 2022-08-24 2022-08-24 2017-07-20

鞆の浦漁業協同組合 代表理事 羽田　幸三 福山市鞆町鞆１００３番地３ 鞆の浦漁業協同組合 魚介類販売業 一般 第220468号 2022-09-01 2028-08-31 2022-08-26 2022-08-26 2017-06-12

株式会社阿藻珍味 代表取締役 粟村　元則 福山市鞆町後地１５６７番地１ 株式会社阿藻珍味 そうざい製造業 一般 第220469号 2022-09-01 2028-08-31 2022-08-26 2022-08-26 1990-05-17

株式会社阿藻珍味 代表取締役 粟村　元則 福山市鞆町後地１５６７番地１ 株式会社阿藻珍味 水産製品製造業 一般 第220470号 2022-09-01 2028-08-31 2022-08-26 2022-08-26 1990-06-18

ツネイシＬＲ株式会社 代表取締役 神原　秀明 福山市沼隈町大字草深２１１０番地 あおなぎ寮 飲食店営業 一般 第220471号 2022-09-01 2028-08-31 2022-08-26 2022-08-26 2017-03-21

株式会社情熱村 代表取締役 村上　淳 福山市引野町５７８３番地 ローソン福山沖浦店 飲食店営業 一般 第220472号 2022-08-26 2028-01-31 2022-08-26 2022-08-26 2012-04-10

原田　光洋 福山市南手城町四丁目９番３０号 ライフデリ福山店 飲食店営業 一般 第220473号 2022-08-26 2028-01-31 2022-08-26 2022-08-26         

八田　健 福山市鞆町鞆５５２番地２ 八田保命酒舖 酒類製造業 一般 第220474号 2022-09-01 2028-08-31 2022-08-26 2022-08-26 1999-05-21

宗教法人神勝寺 代表役員 小堀　泰巖 福山市沼隈町大字上山南１４番地４ 神勝寺　茶屋 飲食店営業 一般 第220475号 2022-09-01 2028-08-31 2022-08-26 2022-08-26 2017-07-03

馬屋原　香 福山市沼隈町大字草深１８６０番地３ からおけ　歌人 飲食店営業 一般 第220476号 2022-09-01 2028-08-31 2022-08-26 2022-08-26 2017-05-18

有限会社大本塗装 代表取締役 大本　逸雄 福山市内海町巳ノ浜１８７６番地１ ビーチケロッちゃん 飲食店営業 一般 第220477号 2022-09-01 2028-08-31 2022-08-31 2022-08-31 2017-06-16
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